
大分類 中分類 小分類

昭和５９年度

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書について 管財係 19840329 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

昭和６1年度

人材部門 人事室 任免 職員の昇任等について（上申） 人事係 19860114 60 20461231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 職員の人事異動について（上申） 人事係 19860204 60 20461231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 改姓及び転籍届について 人事係 19860213 60 20461231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 職員の割愛について（回答） 人事係 19860224 60 20461231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 人事院規則9-8第6条第2項第3号による官職の認定申請書の提出について 人事係 19860305 60 20461231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 職員の割愛について(照会） 人事係 19860305 60 20461231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免
選考採用承認申請書並びに人事院規則9-8第6条第2項第3号による官職の認定申請書の提出につい

て
人事係 19860305 60 20461231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 新規採用就職員の採用日時等について(通知） 人事係 19860306 60 20461231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 国家公務員Ⅲ種試験合格者の採用について 人事係 19860307 60 20461231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 採用時の身分について(照会） 人事係 19860307 60 20461231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 無機材質研究所研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ設置規程の一部を改正する所長達に伴う人事異動について(上申) 人事係 19860310 60 20461231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 職員の定年について（上申） 人事係 19860310 60 20461231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 職員の割愛について（回答） 人事係 19860324 60 20461231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与 俸給関係審査協議書の提出について 人事係 19860324 60 20461231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 職員の選考による採用について（回答） 人事係 19860326 60 20461231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 文書 文書原簿（昭和５９年～昭和６１年） 人事係 19870101 60 20461231 紙 人事室 人事室 廃棄

昭和６２年度

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許の権利維持の見直し　金属材料技術研究所 業務係 19870101 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び当該出願に要する委任状の送付について 業務係 19870422 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

昭和６３年度

昭和６４年度・平成元年度

平成２年度

平成３年度

平成４年度

経営企画部門 経営戦略室 企画室 移転経費① 企画係 19930101 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 企画室 移転経費② 企画係 19930101 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経営戦略室 廃棄

保存期間

満了時の

措置結果

国立研究開発法人物質・材料研究機構　法人文書ファイル管理簿

文書分類

文書ファイル名 作成者 作成（取得）時期
保存

期間

保存期間

満了日

媒体の

種類
保存場所 主管部課



総務部門 経理室 資産 国有財産使用許可期間の更新について 庶務係 19920120 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 資金前渡官吏理の変更について 予算決算係 19920408 30 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成4年度一般会計歳出予算の概算払について（通知） 予算決算係 19920428 30 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 出納 指定歳入微収官の代行機関の事務の範囲の変更について 予算決算係 19920428 30 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 出納 支出官及び支出官代理の廃止について 予算決算係 19920508 30 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 収支 取引関係通知書の提出について 収支係 19920525 30 20230331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成3年度債務負担額計算書の提出について 予算決算係 19920527 30 20230331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 出納 支出官及び支出官代理の廃止について 予算決算係 19920615 30 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 収支 取引関係通知書の提出について 収支係 19920909 30 20230331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 収支 取引関係通知書の提出について 収支係 19920916 30 20230331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 交替検査 交替検査の終了について（電源開発促進対策特別会計） 収支係 19920916 30 20230331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 交替検査 交替検査の終了について（一般会計通商産業省所管） 収支係 19920916 30 20230331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 交替検査 交替検査の終了について（一般会計総理府所管） 収支係 19920916 30 20230331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 収支 預託金現在高引継通知書の送付について 収支係 19920916 30 20230331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 交替検査 交替検査の終了について（電源開発促進対策特別会計） 収支係 19920921 30 20230331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 交替検査 交替検査の終了について（一般会計通商産業省所管） 収支係 19920921 30 20230331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 交替検査 交替検査の終了について（一般会計総理府所管） 収支係 19920921 30 20230331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 収支 預託金現在高引継通知書の送付について 収支係 19920921 30 20230331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除外施設等維持管理報告書の提出について（平成3年10月～12月分） 並木施設維持係 19920124 30 20221231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除外施設等維持管理報告書の提出について（平成4年1月～3月分）（回答） 並木施設維持係 19920519 30 20221231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB 使用済みとなったPCB使用電気機器の保管･管理について(回答) 安全係 19921214 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 Ｘ線装置の届出について（設置） 厚生係 19920116 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査
保安検査申請書の提出について

平成3年度保安検査（ヘリウム液化施設、熱間静水圧加圧装置、ガス圧下合成装置））
庶務係 19920121 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 Ｘ線装置の届出について（設置、変更及び廃棄） 厚生係 19920205 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安統括者等届書の提出について 厚生係 19920212 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 一般高圧ｶﾞｽ保安規則第14条の適用について 厚生係 19920212 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19920217 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更承認申請書について（ヘリウム液化施設） 施設係 19920224 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス
第一種高圧ガス製造施設保安検査事前検査報告書の提出について

（平成3年度保安検査（ヘリウム液化施設、熱間静水圧加圧装置、ガス圧下合成装置））
庶務係 19920302 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス
第一種高圧ガス製造施設定期自主検査（保安検査事前検査）について

（平成3年度保安検査（ヘリウム液化施設、熱間静水圧加圧装置、ガス圧下合成装置））
庶務係 19920302 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用整備等設置届出書の提出について 厚生係 19920310 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更申請の承認について 施設係 19920317 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者等届書の提出について（熱間静水圧加圧装置） 庶務係 19920420 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者等届書の提出について（ヘリウム液化施設） 庶務係 19920420 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者等届書の提出について（ガス圧下合成装置） 庶務係 19920420 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設完成検査申請書の提出について（ヘリウム液化施設） 施設係 19920420 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス
高圧ガス製造施設の改善計画書の提出について

（平成3年度保安検査（ヘリウム液化施設、熱間静水圧加圧装置、ガス圧下合成装置））
庶務係 19920420 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物貯蔵所設置許可申請書の提出について 安全係 19920514 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 設備届（設置）の提出について（クレーン） 厚生係 19920603 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成4年上期核燃料物質管理報告書の提出について 厚生係 19920727 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 Ｘ線装置の届出について（設置及び廃止） 厚生係 19920811 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 管理係 19920910 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期自主点検記録（千現） 安全係 19930101 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安教育計画　平成3年度 千現維持第2 19930101 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 覚書 金属材料技術研究所と宇宙開発事業団筑波宇宙ｾﾝﾀｰとの国際科学ﾈｯﾄﾜｰｸ接続に関する覚書
金材技管理部安全施設

課
19930101 35 20271231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 注目発明 注目発明選定証 調査係 19920101 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施補償金 平成３年度実施補償金 企画課調査係 19920101 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録補償金 平成３年度登録補償金 企画課調査係 19920101 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許制度について 業務係 19920101 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 1　特許証の持ち分表示 業務係 19920101 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 2　特許証　特分表 業務係 19920101 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 取得報告書 国有特許権等の取得報告書の提出について 調査係 19920104 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継の決定について（超高純度・均質素材製造に用いる高周波ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰ

ﾁ）
業務係 19920106 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願第582611号に関する通知について 調査係 19920107 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願第396620号に関する通知について 業務係 19920107 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 アメリカ特許出願第454625号に関する通知について 業務係 19920107 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（粘土・天然繊維複合多孔体の製造方法） 業務係 19920108 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継の決定について（光励起屈折率変化を制御したスカンジウム添加ニ

オブ酸リチウム）
業務係 19920110 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明に係る認定及び決定報告書について 業務係 19920114 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許証査定の謄本について（ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19920116 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（多結晶体の結晶粒子状態の検出測定装置） 業務係 19920116 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ合成装置） 業務係 19920116 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾎﾗﾝﾀﾞｲﾄ型構造を有するｵｸﾄﾁﾀﾝ酸塩単結晶の育成法） 業務係 19920116 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（窒化ｱﾙﾐﾆｳﾑ-炭化けい素複合微粉体の製造法） 業務係 19920116 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（酸化錫の電子回路ﾊﾟﾀｰﾝの形成方法） 業務係 19920116 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾁﾀﾆｱ繊維構造体の製造法） 業務係 19920116 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（燃焼炎によるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19920116 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 計画変更 「高密度炭化けい素焼結体の製造技術」に関する計画変更について（通知）「開発期間延長」 業務係 19920117 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920117 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（酸化物超伝導薄膜用基板及びその製造法） 業務係 19920117 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（酸化物超伝導薄膜用基板及びその製造法） 業務係 19920117 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（炭窒化ほう素の合成法） 業務係 19920120 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高純度酸化ﾁﾀﾝの空隙を有する繊維構造体の製造法） 業務係 19920121 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（絶縁性管内面の金属ｺｰﾃｨﾝｸﾞ方法） 業務係 19920121 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（立方晶ﾘﾝ酸ｱﾝﾓﾆｳﾑｼﾞﾙｺﾆｳﾑ（NH4Zr2（PO4）3）の製造法） 業務係 19920121 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ｱﾊﾟﾀｲﾄ複合体の製造法） 業務係 19920121 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和60年特許願第233468号に関する拒絶理由通知書について 業務係 19920122 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第418934号に関する手続補正指令書（方式）の通知について 業務係 19920122 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（磁気光学素子の基板用ｶﾞｰﾈｯﾄ結晶およびその製造方法） 業務係 19920122 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術あっせん契約の解約について（回答）「透明着色被膜の形成技術」 業務係 19920122 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術あっせん契約書（写）の提出について「ｱﾙﾐﾅ・ﾁﾀﾝｶｰﾊﾞｲﾄﾞ系複合焼結体の製造技術」 業務係 19920122 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成03年特許願第331515号に関する出願番号通知の通知について 調査係 19920123 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成01年特許願第237293号に関する出願審査請求書等の通知について 業務係 19920127 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審決 審決書について（六ﾁﾀﾝ酸ｶﾘｳﾑ繊維の製造法） 業務係 19920127 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成03年特許願第331515号に関する手続補正書の通知について 調査係 19920128 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第103885号に関する特許証の送付について 業務係 19920128 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第418934号に関する手続補正書（方式）の提出について 業務係 19920128 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和58年特許願第193425号に関する特許査定の謄本について 業務係 19920128 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第218081号に関する受領書の通知について 調査係 19920129 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和58年特許願第193426に関する特許査定の謄本について 業務係 19920129 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許公告謄本 特許公告の決定の謄本について（炭窒化けい素質焼結体の製造法） 業務係 19920129 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（耐熱性光学ｶﾞﾗｽ） 業務係 19920129 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ｱﾙｶﾘｲｵﾝ伝導体） 業務係 19920129 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（LuGaZnMgO5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびそ

の製造法）
業務係 19920129 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（LuGaZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその

製造法）
業務係 19920129 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（LuGaZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその

製造法）
業務係 19920129 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（YbGaZn2O5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその

製造法）
業務係 19920129 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（TmGaZnMgO5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびそ

の製造法）
業務係 19920129 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（YbGaZnMgO5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびそ

の製造法）
業務係 19920129 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 アメリカ特許出願第743223号に関する通知について 業務係 19920130 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 アメリカ特許出願第629555号に関する通知について 業務係 19920130 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 アメリカ特許出願「Nb3Al化合物超電導線材の製造法」に関する通知について 業務係 19920130 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高強度α-ｻｲｱﾛﾝ質焼結体） 業務係 19920130 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録補償金 国家公務員の職務発明に対する登録補償金請求書の提出について(平成3年度分） 管財係 19920130 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ水硬性ｾﾒﾝﾄ組成物） 業務係 19920131 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（YbGaZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920131 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ型のﾆｵﾌﾞ酸鉛ﾏｸﾞﾈｼｳﾑの製造法） 業務係 19920131 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＣＤ－ＲＯＭ公開広報 CD-ROM公開公報又はﾌﾛﾝﾄﾍﾟｰｼﾞ集の仮申請について（回答） 業務係 19920203 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願第684387号に関する通知について 業務係 19920204 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（導電性酸化第二錫繊維の製造法） 業務係 19920205 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（繊維状導電性酸化第二錫の製造法） 業務係 19920205 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 取下 発明届の取り下げについて（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19920207 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審決 審決書について（ﾁﾀﾆｱ繊維の製造法） 業務係 19920207 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第356627号に関する出願番号通知及び受領書の通知について 業務係 19920210 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願について（AxMyTi2-yO4で示される斜方晶系の層状構造板状結晶の製造

法）
業務係 19920210 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ／金属薄膜二層構造X線対陰極） 業務係 19920214 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（鉛含有酸化物微粉末の製法） 業務係 19920214 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（鉛含有微粉末の製造法） 業務係 19920214 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う手続補正書の提出について（超電導性ｾﾗﾐｯｸ粉末の製造法） 業務係 19920214 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ｶﾞｰﾈｯﾄ構造を持つ化合物の原料粉末

の製造方法）
業務係 19920214 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（ﾓﾝﾓﾘﾛﾅｲﾄ単結晶とその製造方法） 業務係 19920214 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 新技術開発成果実施契約書について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ膜の低圧気相合成技術） 業務係 19920214 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年度特許願第268090号の拒絶理由通知書に関わる出願放棄について 調査係 19920217 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第356627号に関する優先権主張について 業務係 19920217 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審決 審決書について（ﾎｰﾗﾝﾀﾞｲﾄ型構造の繊維状ﾊﾞﾘｳﾑﾁﾀﾝ酸塩の製造法） 業務係 19920217 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（米国特許）（ﾅﾄﾘｳﾑとｶﾘｳﾑをｲｵﾝ交換分離する方法） 業務係 19920217 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（機械加工性の針状結晶析出結晶化ｶﾞﾗｽの製造方法） 業務係 19920219 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高温ﾌﾟﾗｽﾞﾏによるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの製造法） 業務係 19920219 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術あっせん契約の解約契約について（透明着色皮膜の形成技術） 業務係 19920220 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定の謄本について（窒化けい素微粉末の製造法） 業務係 19920220 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願について（HiMyTi2‐O4･nH2Oで示される斜方晶系の層状ﾁﾀﾝ酸板状結晶

の製造法）
業務係 19920220 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他 審判官指名通知　溶融の金属噴霧微紛化装置 業務係 19920221 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、及び特許出願について 業務係 19920224 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、及び特許出願について 業務係 19920224 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（酸化物超伝導薄膜用基板及びその製造法） 業務係 19920225 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（金属表面へのｺｰﾃｨﾝｸﾞ用ｶﾞﾗｽ） 業務係 19920226 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（立方晶系の不定比ﾊﾞｲｸﾛｱ型構造を有するﾅﾄﾘｳﾑ・ﾋﾞｽﾏｽ・ﾁﾀﾝ・ﾀﾝ

ｸﾞｽﾃﾝ酸化物及びその製造法）
業務係 19920226 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾌｨｰﾙﾄﾞ・ｴﾐｯﾀｰ） 業務係 19920226 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（酸化物超伝導薄膜用基板及びその製造法） 業務係 19920226 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 関連発明の国内出願に関する協議について（回答） 調査係 19920227 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（粒状ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScGaZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InAlZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScGaZn6O9で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InAlZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScGaZn5O8で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScGaZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（ScGaZn2MgO6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造

法）
業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScGaZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（InGaZn2MgO6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造

法）
業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InGaZn5O8で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InGaZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InAlZn2O5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（ScGaZnMgO5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造

法）
業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許 特許について（ScGaZn2O5で示させられる六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InAlMg2O5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InGaZnMgO5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InGaZn2O5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InGaMg2O5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InFeZn2O5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（LuFeZn2O5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高密度ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄｾﾗﾐｯｸｽの製造法） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（耐放射性材料） 業務係 19920228 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（軟X線分光用六十六ﾎｳ化ｲｯﾄﾘｳﾑ結晶体の製造法） 業務係 19920229 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（TmGaZn2O5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその

製造法）
業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（高安定電子放射特性を示すﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰの製造方法） 業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（InFeZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およ

びその製造法）
業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（YbFeZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およ

びその製造法）
業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（TmFeZn8O11で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およ

びその製造法）
業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（TmFeZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およ

びその製造法）
業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（YbFeZn5O8で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およ

びその製造法）
業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（YbFeZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およ

びその製造法）
業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（ScFeZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およ

びその製造法）
業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（InFeZn6O9で示される六方晶系の層状構造を有する化合物および

その製造法）
業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（InFeZn5O8で示される六方晶系の層状構造を有する化合物および

その製造法）
業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（InFeZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物および

その製造法）
業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（InFeZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およ

びその製造法）
業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（ScFeZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およ

びその製造法）
業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（YbFeZn2O5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およ

びその製造法）
業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（TmFeZnMgO5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物お

よびその製造法）
業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（LuFeZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およ

びその製造法）
業務係 19920304 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（InFeZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物および

その製造法）
業務係 19920305 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（InFeZn8O11で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およ

びその製造法）
業務係 19920305 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（TmFeZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およ

びその製造法）
業務係 19920305 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（LuFeZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およ

びその製造法）
業務係 19920305 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（LuFeZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およ

びその製造法）
業務係 19920305 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願第396620号に関する通知について 業務係 19920307 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 アメリカ特許出願第817966号に関する通知について 業務係 19920307 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 アメリカ特許出願第315825号に関する通知について 業務係 19920307 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、及び特許出願について 業務係 19920307 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第045130号に関する特許証の送付について 業務係 19920309 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和59年特許願第018292号に関する特許証の送付について 業務係 19920309 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 計画変更 「走査型X線分析顕微鏡」に関する計画変更について（通知） 業務係 19920309 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 特許出願人名義変更届および審査請求書の提出について（誘導体磁気製造用原料粉末の製造方法） 業務係 19920309 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更
特許出願人名義変更届および審査請求書の提出について（誘電体磁器製造用の低温焼結性原料粉末

の製造方法）
業務係 19920309 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920309 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（窒素含有ｶﾞﾗｽ質粉末の製造法） 業務係 19920311 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（一般式InABMnO5（AはFe,GaあるいはCrを,BはMg,Co,Niあるい

はZnを表す）で示される立方晶系のｽﾋﾟﾈﾙ型構造を有する化合物およびその製造法）
業務係 19920311 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（円筒静電型粒子ｴﾈﾙｷﾞｰ分析器） 業務係 19920311 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約
新技術開発あっせん受託契約の解約について（無機複合酸化物の固溶体組成物の単結晶育成法、複

合酸化物の単結晶育成法）
業務係 19920311 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第316504号に関する出願公告の決定の謄本について 調査係 19920312 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和59年特許願第006352に関する審決書謄本について 業務係 19920312 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継の決定について（Bi5O7（NO3）の式で示される化合物及びその製

造法）
業務係 19920312 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（窒化ｱﾙﾐﾆｳﾑ微粉末の製造法） 業務係 19920312 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（六ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19920312 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継の決定について（Na１-ｘTi2＋ｘAl5-ｘO12で示される斜方晶系ﾄﾝ

ﾈﾙ構造化合物の繊維又は膜状物の製造法）
業務係 19920312 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和58年特許願193426号に関する特許の送付について 業務係 19920313 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和58年特許願1第93425号に関する特許の送付について 業務係 19920313 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（LuFeZn5O8で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその

製造法）
業務係 19920318 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（YbFeZn6O9で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその

製造法）
業務係 19920318 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（ScFeZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその

製造法）
業務係 19920318 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（InFeZnMgO5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその

製造法）
業務係 19920318 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾌﾟﾗｽﾞﾏ状態の気体の温度制御法） 業務係 19920318 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（YbFeZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその

製造法）
業務係 19920318 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（LuFeZn6O9で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその

製造法）
業務係 19920318 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（米国特許）（ｶﾞｰﾈｯﾄ結晶） 業務係 19920318 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術あっせん受託契約の実施期間変更報告について（耐熱耐アルカリ性圭酸塩ガラスの製造法） 業務係 19920318 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権実施状況報告書の提出について 技術展開係 19920319 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920319 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定の謄本について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ微粉末の合成法） 業務係 19920319 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願について（光誘起屈折率変化を制御したスカンジウム添加ニオブ酸リチウ

ム）
業務係 19920324 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（窒化けい素と炭化けい素の混合微粉

末の製造法）
業務係 19920324 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和61年特許願第124667号に関する拒絶査定の謄本の送付について 調査係 19920326 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第418934号に関する受領書の通知について 業務係 19920326 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾
国有特許権等実施許諾承認申請について「ﾘﾝ酸・ｶﾘｳﾑ粉末の合成法」および「ﾘﾝ酸ﾁﾀﾝ・ｶﾘｳﾑ単結

晶の製造方法」
業務係 19920330 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和63年特許願第061394に関する拒絶理由通知書について 調査係 19920331 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 取得報告書 国有特許権等の取得報告の提出について 調査係 19920401 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（機械加工性の優れた黒色結晶化ｶﾞﾗｽ及びその製造方法） 業務係 19920401 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（窒素含有のｺｰﾃｨﾝｸﾞ用ｶﾞﾗｽ） 業務係 19920401 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（炭化ﾁﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19920401 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（遷移金属化合物からなるﾌｨｰﾙﾄﾞ・ｴﾐｯﾀｰ） 業務係 19920401 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審決 審結書について（結晶質ﾁﾀﾝ酸繊維の製造法） 業務係 19920401 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（LuGaZnMgO5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造

法）
業務係 19920401 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（酸化錫膜の電子回路ﾊﾟﾀｰﾝの形成方法） 業務係 19920401 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（六ﾁﾀﾝ酸ｶﾘｳﾑ繊維の製造法） 業務係 19920401 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾁﾀﾆｱ繊維構造体の製造法） 業務係 19920401 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（燃焼炎によるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19920401 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（LuGaZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920401 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（LuGaZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920401 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（YbGaZn2O5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920401 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（TmGaZnMgO5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造

法）
業務係 19920401 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（YbGaZnMgO5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造

法）
業務係 19920401 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（高硬度、絶縁性ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ焼結体の製

造法）
業務係 19920402 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（燃焼炎を用いたｾﾗﾐｯｸｽの簡易ｴｯﾁﾝｸﾞ法） 業務係 19920403 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術あっせん契約の解約について（協議）（金属表面の多色着色法） 業務係 19920406 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の継承、及び特許出願について 調査係 19920407 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、及び特許出願について 業務係 19920407 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第073168号に関する出願番号通知及び受領書の通知について 業務係 19920407 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（YbFeZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその

製造法）
業務係 19920408 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｼﾘｶ・ｱﾙﾐﾅｾﾗﾐｯｸ体の製造方法） 業務係 19920408 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第075559号に関する出願番号通知及び受領書の通知について 業務係 19920410 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第075558号に関する出願番号通知及び受領書の通知について 業務係 19920410 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 成果公表
共同研究実施中の成果公表について（前駆体繊維化法によるNa１-ｘTi2ｘAl5-ｘO12（ｘ＝0.2）

系繊維の合成）
業務係 19920414 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同研究に係わる特許出願の協議について（Na１-ｘTi2＋ｘAl5-ｘO12で示される斜方晶系のﾄﾝﾈﾙ

構造化合物の繊維又は膜状物の製造方法）
業務係 19920414 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920414 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和60年特許願第102762号に関する書類の送付について 業務係 19920415 30 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第086641号に関する出願番号通知及び受領書の通知について 業務係 19920415 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術あっせん契約書（写）の提出について 業務係 19920418 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第075559号に関する受領書の通知について 業務係 19920420 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 アメリカ特許出願第817966号に関する通知について 業務係 19920422 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ｶﾞｰﾈｯﾄ構造を持つ化合物の原料粉末の製造方法） 業務係 19920423 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願について（一般式PdP2O6で示される斜方晶系の構造を有するﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ・ﾘ

ﾝ酸化物とその製造法）
業務係 19920424 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高温ﾌﾟﾗｽﾞﾏによるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの製造法） 業務係 19920424 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（導電性酸化第二錫繊維の製造法） 業務係 19920424 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（繊維状導電性酸化第二錫の製造法） 業務係 19920424 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾁﾀﾆｱ繊維の製造法） 業務係 19920424 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾎｰﾗﾝﾀﾞｲﾄ型構造の繊維状ﾊﾞﾘｳﾑﾁﾀﾝ酸塩の製造法） 業務係 19920424 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（LuAlZn7O1で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920424 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScAlZn6O9で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920424 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScAlZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920424 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScAlZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920424 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScAlZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920424 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScAlZnMgO5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920424 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScAlZn2O5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920424 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920424 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願第684387号に関する拒絶理由通知書について 業務係 19920427 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明に係る認定及び決定報告書について 業務係 19920427 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 アメリカ特許共同出願第647216号に関する特許証の送付について 業務係 19920430 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（異種材質からなる物体の接合法） 業務係 19920430 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（InAMｎｘOy（AはFeまたはGa,X＝2

～3.5,Y＝5～6.5）で示される立方晶系のｽﾋﾟﾈﾙ型構造を有する化合物およびその製造法）
業務係 19920430 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高純度過酸化水素化ﾁﾀﾝ水溶液の製造法） 業務係 19920430 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高純度過酸化水素化ﾁﾀﾝ水溶液の製造法） 業務係 19920430 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第582611号に関する通知について 調査係 19920506 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 アメリカ特許出願第817966号の出願放棄について 業務係 19920507 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾙﾁﾙ単結晶の製造方法） 業務係 19920511 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願第796302号に関する書類の通知について 業務係 19920512 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（水溶性中のﾊﾞﾘｳﾑの吸着およびｲｵﾝ交換材、並びにﾊﾞﾘｳﾑの固定化

法）
業務係 19920513 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（ScAlZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその

製造法）
業務係 19920513 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｾﾗﾐｯｸ薄膜焦電体の製造方法） 業務係 19920513 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19920513 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和61年特許願第040254号に関する拒絶査定の謄本の送付について 調査係 19920514 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和60年特許願第124267号に関する特許査定の謄本について 業務係 19920514 30 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＥＰＣ特許出願 EPC特許共同出願第91307854・5号に関する書類の通知について 調査係 19920515 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継の決定について（新しい無機ｲｵﾝ交換体並びにこれを用いた放射性ﾖ

ｳ化物ｲｵﾝの除去及び固化方法）
業務係 19920515 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ単結晶の製造方法） 業務係 19920515 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（繊維強化炭化珪素複合材料の製造法） 業務係 19920515 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（焦電性磁器簿膜の形成方法） 業務係 19920515 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（高硬度、絶縁性ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ焼結体の製造法） 業務係 19920518 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ｱﾙﾐﾅ繊維または膜状物の製造法） 業務係 19920518 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ｼﾘｶ-ｱﾙﾐﾅの繊維または膜状物の製造

方法）
業務係 19920518 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成04年特許願第108398号に関する出願番号通知について 業務係 19920519 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（六ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19920519 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920521 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ共同出願特許第582611号に関する通知について 調査係 19920525 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（超電導性ｾﾗﾐｯｸ粉末の製造法） 業務係 19920527 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（TmFeZn6O9で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその

製造法）
業務係 19920527 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（超高融点化合物の融液からの蒸発現像の測定法） 業務係 19920527 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和61年特許願第140251号の拒絶査定の謄本に関わる出願放棄について 調査係 19920529 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第095178号に関する手続補正指令書（方式）の通知について 業務係 19920529 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 アメリカ特許出願第817966号に関する通知について 業務係 19920529 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願第684387号に関する拒絶理由通知書について 業務係 19920601 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（高純度炭化珪素焼結体の製造方法） 業務係 19920603 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 国有特許権実施許諾承認申請について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ膜の低圧気相合成技術） 業務係 19920603 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（無機化合物／金属薄膜二層構造X線対陰極） 業務係 19920603 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（ScFeZn5O8で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその

製造法）
業務係 19920603 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和60年特許願第102762号に関する書類の送付について 業務係 19920605 30 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＥＰＣ特許出願 EPC特許出願第91307854･9号に関する送付について 調査係 19920608 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第095178号に関する手続補正書（方式）の提出について 業務係 19920608 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920609 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和59年特許願第155181号に関する特許査定の謄本について 業務係 19920610 30 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年度特許願第268090号に関する拒絶査定の謄本の送付について 調査係 19920611 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ共同出願特許第582611号に関する通知について 調査係 19920611 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（窒化ｱﾙﾐﾆｳﾑ微粉末の製造法） 業務係 19920611 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920612 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（非線型抵抗体の形成方法） 業務係 19920615 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継の決定について（ｱﾊﾟﾀｲﾄ皮膜形成用電解液およびそれを用いる皮膜

の形成方法）
業務係 19920615 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶の製造方法） 業務係 19920615 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＥＰＣ特許出願 EPC特許共同出願第90310060．0号に関する通知について 調査係 19920617 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状発行に関する件（回答） 調査係 19920618 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ共同出願特許第582611号に関する通知について 調査係 19920618 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ系単結晶の育成法） 業務係 19920618 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（Bi5O7（NO3）の製造法） 業務係 19920618 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ粉末の合成法） 業務係 19920618 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（Bi5O7（NO3）の式で示される化合物及びその製造法） 業務係 19920622 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（米国特許）（高純度ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄｾﾗﾐｯｹｽの製造法） 業務係 19920622 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願第491428号に関する通知について 調査係 19920623 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願第396620号に関する通知について 業務係 19920623 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第102717号に関する手続補正指令書（方式）の通知について 業務係 19920624 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（α-ｻｲｱﾛﾝ質粉末及びその製造法） 業務係 19920624 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ｱﾊﾟﾀｲﾄ成形焼結体の製造方法） 業務係 19920624 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 国有特許権実施許諾承認申請について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ膜の低圧気相合成技術） 業務係 19920624 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（光照射併用ﾌﾟﾗｽﾞﾏCVD法による硬質窒化ﾎｳ素の製造法） 業務係 19920625 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 規程類 「国家公務員の職務発明等に対する補償金の支払要領」等に関する規程改正について 業務係 19920626 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 アメリカ特許出願第817966号に関する通知について 業務係 19920626 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について（A1-x　Ti2＋ｘM5-xO12で示される斜方晶系ﾄﾝﾈﾙ構

造化合物の繊維または膜状物の製造法）
業務係 19920626 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について（ﾎｳｰﾗﾝﾀﾞｲﾄ型構造を有するﾁﾀﾝ酸塩の繊維または膜状

物の製造法）
業務係 19920626 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について（ﾁﾀﾉｶﾞﾘｳﾑ酸ﾊﾞﾘｳﾑ繊維又は膜状物の製造法） 業務係 19920626 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について（AｘGa16+ｘTi16-ｘO56で示される斜方晶系ﾄﾝﾈﾙ構

造化合物の繊維または膜状物の製造法）
業務係 19920626 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化が望まれる新技術の募集について 業務係 19920626 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（円筒静電型粒子ｴﾈﾙｷﾞｰ分析器） 業務係 19920626 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（LuFeZn6O9で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920626 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（結晶質ﾁﾀﾝ酸繊維の製造法） 業務係 19920626 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高純度過酸化水素化ﾁﾀﾝ水溶液の製造法） 業務係 19920626 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高純度過酸化水素化ﾁﾀﾝ水溶液の製造法） 業務係 19920626 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成02年特許願第269199号に関する書類の送付について 調査係 19920629 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許実施状況報告書　2　平成4年度 業務係 19920629 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（X線発散角度制限器） 業務係 19920629 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920629 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 尋問書 尋問書に伴う審判請求理由補充書の提出について（高安定高輝度電子ﾋﾞｰﾑの発生法） 業務係 19920629 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許実施状況報告書　1　平成4年度 業務係 19920630 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第103717号に関する手続補正書の提出について 業務係 19920630 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920630 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 取得報告書 国有特許権等の取得報告について 調査係 19920701 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 研究会 超高温研究会（第7回）の開催について 業務係 19920701 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和59年特許願第006352に関する特許証の送付について 業務係 19920702 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和59年特許願第151290号に関する特許証の送付について 業務係 19920702 30 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920703 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第684387号に関する書類の送付について 業務係 19920706 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権等実施契約書（写）の提出について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ膜の低圧気相合成技術） 業務係 19920706 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和63年特許願第316504号に関する書類の送付について 調査係 19920707 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（廃タイヤの燃焼処理法） 業務係 19920707 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（ﾊｲﾄﾞﾛｷｼｱﾊﾟﾀｲﾄ皮膜の形成方法） 業務係 19920707 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高品質ﾁﾀﾝｻﾌｧｲﾔ単結晶の製造方法） 業務係 19920708 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術あっせん契約の解約契約書の送付について 業務係 19920708 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 調査係 19920713 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願について（新しい無機ｲｵﾝ交換体並びにこれを用いた放射性ﾖｳ化物ｲｵﾝの除

去及び固化方法）
業務係 19920713 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（Bi5O7（NO3）の製造法） 業務係 19920713 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（LuFeZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその

製造法）
業務係 19920715 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920715 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第629555号に関する書類の送付について 業務係 19920716 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正指令書について（誘導体磁気製造用原料粉末の製造方法） 業務係 19920716 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正指令書について（誘電体磁器製造用の低温焼結性原料粉末の製造方法） 業務係 19920716 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継の決定について（Bi5O7（NO3）を有効成分とする無機陰ｲｵﾝ交換

体）
業務係 19920717 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承認の決定について（ﾃﾙﾋﾞｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ単結晶とその製造法） 業務係 19920717 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（炭窒化ほう素焼結体ﾞの製造法） 業務係 19920717 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（炭窒化ほう素複合体） 業務係 19920717 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（結晶性炭窒化ほう素の製造法） 業務係 19920717 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（軟X線分光用六十六ホウ化イットリウム結晶体の製造法） 業務係 19920720 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（廃タイヤの燃焼処理法） 業務係 19920721 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19920724 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国拒絶査定による米国共同出願の承復について(回答) 調査係 19920727 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ｾﾗﾐｯｸ薄膜焦電体の製造方法） 業務係 19920727 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（超高融点化合物の融液からの蒸発現像の測定法） 業務係 19920727 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和63年特許願第061394号に関する拒絶査定の謄本について 調査係 19920729 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第020754号に関する特許証の送付について 業務係 19920729 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和60年特許願第124267号に関する特許証の送付について 業務係 19920729 30 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ｳｨｽｶｰ強化ｶﾞﾗｽ状炭素とその製造方法） 業務係 19920729 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 研究会 超高温研究会（第8回）の開催について 業務係 19920729 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明に係る認定及び決定報告書について 業務係 19920729 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＣＤ－ＲＯＭ公開広報 CD-ROM公開公報及びﾌﾛﾝﾄﾍﾟｰｼﾞ集の交付について（回答） 業務係 19920729 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願第491428号に関する出願放棄について 調査係 19920730 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第640629号に関する書類の送付について 調査係 19920803 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第396620号に関する書類の送付について 業務係 19920803 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和57年特許願第166027号に関する特許証の送付について 業務係 19920804 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（顕微X線解析装置） 業務係 19920805 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（Bi5O7（NO3）を有効成分とする無機陰ｲｵﾝ交換体） 業務係 19920806 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920807 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他 共有特許意識調査について 業務係 19920807 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ固溶体粉末の製造方法及びその焼結体） 業務係 19920812 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願第640629号の一部継続出願に関する通知について 調査係 19920817 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第491428号に関する書類の送付について 調査係 19920817 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第103717号に関する受領書の通知について 業務係 19920817 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（高圧ｶﾞｽ容器のｼｰﾙ法） 業務係 19920817 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許実施状況報告書　3　平成4年度 業務係 19920818 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920818 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（燃焼炎によるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ状炭素の合成法） 業務係 19920824 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ類似型結晶構造の酸化ほう素及びその製造法） 業務係 19920824 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScFeZn5O8で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920824 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（六方晶窒化ほう素半導体のp-n接合の製造） 業務係 19920824 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和60年特許願第292196号に関する特許証の送付について 業務係 19920825 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（衝撃波加圧法による六方晶ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ粉末の合成法） 業務係 19920826 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（炭化ﾁﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19920826 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（炭化ﾁﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19920826 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ粉末の合成法） 業務係 19920826 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成方法） 業務係 19920826 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（静的超高圧法によるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ合成法） 業務係 19920826 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾓﾝﾓﾘﾛﾅｲﾄ-ﾒﾁﾙ化ｼｸﾛﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ系結晶質複合体及びその製造法） 業務係 19920826 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（非金属触媒によるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19920826 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ｼﾞﾙｺﾆｱ繊維または膜状物の製造法） 業務係 19920826 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（酸化亜鉛ﾊﾞﾘｽﾀの製造方法） 業務係 19920826 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（LuGaZn2O5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920826 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（LuAlZn6O9で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920826 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（YbAlZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920826 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（4ﾋﾞｽﾏｽ3ｽﾛﾛﾝﾁｳﾑ5ﾃﾙﾙ複酸化物、その製造法及びその複酸化物からなる酸素のｲｵﾝ

伝導材料）
業務係 19920826 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（LuGaZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920826 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（YbFeZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19920826 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第743223号に関する書類の送付について 業務係 19920827 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ｶﾞﾗｽ設計支援装置） 業務係 19920828 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（ScFeZn6O9で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその

製造法）
業務係 19920902 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第192720号に関する特許証の送付について 業務係 19920902 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（立法晶窒化ﾎｳ素大型単結晶の育成方法） 業務係 19920902 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（立方晶窒化ほう素粉末の合成法） 業務係 19920902 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（A1-x　Ti2＋ｘM5-xO12で示される斜方晶系ﾄﾝﾈﾙ構造化合物の繊

維または膜状物の製造法）
業務係 19920902 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（針状,繊維状,多孔質状ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞまたはそれらの集合体の製造法） 業務係 19920902 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾎｰﾗﾝﾀﾞｲﾄ型構造を有するﾁﾀﾝ酸塩の繊維または膜状物の製造法） 業務係 19920902 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾁﾀﾝ酸ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑの透光性焼結体の製造法） 業務係 19920902 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾁﾀﾉｶﾞﾘｳﾑ酸ﾊﾞﾘｳﾑ繊維又は膜状物の製造法） 業務係 19920902 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（立方晶窒化ほう素の製造法） 業務係 19920902 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（AXGa16+XTi16-XO56で示される正方晶系ﾄﾝﾈﾙ構造化合物の繊維

または膜状物の製造法）
業務係 19920902 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ｱﾙﾐﾅ繊維または膜状物の製造法） 業務係 19920902 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ｶﾞﾄﾞﾘﾆｳﾑﾙﾃﾁｳﾑｶﾞﾘｳﾑｶﾞｰﾈｯﾄ結晶） 業務係 19920902 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ｼﾘｶ-ｱﾙﾐﾅの繊維または膜状物の製造方法） 業務係 19920902 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第743223号に関する書類の送付について 業務係 19920903 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第743223号に関する書類の送付について 業務係 19920903 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、及び特許出願について 業務係 19920904 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継の決定について（ｼﾗｽを単独原料として用いた黒色ｶﾞﾗｽの合成方

法）
業務係 19920904 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の継承、及び特許出願について 技術展開係 19920907 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第629555号に関する特許証の送付について 業務係 19920907 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、及び特許出願について 業務係 19920907 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920907 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和63年特許願第061394に関する書類の送付について 調査係 19920909 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年実用新案登録願第121608号の拒絶理由通知書に係る出願放棄について 業務係 19920910 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について 業務係 19920910 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（繊維強化炭化珪素複合材料の製造方法） 業務係 19920910 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願第790753の出願放棄について 調査係 19920911 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国出願第684387号に係る特許料の納付及びｸﾚｰﾑ6、7の放棄について 業務係 19920911 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書に代わる手続補正書の提出について（InAMｎｘOy（AはFeまたは

Ga,X＝2～3.5,Y＝5～6.5）で示される立方晶系のｽﾋﾟﾈﾙ型構造を有する化合物およびその製造法）
業務係 19920911 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920911 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 関連発明の外国出願について（回答） 業務係 19920914 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19920914 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、及び特許出願について 業務係 19920916 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 アメリカ特許出願第817966号に関する通知について 業務係 19920918 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（燃焼炎を用いたｾﾗﾐｯｸｽの簡易ｴｯﾁﾝｸﾞ法） 業務係 19920918 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について　（ｃBN半導体のｵｰﾑ性電極） 業務係 19920918 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（窒化けい素粉末およびその高純度化処理方法） 業務係 19920918 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（開放型微細空孔の粘土多孔体の製造方法） 業務係 19920924 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（円筒静電型粒子ｴﾈﾙｷﾞｰ分析器） 業務係 19920924 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高倍率顕微鏡観察用ｱﾝﾋﾞﾙｾﾙ） 業務係 19920924 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（ｵｰﾑ性電極を備えたｃBN半導体とその製造方法） 業務係 19920928 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（炭酸ｱﾊﾟﾀｲﾄ粉体の製造方法） 業務係 19920929 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願第790753に関する通知について 調査係 19920930 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾎﾗﾝﾀﾞｲﾄ型構造を有するｵｸﾄﾁﾀﾝ酸塩単結晶の育成法） 業務係 19920930 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（窒化ｱﾙﾐﾆｳﾑ-炭化けい素複合微粉体の製造法） 業務係 19920930 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾁﾀﾝｵｷｼｶｰﾊﾞｲﾄｴﾐｯﾀｰの製造方法） 業務係 19920930 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 取得報告書 国有特許権等の取得報告について 調査係 19921001 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術開発あっせん受託契約の更新について（高品位立方晶窒化ﾎｳ素焼結体の製造法） 業務係 19921002 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権等実施契約書（写）の提出について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ膜の低圧気相合成技術） 業務係 19921002 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術開発あっせん受託契約の更新について（高純度立方晶窒化ホウ素焼結体の製造法） 業務係 19921002 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 調査係 19921006 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和63年特許願第329980に関する拒絶理由通知書について 調査係 19921006 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、及び特許出願について 業務係 19921006 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、及び特許出願について 業務係 19921006 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 特許共同出願昭和63年特許願第329978号に関する書類の送付について 業務係 19921006 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（LuFeZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19921006 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第029820号に関する特許証の送付について 業務係 19921008 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第909216に関する書類の送付について 調査係 19921009 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（多結晶体の結晶粒子状態の検出測定装置） 業務係 19921009 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 研究会 超高温研究会（第9回）の開催について 業務係 19921009 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書の伴う出願取り下げ書の提出について（CO,CO2を炭素源とするﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの高速合

成法）
業務係 19921012 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取り下げ書の提出について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの高速合成法） 業務係 19921012 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和59年特許願第233347号に関する特許査定の謄本について 業務係 19921014 30 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（磁気光学素子の基板用ｶﾞｰﾈｯﾄ結晶およびその製造方法） 業務係 19921014 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願の取消しについて（粘土・天然繊維複合多孔体の製造方法） 業務係 19921014 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第396620号に関する特許証の送付について 業務係 19921015 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶の製造方法） 業務係 19921015 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ単結晶の製造方法） 業務係 19921015 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（ｶﾙｼｳﾑ欠損ｱﾊﾟﾀｲﾄ単結晶の生成法） 業務係 19921016 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について（ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶の製造方法） 業務係 19921016 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（Bi12GeO20単結晶の製造方法） 業務係 19921019 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（Bi12SiO20単結晶の製造方法） 業務係 19921019 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（針状ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ粒子の合成方法） 業務係 19921019 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第269191に関する出願番号通知及び受領書の通知について 技術展開係 19921020 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 共同出願に係わる外国出願について(回答） 業務係 19921020 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 取下 発明届の取り下げについて（ﾊｲﾄﾞﾛｷｼｱﾊﾟﾀｲﾄ皮膜の形成方法） 業務係 19921020 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第745239号に関する書類の送付について 調査係 19921021 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願第790753に関する通知について 調査係 19921021 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272545号に関する出願番号通知及び受領書の通知について 業務係 19921021 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272548号に関する出願番号通知及び受領書の通知について 業務係 19921021 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272549号に関する出願番号通知及び受領書の通知について 業務係 19921021 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の継承、共同出願契約書の締結及び特許出願について 調査係 19921023 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明に係る認定及び決定報告書について 業務係 19921023 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 特許共同出願昭和60年特許願第102762号に関する書類の送付について 業務係 19921026 30 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審決 審決書について（単結晶育成装置） 業務係 19921027 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（非線型抵抗体の製造方法） 業務係 19921029 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（耐熱性光学ｶﾞﾗｽ） 業務係 19921029 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｱﾙｶﾘｲｵﾝ伝導体） 業務係 19921029 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19921029 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ粉末の合成法） 業務係 19921030 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（酸化亜鉛ﾊﾞﾘｽﾀの製造方法） 業務係 19921030 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ類似型単結晶構造の酸化ほう素及びその製造法） 業務係 19921030 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（顕微X線解析装置） 業務係 19921030 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（X線発散角度制限器） 業務係 19921102 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＣＤ－ＲＯＭ公開広報 CD-ROM公開公報、公開特許公報ﾌﾛﾝﾄﾍﾟｰｼﾞ集及び合本公開公報の交付について（許可） 業務係 19921102 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第684387号に関する書類の送付について 業務係 19921104 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第796302号に関するｸﾚｰﾑ選択命令について 業務係 19921104 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 昭和61年特許願第173833号に関する特許証の送付について 業務係 19921105 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第179079号に関する送付について 業務係 19921105 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（βーBaB2O4単結晶の製造方法） 業務係 19921106 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 補正却下 補正の却下の決定について（高安定高輝度電子ﾋﾞｰﾑの発生法） 業務係 19921109 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 補正却下 補正の却下の決定について（高安定高輝度電子ﾋﾞｰﾑの発生法） 業務係 19921109 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19921111 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾁﾀﾝのｵｷｼｶｰﾊﾞｲﾄﾞと酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑの複合焼結体の製造方法） 業務係 19921111 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和59年特許願第155181号に関する特許証の送付について 業務係 19921112 30 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第209239号に関する拒絶理由通知書について 業務係 19921112 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（高安定フィールドエミッターの製造方

法）
業務係 19921116 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審決 審決書について（ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝﾌﾞﾛﾝｽﾞ型酸化物の易焼結原料粉末の製造法） 業務係 19921117 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（機械加工性の針状結晶析出結晶化ｶﾞﾗｽの製造方法） 業務係 19921118 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（酸窒化けい素質焼結体の製造法） 業務係 19921118 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（欠陥ﾎﾀﾙ石型の超格子構造を持つﾋﾞｽﾏｽ・鉛・ﾃﾙﾙ複合酸化物固溶

体、その製造法及び該固溶体からなる酸素の超ｲｵﾝ伝導材料）
業務係 19921118 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告

出願公告の決定の謄本について（InAMｎｘOy（AはFeまたはGa,X＝2のときY＝5,X＝2.5のときY

＝5.5,X＝3のときY＝6,X＝3.5のときY＝6.5）で示される立方晶系のｽﾋﾟﾈﾙ型構造を有する化合物お

よびその製造法）

業務係 19921118 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和63年特許願第329981号に関する拒絶理由通知書の謄本について 業務係 19921119 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第303290号に関する出願番号通知及び受領書の通知について 業務係 19921124 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高倍率顕微鏡観察用ｱﾝﾋﾞﾙｾﾙ） 業務係 19921124 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾎﾗﾝﾀﾞｲﾄ型構造を有するｵｸﾄﾁﾀﾝ酸塩単結晶の育成法） 業務係 19921124 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（窒化ｱﾙﾐﾆｳﾑ-炭化けい素複合微粉体の製造法） 業務係 19921124 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾁﾀﾝｵｷｼｶｰﾊﾞｲﾄｴﾐｯﾀｰの製造方法） 業務係 19921124 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScFeZn6O9で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19921124 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第305853号に関する出願番号通知及び受領書の通知について 業務係 19921125 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第103717号に関する手続補正指令書（方式）の通知について 業務係 19921125 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定の謄本に伴う審判請求書の提出について（ｶﾞﾗｽ設計支援装置） 業務係 19921125 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（金属表面へのｺｰﾃｨﾝｸﾞ用ｶﾞﾗｽ） 業務係 19921125 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（立方晶系の不定比ﾊﾟｲﾛｸﾛｱ型構造を有するﾅﾄﾘｳﾑ・ﾋﾞｽﾏｽ・ﾁﾀﾝ・ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ

酸化物及びその製造法）
業務係 19921125 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰ） 業務係 19921125 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高安定電子放射特性を示すﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰの製造方法） 業務係 19921125 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第049579号に関する特許証の送付について 業務係 19921126 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（ﾃﾙﾋﾞｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ単結晶とその製造法） 業務係 19921126 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（ｶﾙｼｳﾑ欠損ｱﾊﾟﾀｲﾄ単結晶の生成法） 業務係 19921127 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（InFeZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造

法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（窒素含有ｶﾞﾗｽ質粉末の製造法） 業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（InFeZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（YbFeZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（TmFeZn8O11で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（TmFeZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（YbFeZn5O8で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（YbFeZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（ScFeZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（InFeZn6O9で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造

法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（InFeZn5O8で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造

法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（InFeZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造

法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（InFeZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（InFeZn8O11で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（ScFeZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定に謄本について（YbFeZn2O5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（TmFeZnMgO5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその

製造法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（TmFeZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（LuFeZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（LuFeZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（LuFeZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19921202 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第103717号に関する手続補正書の提出について 業務係 19921207 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（廃ﾀｲﾔのｶﾞｽ化処理装置） 業務係 19921207 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許実施状況報告書の提出について 業務係 19921207 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許実施状況報告書の提出について 業務係 19921207 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（超高純度・均質素材製造に用いる高周波ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁ） 業務係 19921208 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（一般式InABMnO5（AはFe,GaあるいはCrを,BはMg,Co,NiあるいはZnを

表す）で示される立方晶系のｽﾋﾟﾈﾙ型構造を有する化合物およびその製造法）
業務係 19921210 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（炭酸ｱﾊﾟﾀｲﾄ粉末の製造方法） 業務係 19921210 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＰＣＴ出願 国際（PCT）特許出願（PCT/JP91/00627）に関する書類の通知について 業務係 19921214 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術あっせん契約の解約について（協議）（品川白煉瓦） 業務係 19921215 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許実施状況報告書　4　平成4年度 業務係 19921216 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許実施状況報告書の提出について 業務係 19921216 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書による共同出願の放棄について 調査係 19921217 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第063513号に関する意見書・手続補正書の提出について 調査係 19921217 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許拒絶理由による米国共同出願の放棄について(回答) 調査係 19921217 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（窒化ｹｲ素質焼結体およびその製造方法） 業務係 19921217 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ダイヤモンドの高速合成法） 業務係 19921218 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化が望まれる新技術の募集について 業務係 19921221 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 取得報告書 国有特許権等の取得報告について 調査係 19921222 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（機械加工性の優れた黒色結晶化ｶﾞﾗｽ及びその製造方法） 業務係 19921224 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（窒素含有のｺｰﾃｨﾝｸﾞ用ｶﾞﾗｽ） 業務係 19921224 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾌﾟﾗｽﾞﾏ状態の気体の温度制御法） 業務係 19921224 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（Ba-Ti-S系化合物とその製造法） 業務係 19921224 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（Bi12GeO20単結晶の製造方法） 業務係 19921224 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（Bi12SiO20単結晶の製造方法） 業務係 19921224 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（針状ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ粒子の合成方法） 業務係 19921224 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第103717号に関する手続補正書の提出について 業務係 19921225 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 開発成功 新技術委託開発の開発成功について「高密度炭化けい素焼結体の製造技術」 業務係 19921225 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審判請求 審判請求に伴う手続補正書の提出について（ｶﾞﾗｽ設計支援装置） 業務係 19921225 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

総務部門 総務室 文書 昭和５７年～平成４年規程集各課別綴（所長達を除く） 法規係 19930101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 法令等 昭和６２年～平成４年科学技術庁規程の一部を改正する訓令 法規係 19930101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成元年～４年文書関係起案綴 総務・文書係 19930101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（金属材料技術研究所　企画課　S.63～H.4） 総務・文書係 19930101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 第27回　日本科学技術情報ｾﾝﾀｰ賞　平成3年度 人事係 19920130 30 20221231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

平成５年度

経営企画部門 経営戦略室 企画室 移転経費③ 企画係 19940101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 企画室 筑波移転関係 企画係 19940101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経営戦略室 廃棄

総務部門 調達室 任免 検査職員の任命について 予算決算係 19930323 30 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 経理室 委託
平成5年度一般会計歳出予算（科学技術総合研究委託費）の概算払協議（包括分）の承認申請につ

いて
予算決算係 19930210 30 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 収支 国庫金振込先郵便局通知の件 収支係 19930420 30 20240331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 支出負担行為担当官及び同代理官の事務の範囲の変更について 予算決算係 19930421 30 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成5年度一般会計歳出予算の概算払について（通知） 予算決算係 19930421 30 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 公共事業等の事業に係る契約及び支出の状況報告について 予算決算係 19930426 30 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 収支 取引関係通知書 収支係 19930625 30 20240331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 委託 科学技術総合研究委託費の概算払の協議について（個別） 予算決算係 19930721 30 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可について 管財係 19930903 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 委託 平成5年度一般会計歳出予算の概算払について（個別協議） 予算決算係 19931027 30 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 委託 平成5年度一般会計歳出予算の概算払について（個別協議） 予算決算係 19931027 30 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 委託
平成5年度一般会計歳出予算（科学技術総合研究委託費）の概算払協議（個別協議分）の承認申請

について
予算決算係 19931111 30 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可について 管財係 19931227 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB PCB使用電気機器紛失届出書の提出について 安全係 19930119 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 放射線 金属材料技術研究所筑波支所放射線障害予防規定の改正について 安全係 19930203 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 放射線 放射線障害予防規定届の提出及び金属材料技術研究所放射線障害予防規定の一部改正について 安全係 19930308 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 放射線 放射線取扱主任者の選任及び届出について 安全係 19930308 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 放射線 使用廃止届の提出について 安全係 19930318 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成5年1月～3月分） 並木施設維持係 19930403 30 20231231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 通信 信号機の設置について（依頼） 管財係 19930527 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 保安統括者等の選任・解任の届出について 安全係 19930705 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成5年4月～6月分） 並木施設維持係 19930726 30 20231231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 燃料使用料等の調査について（報告） 安全係 19930902 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水設備工事完了届書（部分完成）の提出について 施設係 19930903 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃止届 少量危険物取扱い廃止届けについて 安全係 19930907 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成5年7月～9月） 並木施設維持係 19931029 30 20231231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 作業環境測定の結果について 安全係 19931108 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 通信 交通信号機の設置及び維持管理に関する協定について（回答） 管財係 19931117 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 安全 保安教育計画について 安全係 19931207 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物取扱所設置許可申請書の提出について 安全係 19930222 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 報告書 承認の取消、使用の廃止等に伴う措置の報告書の提出について 安全係 19930318 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 被ばく線量記録･健康診断記録の引渡しについて 安全係 19930318 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19930406 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19930406 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設等変更承認申請について 安全係 19930419 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物取扱所設置許可申請書の提出について 安全係 19930421 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物貯蔵所設置許可申請書の提出について 安全係 19930421 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 設備届の提出いついて 安全係 19930506 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ貯蔵所設置承認申請について 安全係 19930507 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ばい煙 ばい煙発生施設設置届出書の提出について 安全係 19930513 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 火を使用する設備等の設置届出書の提出について 安全係 19930524 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ばい煙 ばい煙発生設備設置届出書の提出について 安全係 19930526 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 特定施設 振動規制法に基づく特定施設設備届出書の提出について 安全係 19930602 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 火を使用する設備等の設置届出書の提出について 安全係 19930602 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 特定施設 騒音規制法に基づく特定施設設備届出書の提出について 安全係 19930602 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 火を使用する設備等の設置届出書の提出について 安全係 19930608 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成4年度放射線管理状況報告書の提出について 安全係 19930608 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 危険物 危険物貯蔵所完成検査申請書の提出について 安全係 19930620 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安設備立入検査の結果について 安全係 19930621 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物取扱所完成検査申請書の提出について 安全係 19930628 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設等変更の承認について 安全係 19930701 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ばい煙 ばい煙発生施設の設備等の届出に係る受理書について 安全係 19930701 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造承認申請書の提出について 安全係 19930723 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 一般ｶﾞｽ保安検査証の交付について 安全係 19930728 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 19930806 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について（自動火災報知設備） 安全係 19930806 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出の提出について 安全係 19930812 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設完成検査申請書、高圧ｶﾞｽ製造開始届書及び冷凍保安責任者届書の提出について 安全係 19930823 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火対象物使用開始届出書の提出について 安全係 19930823 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安教育 保安教育計画書の提出について 安全係 19930823 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設完成検査申請書、高圧ｶﾞｽ製造開始届書及び作業責任者届書の提出について 安全係 19930823 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届について 安全係 19930825 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 変電設備 変電設備等設置届について 安全係 19930830 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 圧縮ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ等の貯蔵又は取扱いの開始届出書について 安全係 19930831 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 冷凍保安責任者 冷凍保安責任者の代理者選任等の届出書の提出について 安全係 19930901 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届について 安全係 19930917 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19931001 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19931001 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設軽微変更の届出について 安全係 19931015 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物取扱所完成検査申請書の提出について 安全係 19931018 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物貯蔵所完成検査申請書の提出について 安全係 19931018 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19931019 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19931019 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 設備届（設置）の提出について 安全係 19931105 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 設備届の提出について 安全係 19931109 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 設備届の提出について 安全係 19931109 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 19931110 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ貯蔵所完成検査について 安全係 19931112 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設完成検査について 安全係 19931112 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届について 安全係 19931119 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 電気設備 電気設備設置届について 安全係 19931119 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火対象物使用開始届について 安全係 19931119 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19931211 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19931211 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者教育訓練（千現・桜） 安全係 19940101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安教育計画　平成4年度 千現維持第2 19940101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許 磁性記録媒体の製造方法　日立金属との共願 業務係 19930101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許 357　超音波探傷用試験片 業務係 19930101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 平成4年度　特許権実施状況報告書　1 業務係 19930101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 平成4年度　特許権実施状況報告書　2 業務係 19930101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 平成4年度　特許権実施状況報告書　3 業務係 19930101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 平成4年度　特許権実施状況報告書　4 業務係 19930101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 平成4年度　特許権実施状況報告書　5 業務係 19930101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 3　特許証　特分表 業務係 19930101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 4　特許証　特分表 業務係 19930101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 5　特許証　特分表 業務係 19930101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 6　特許証　特分表 業務係 19930101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 国有特許実施許諾について（結晶育成装置） 業務係 19930105 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第209239号に関する意見書・手続補正書の提出について 業務係 19930108 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許実施状況報告書　№1　平成5年度 業務係 19930111 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（走査型X線顕微鏡） 業務係 19930111 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許実施状況報告書の提出について 業務係 19930111 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（βーBaB2O4単結晶の製造方法） 業務係 19930113 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特査定の謄本について（遷移金属化合物からなるﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰ） 業務係 19930113 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（一般式（Kx-yHy）Ti8O16で示されるﾎｰﾗﾝﾀﾞｲﾄ型構造を有する新

組成化合物及びその製造法）
業務係 19930113 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 調査係 19930119 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成０２年特許願第202413号に関わる意見書に代わる手続補正書の提出について 調査係 19930119 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について 業務係 19930120 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（水溶性中のﾊﾞﾘｳﾑの吸着及びｲｵﾝ交換材、並びにﾊﾞﾘｳﾑの固定化法） 業務係 19930120 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（異種材質からなる物体の接合法） 業務係 19930120 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｶﾞｰﾈｯﾄ構造を持つ化合物の原料粉末の製造方法） 業務係 19930120 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（水溶液中の希土類元素の吸着回収材） 業務係 19930120 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 国有特許権等実施申込承認について「ｶﾞﾗｽ設計支援装置」 業務係 19930120 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（廃ﾀｲﾔのｶﾞｽ化処理装置） 業務係 19930121 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、及び特許出願について 業務係 19930122 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（磁場印加による酸化物単結晶の育成法） 業務係 19930122 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（真空装置の付属装置保管用装置） 業務係 19930122 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（高Tｃ相酸化物超電導体） 業務係 19930122 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について（高Tc相酸化物超電導体） 業務係 19930122 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年実用新案登録願第121608号に関する拒絶査定の謄本の送付について 業務係 19930125 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（冷却水からｺﾊﾞﾙﾄｲｵﾝを除去する方

法）
業務係 19930125 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（冷却水からｺﾊﾞﾙﾄｲｵﾝを除去する方

法）
業務係 19930125 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19930127 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 研究会 結晶成長研究会（第61回）の開催について 業務係 19930127 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（希土類含有超電導物質の製造法） 業務係 19930127 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（X線発散角度制限器） 業務係 19930127 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾎｰﾗﾝﾀﾞｲﾄ型構造を有するﾁﾀﾝ酸塩の繊維または膜状物の製造法） 業務係 19930127 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録補償金 国家公務員の職務発明等に対する登録補償金の支払いについて（平成4年度） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 アメリカ特許出願第743223号に関する通知について 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（TmGaZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（YbGaZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（TmGaZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（TmGaZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（金属表面へのｺｰﾃｨﾝｸﾞ用ｶﾞﾗｽ） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（機械加工性の高い針状結晶析出結晶化ｶﾞﾗｽの製造方法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（立方晶系の不定比ﾊﾟｲﾛｸﾛｱ型構造を有するﾅﾄﾘｳﾑ・ﾋﾞｽﾏｽ・ﾁﾀﾝ・ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ酸化物及

びその製造法）
業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（酸窒化けい素質焼結体の製造法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑｾﾗﾐｯｸ多孔体の製造方法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（YbGaZn6O9で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（TmGaZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及び製造法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（YbGaZn5O8で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（LuGaZn6O9で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（YbGaZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（多結晶体の結晶粒子状態の検出装置） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（YbGaZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（耐熱性光学ｶﾞﾗｽ） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ｱﾙｶﾘｲｵﾝ伝導体） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（磁気光学素子の基板用ｶﾞｰﾈｯﾄ結晶及びその製造方法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（LuGaZn5O8示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ合成装置） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（LuFeZnMgO5示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScFeZn2O5示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（YbFeZnMgO5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰ） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高安定電子放射特性を示すﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰの製造方法） 業務係 19930129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録補償金 国家公務員の職務発明に対する登録補金請求者の提出について（平成4年分） 管財係 19930201 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 国家公務員の職務発明に対する実施補償金請求書の提出について(平成4年分） 管財係 19930201 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 特許共同出願昭和63年特許願第329980号に関する書類の送付について 調査係 19930202 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和60年特許願第240526号に関する特許証の送付について 業務係 19930203 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和60年特許願第233467号に関する特許証の送付について 業務係 19930203 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和60年特許願第149305号に関する特許証の送付について 業務係 19930203 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第065284号に関する手続補正書の提出について 業務係 19930205 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第065293号に関する手続補正書の提出について 業務係 19930205 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許異議申立 異議申立書の提出について（イットリウム鉄ガーネット固溶体単結晶の製造方法） 業務係 19930208 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19930208 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第236570号に関する特許証の送付について 業務係 19930210 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（ｼﾗｽを単独原料として用いた黒色ｶﾞﾗｽの合成方法） 業務係 19930212 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（阻止電位型直衝突ｱﾙｶﾘｲｵﾝ散乱分光法） 業務係 19930212 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ｵｸﾄﾁﾀﾝ酸塩の製造方法） 業務係 19930212 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 特許出願人名義変更届の提出について（低温焼結性ＰＺＴ系圧電セラミックス粉末の製造方法） 業務係 19930215 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術あっせん契約書（写）の提出について 業務係 19930216 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 国有特許の実施許諾承認申請の提出について（承認）「結晶育成装置」 業務係 19930217 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 関連発明 関連発明の協議について（回答） 調査係 19930218 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の継承、共同出願契約書の締結及び特許出願について 調査係 19930218 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 計画変更
「多段反射型炉を用いた光学用単結晶（ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ酸鉛等）製造技術」に関する計画変更について

（通知）
業務係 19930218 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（高安定フィールドエミッターの製造方法） 業務係 19930218 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19930222 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（超電導性ｾﾗﾐｯｸｽ粉末の製造法） 業務係 19930225 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（窒化ｱﾙﾐﾆｳﾑ微粉末の製造法） 業務係 19930225 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（機械加工性の優れた黒色結晶化ｶﾞﾗｽ及びその製造方法） 業務係 19930225 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（窒素含有のｺｰﾃｨﾝｸﾞ用ｶﾞﾗｽ） 業務係 19930225 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（一般式InABMnO5（AはFe,GaあるいはCrを,BはMg,Co,NiあるいはZnを表す）で

示される立方晶系のｽﾋﾟﾈﾙ型構造を有する化合物およびその製造法）
業務係 19930225 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（炭化ﾁﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19930225 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（LuFeZn5O8で示される六方晶系の層状構造を有する）化合物およびその製造

法）
業務係 19930225 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（YbFeZn6O9で示される六方晶系の層状構造を有する）化合物およびその製造

法）
業務係 19930225 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScFeZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する）化合物およびその製造法 業務係 19930225 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（InFeZnMgO5で示される六方晶系の層状構造を有する）化合物およびその製造

法）
業務係 19930225 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（TmGaZn2O5で示される六方晶系の層状構造を有する）化合物およびその製造

法）
業務係 19930225 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 業務計画 平成5年度　業務計画について 業務係 19930225 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第684387号に関する特許証の送付について 業務係 19930226 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正指令書に伴う手続補正書の提出について（X線励起電荷顕微鏡） 業務係 19930301 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（窒素含有ｶﾞﾗｽ質粉末の製造法） 業務係 19930301 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 特許共同出願昭和60年特許願第102762号に関する書類の送付について 業務係 19930302 30 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第174948号に関する特許証の送付について 業務係 19930304 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和60年特許願第233466号に関する特許証の送付について 業務係 19930304 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ダイヤモンドの高速合成法） 業務係 19930310 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（SｃFeZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及

びその製造法）
業務係 19930310 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（Sr37Cu63O100化合物で示される斜方晶系の層状構造を有するス

トロンチウム・銅酸化物化合物,その製造法及びそれからなる電気伝導体）
業務係 19930310 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 関連発明の国内出願に関する協議について（回答） 調査係 19930311 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 共同発明に係る外国特許共同出願について(回答） 業務係 19930311 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（NaxTi2‐xGa4＋ｘO10（O≦X≦1.0）で示されるﾄﾝﾈﾙ型

構造を有する化合物及びその製造方法）
業務係 19930315 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（希土類元素を含む超電導薄膜の製造方法） 業務係 19930315 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（電界放射型電子銃） 業務係 19930315 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許異議申立
特許異議申立理由補充書の提出について（ガドリニウムイットリウム鉄ガーネット固溶体単結晶の

製造方法）
業務係 19930315 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（極短波長X線回折装置） 業務係 19930315 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 国有特許権実施許諾承認申請書について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ膜の低圧気相合成技術） 業務係 19930315 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、及び特許出願について 業務係 19930316 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（Ba2YCu3O7－ｘ化合物その製造方法） 業務係 19930317 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許指導 平成5年度における特許に関する指導について 業務係 19930317 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和61年特許願第262635号に関する特許証の送付について 業務係 19930322 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について(超伝導酸化物焼結体の製造方法） 業務係 19930322 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（酸化物単結晶の製造方法） 業務係 19930323 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（走査型X線顕微鏡） 業務係 19930324 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許公告謄本 特許公告の決定の謄本について（Ca・Sr・Cu酸化物の固溶体） 業務係 19930324 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審決 審決書について（高硬度、絶縁性ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ焼結体の製造法） 業務係 19930324 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高純度炭化珪素焼結体の製造方法） 業務係 19930324 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（α-ｻｲｱﾛﾝ質粉末及びその製造法） 業務係 19930324 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｱﾊﾟﾀｲﾄ成形焼結体の製造方法） 業務係 19930324 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第209149号の拒絶理由通知書に係る出願放棄について 調査係 19930325 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（ﾋﾞｽﾏｽ系超電導ｾﾗﾐｯｸｽ配向厚膜の形成方法） 業務係 19930325 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 新技術開発成果実施契約の更新について（高純度ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ焼結体の製造技術） 業務係 19930326 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（水溶性中のﾊﾞﾘｳﾑの吸着及びｲｵﾝ交換材、並びにﾊﾞﾘｳﾑの固定化法） 業務係 19930326 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScAlZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19930326 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（異種材質からなる物体の接合法） 業務係 19930326 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（YbFeZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19930326 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高品質ﾁﾀﾝｻﾌｧｲﾔ単結晶の製造方法） 業務係 19930326 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（TmFeZn6O9で示される六方晶系の層状構造を有する化合物およびその製造法） 業務係 19930326 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（開放型微細空孔体の製造方法） 業務係 19930326 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ｼﾘｶ・ｱﾙﾐﾅｾﾗﾐｯｸ体の製造方法） 業務係 19930326 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ｶﾞｰﾈｯﾄ構造を持つ化合物の原料粉末の製造方法） 業務係 19930326 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第063513号の拒絶査定の謄本にかかわる出願放棄について 調査係 19930329 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和61年特許願第064921号の拒絶理由通知書に関わる出願放棄について 調査係 19930329 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録補償金 国家公務員の職務発明等に対する登録補償金の支払いについて（平成4年度） 業務係 19930329 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（希土類元素を含む超電導酸化物薄膜の形成方法） 業務係 19930331 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ｼﾞﾙｺﾆｳﾑのｵｷｼｶ-ﾊﾞｲﾄﾞと酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑの複合焼結体の常圧製造法） 業務係 19930331 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（窒化けい素と炭化けい素の混合粉末の製造法） 業務係 19930331 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 取得報告書 国有特許権等の取得報告について 調査係 19930401 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許指導 平成5年度における特許に関する指導について（回答） 業務係 19930401 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実用新案 職務発明による実用新案出願について（機器用保管器） 業務係 19930409 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 調査係 19930412 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19930412 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19930414 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他 宇宙開発に関する基本計画について（通知） 業務係 19930415 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第209239号の拒絶理由通知書に関わる出願放棄について 業務係 19930416 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（複合組織を持つ金属ほう化物含有炭化珪素焼結体の製造

方法）
業務係 19930416 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について（炭窒化ﾆｵﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰの製造方法） 業務係 19930420 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19930421 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他 平成5年度　原子力開発利用基本計画について 業務係 19930423 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（超電導性ｾﾗﾐｯｸｽ粉末の製造法） 業務係 19930423 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（窒化ｱﾙﾐｳﾑ微粉末の製造法） 業務係 19930423 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（ニオブ含有鉛系ペロブスカイト型複合酸化物セラミックスの原料粉末の製造方

法）
業務係 19930423 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 特許出願人名義変更届の提出について（低温焼結性ＰＺＴ系圧電セラミックス粉末の製造方法） 業務係 19930428 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｳｨｽｶｰ強化ｶﾞﾗｽ状炭素とその製造方法） 業務係 19930428 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＥＰＣ特許出願 EPC特許共同出願の放棄について(回答) 調査係 19930430 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他 新会社設立にともなう権利・義務の承継について 業務係 19930430 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許 室温延性の改善された耐熱性Ni3Al金属間化合物の製造法 業務係 19930502 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第226460号に関する特許証の送付について 業務係 19930506 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和60年特許願第166786号に関する特許の送付について 業務係 19930506 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、及び特許出願について 業務係 19930512 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第103717号に関する手続補正書の提出について 業務係 19930513 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化が望まれる新技術の募集について 業務係 19930513 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰの製造方法） 業務係 19930514 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（炭素化ﾆｵﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰの作製方

法）
業務係 19930514 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（高性能ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰの製造方法） 業務係 19930514 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の製造方法の提出について（チタン化合物フィールド

エミッタ-の製造方法）
業務係 19930514 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（高強度高信頼性窒化ｹｲ素質焼結体およびその製造法） 業務係 19930514 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19930524 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19930524 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19930526 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書
手続補正指令書に伴う手続補正書の提出について（斜方晶の層状構造を有するﾁﾀﾝ酸及びその製造

方法）
業務係 19930526 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（衝撃波加圧法による六方晶ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ粉末の合成法） 業務係 19930526 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（燃焼炎によるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ状炭素の合成方法） 業務係 19930526 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成方法） 業務係 19930526 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（静的超高圧法によるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19930526 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19930531 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第126548号に関する手続補正書の提出について 業務係 19930601 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 特許出願人名義変更届および審査請求書の提出について（） 業務係 19930601 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更
特許出願人名義変更届および審査請求書の提出について（誘電体磁器製造用の易焼結性セラッミッ

クス粉末の製造法）
業務係 19930601 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定.権利の承継.及び特許出願について 業務係 19930602 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（立方晶窒化ほう素粉末の合成法） 業務係 19930602 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（炭化ﾁﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19930602 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（炭化ﾁﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19930602 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ粉末の合成法） 業務係 19930602 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾓﾝﾓﾘﾛﾅｲﾄ-ﾒﾁﾙ化ｼｸﾛﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ系結晶質複合体及びその製造法） 業務係 19930602 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（非金属触媒によるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19930602 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｼﾞﾙｺﾆｱ繊維又は膜状物の製造法） 業務係 19930602 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第065284号に関する手続補正書の提出について 業務係 19930603 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第065293号に関する手続補正書の提出について 業務係 19930603 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（高均質高純度ｲｯﾄﾘｱ含有ｼﾞﾙｺﾆｱ粉末の製造法） 業務係 19930604 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（高均質高純度ｲｯﾄﾘｱ含有ｼﾞﾙｺﾆｱ粉末の製造法） 業務係 19930604 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高純度炭化珪素焼結体の製造方法） 業務係 19930604 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（a-ｻｲｱﾛﾝ質粉末及びその製造法） 業務係 19930604 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（窒化けい素と炭化けい素の混合粉末の製造法） 業務係 19930604 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 関連発明 関連発明の取扱について（回答） 調査係 19930610 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願の審査請求について（回答） 調査係 19930610 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 法令等 科学技術庁職務発明規程の一部を改正する訓令について 業務係 19930610 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 規程類 「国家公務員の職務発明等に対する補償金支払要領」等の改正について 業務係 19930610 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（高Tｃ相酸化物電導体とその製造方法） 業務係 19930611 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（A1-x　Ti2＋ｘM5-xO12で示される斜方晶系ﾄﾝﾈﾙ構造化合物の繊維又は

膜状物の製造法）
業務係 19930611 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（針状,繊維状,多孔質状ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞまたはそれらの集合体の製造法） 業務係 19930611 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾎｰﾗﾝﾀﾞｲﾄ型構造を有するﾁﾀﾝ酸塩の繊維または膜状物の製造法） 業務係 19930611 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾁﾀﾝ酸ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑの透光性焼結体の製造法） 業務係 19930611 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾁﾀﾉｶﾞﾘｳﾑ酸ﾊﾞﾘｳﾑ繊維又は膜状物の製造法） 業務係 19930611 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（立方晶窒化ほう素の製造法） 業務係 19930611 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（AxGa16+ｘTi16-ｘO56で示される正方晶系ﾄﾝﾈﾙ構造化合物の繊維又は

膜状物の製造法）
業務係 19930611 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｱﾙﾐﾅ繊維または膜状物の製造法） 業務係 19930611 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｶﾞﾄﾞﾘﾆｳﾑﾙﾃﾁｳﾑｶﾞﾘｳﾑｶﾞｰﾈｯﾄ結晶） 業務係 19930611 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｼﾘｶ-ｱﾙﾐﾅの繊維又は膜状物の製造方法） 業務係 19930611 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（窒化ﾎｳ素の合成法） 業務係 19930614 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（窒化ﾎｳ素の気相合成法） 業務係 19930614 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（X線導管光学系による薄膜X線回折装置） 業務係 19930614 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19930614 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和61年特許願第124666号に関する特許証の送付について 業務係 19930615 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（冷却水からｺﾊﾞﾙﾄｲｵﾝを除去する方法） 業務係 19930616 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（立法晶窒化ﾎｳ素大型単結晶の育成方法） 業務係 19930616 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許実施状況報告書　№2　平成5年度 業務係 19930617 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 国有特許発明等実施状況報告書について 業務係 19930617 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19930617 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求書について（NaxTi2‐xGa4＋ｘO10（O≦X≦1.0）で示され

るﾄﾝﾈﾙ型構造を有する化合物及びその製造方法）
業務係 19930618 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 特許出願人名義変更届および審査請求書の提出について（高密度ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ焼結体の製造方法） 業務係 19930620 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について(Ba2YCu3O7-ｘ化合物の製造方法） 業務係 19930622 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和60年特許願第156089号に関する種類の送付について 業務係 19930623 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求書について（ﾃﾙﾋﾞｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ並びにその製法） 業務係 19930624 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定に伴う審判請求書の提出について（高圧ｶﾞｽ容器のｼｰﾙ法） 業務係 19930624 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（高靭性窒化珪素焼結体の製造法） 業務係 19930624 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19930625 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（易焼結性ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ粉末の製造方法） 業務係 19930626 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（易焼結性ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ粉末の製造方法） 業務係 19930626 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（粉末分散湿式法による易焼結性ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ原料粉末の製造法） 業務係 19930626 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（湿式法による易焼結性ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ原料粉末の製造法） 業務係 19930626 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について 業務係 19930628 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高硬度、絶縁性ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ焼結体の製造方法） 業務係 19930629 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ｳｨｽｶｰ強化ｶﾞﾗｽ状炭素とその製造方法） 業務係 19930629 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（立方晶窒化ほう素焼結体の製造方法） 業務係 19930629 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 審決 審決書について（円筒静電型粒子ｴﾈﾙｷﾞｰ分析器） 業務係 19930629 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願D際218081号に関す手続補正書の提出について 調査係 19930630 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19930708 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（オーム性電極を備えたｃＢＮ半導体装置とその製造法） 業務係 19930712 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和63年特許願第316504号に関する特許証の送付について 調査係 19930714 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許実施状況報告書　№3　平成5年度 業務係 19930714 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（電界放射型電子銃） 業務係 19930714 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19930714 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19930714 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 特許共同出願昭和63年特許願第329978号に関する書類の送付について 業務係 19930715 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（光学素子用ｽｶﾝｼﾞｳﾑ添加ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶） 業務係 19930716 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（二ﾎｳ化ﾁﾀﾝの育成法） 業務係 19930716 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 特許共同出願昭和60年特許願第240542号に関する書類の送付について 業務係 19930719 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 特許共同出願昭和61年特許願第147036号に関する書類の送付について 業務係 19930719 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 特許共同出願昭和60年特許願第102762号に関する書類の送付について 業務係 19930719 30 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求書について（X線導管光学系による薄膜X線回折装置） 業務係 19930719 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（立方晶窒化ほう素焼結体およびその製造方法） 業務係 19930719 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の膳本について（超伝導酸化物焼結体の製造方法） 業務係 19930721 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化が望まれる新技術の募集について 業務係 19930721 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（燃焼炎によるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ状炭素の合成法） 業務係 19930722 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成方法） 業務係 19930722 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（静的超高圧法によるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19930722 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審判請求 審判請求書に伴う手続補正書の提出について（高圧ｶﾞｽ容器のｼｰﾙ法） 業務係 19930726 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾋｰﾄｼﾝｸ用高熱伝導性立方晶窒化ほう素焼結体の製造方法） 業務係 19930726 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高周波用ｾﾗﾐｯｸｽ焼結体の製造方法） 業務係 19930726 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ペロブスカイト型化合物の製造法） 業務係 19930726 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第184058号に関する手続補正書の提出について 業務係 19930727 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第174698号に関する手続補正書の提出について 業務係 19930727 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求書について（Y‐B系化合物とその製造方法） 業務係 19930727 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 開発成果成否認定 「走査型X線分析顕微鏡」の開発実施結果の正否の認定について 業務係 19930727 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第165872号に関する特許証の送付について 業務係 19930728 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第088128号に関する特許証の送付について 業務係 19930728 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第107238号に関する特許証の送付について 業務係 19930728 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（多成分ｾﾗﾐｯｸｽ原料粉末の製造法） 業務係 19930728 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰの製造方法） 業務係 19930728 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（炭素化ﾆｵﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰの作製方法） 業務係 19930728 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（高性能ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰの製造方法） 業務係 19930728 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（誘電体微粉末の製造方法） 業務係 19930728 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（チタン化合物フィールドエミッタ-の製造方法） 業務係 19930728 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ｼﾞﾙｺﾆｳﾑ及び鉛を含有する誘電体粉末の製造方法） 業務係 19930728 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19930729 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について（誘電体磁器製造用の低温焼結性粉末の製造方

法）
業務係 19930730 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求書について（BaV10－XO17（0記号＜X＜0.7）の組成を持つ

化合物及びその合成法）
業務係 19930802 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願だし218081号に関する手続及び出願取下書の提出について 調査係 19930804 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第211421号に関する手続補正書の提出について 業務係 19930804 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾁﾀﾝのｵｷｼｶｰﾊﾞｲﾄと酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑの複合焼結体の製造方法） 業務係 19930804 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第209149号に関する拒絶査定の謄本の送付について 調査係 19930805 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第209239号に関する拒絶査定の謄本の送付について 業務係 19930805 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（窒化ｹｲ素質焼結体およびその製造方法） 業務係 19930806 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19930809 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 国有特許権実施許諾承認申請書について（ｶﾞｽ圧焼結法による窒化珪素焼結体の製造技術） 業務係 19930809 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について（中性原子ﾋﾞｰﾑを用いた極表面解析装置） 業務係 19930809 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について（希土類含有ﾌｯ化物ｶﾞﾗｽ） 業務係 19930810 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19930810 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第232419号に関する特許証の送付について 業務係 19930811 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和57年特許願第207642号に関する特許証の送付について 業務係 19930813 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19930816 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（欠陥ﾎﾀﾙ石型の超格子構造を持つﾋﾞｽﾏｽ・鉛・ﾃﾙﾙ複酸化物固溶体、その

製造法及び該固溶体からなる酸素の超ｲｵﾝ伝導材料）
業務係 19930816 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本

特許査定の謄本について（InAMｎｘOy（AはFeまたはGa,X＝2のときY＝5,X＝2.5のときY＝5.5,X

＝3のときY＝6,X＝3.5のときY＝6.5）で示される立方晶系のｽﾋﾟﾈﾙ型構造を有する化合物およびそ

の製造法）

業務係 19930816 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（ニオブ酸リチウム単結晶および該結晶を用いたﾚｰｻﾞｰ発

振器）
業務係 19930819 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正書の提出について（複合六ﾁﾀﾝ酸ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ繊維の製造法） 業務係 19930820 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19930820 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（簡易型一次元走査Ｘ線回折顕微鏡） 業務係 19930823 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同研究に係わる特許出願の協議について（ニオブ酸リシウム単結晶および該結晶を用いたﾚｰｻﾞｰ

発振器）
業務係 19930826 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（針状,繊維状,多孔質状ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞまたはそれらの集合体の製造方法） 業務係 19930826 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（炭化ﾁﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19930826 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（炭化ﾁﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19930826 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾁﾀﾝ酸ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑの透光性焼結体の製造法） 業務係 19930826 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（炭酸ｱﾊﾟﾀｲﾄ粉末の製造法） 業務係 19930826 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾓﾝﾓﾘﾛﾅｲﾄ-ﾒﾁﾙ化ｼｸﾛﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ系結晶質複合体及びその製造法） 業務係 19930826 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ｼﾞﾙｺﾆｱ繊維または膜状物の製造法） 業務係 19930826 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同研究 共同研究に係わる特許出願の協議について（窒化ｹｲ素質焼結体およびその製造方法） 業務係 19930826 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ｶﾞﾄﾞﾘﾆｳﾑﾙﾃﾁｳﾑｶﾞﾘｳﾑｶﾞｰﾈｯﾄ結晶） 業務係 19930826 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第796302号に関する書類の送付について 業務係 19930827 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求書について（ｱﾙﾐﾆｳﾑの陽極酸化により生成する酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑの

積層構造皮膜体及びその製造方法）
業務係 19930830 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第106431号に関する手続補正書の提出について 業務係 19930831 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第315195号に関する手続補正書の提出について 業務係 19930831 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第242306号に関する手続補正書の提出について 業務係 19930831 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第210582号に関する特許証の送付について 業務係 19930901 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（高靭性窒化珪素焼結体の製造法） 業務係 19930901 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（チタニアーシリカ複合酸化物の繊維構造体の製造法） 業務係 19930901 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（立方晶窒化ほう素粉末の合成法） 業務係 19930903 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（A1-x　Ti2＋ｘM5-xO12で示される斜方晶系のﾄﾝﾈﾙ構造化合物の繊維または膜状

物の製造法）
業務係 19930903 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ粉末の合成法） 業務係 19930903 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾎｰﾗﾝﾀﾞｲﾄ型構造を有するﾁﾀﾝ酸塩の繊維または膜状物の製造法） 業務係 19930903 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（非金属触媒によるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19930903 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾁﾀﾉｶﾞﾘｳﾑ酸ﾊﾞﾘｳﾑ繊維又は膜状物の製造法） 業務係 19930903 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（立方晶窒化ほう素の製造法） 業務係 19930903 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（AxGa16+ｘTi16-ｘO56で示される正方晶系ﾄﾝﾈﾙ構造化合物の繊維又は膜状物の

製造法）
業務係 19930903 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ｱﾙﾐﾅ繊維または膜状物の製造法） 業務係 19930903 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ｼﾘｶ-ｱﾙﾐﾅの繊維または膜状物の製造方法） 業務係 19930903 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（針状ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ粒子の合成方法） 業務係 19930908 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和59年特許願第126326号に関する書類の送付について 業務係 19930909 30 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第269191に関する手続補正書の提出について 技術展開係 19930913 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和61特許願第064921号に関する書類の送付について 調査係 19930913 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第315163号に関する手続補正書の提出について 業務係 19930914 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（Ba-Ti-S系化合物とその製造法） 業務係 19930916 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（Bi12GeO20単結晶の製造方法） 業務係 19930916 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（Bi12SiO20単結晶の製造方法） 業務係 19930916 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 特許出願人名義変更届について（高周波用ｾﾗﾐｯｸｽ焼結体の製造方法） 業務係 19930916 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、及び特許出願について 業務係 19930917 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正書の提出について（閃亜鉛鉱型窒化ほう素焼結体ﾊﾞﾘｽﾀｰの製造法） 業務係 19930920 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（微細な結晶粒から成るｱﾊﾟﾀｲﾄ多結晶体） 業務係 19930921 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（高圧下における溶液からの結晶の育成方法と装置） 業務係 19930921 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継の決定について（テルビウムを含む酸化物発光材料） 業務係 19930921 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（一般式（Kx-yHy）Ti8O16で示されるﾎｰﾗﾝﾀﾞｲﾄ型構造を有する新組成化

合物及びその製造法）
業務係 19930922 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求書について（光学素子用ｽｶﾝｼﾞｳﾑ添加ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶） 業務係 19930924 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ｱﾙﾐﾅ繊維または膜状物の製造法） 業務係 19930924 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ナトリウムとカリウムをイオン交換分離す

る方法）
業務係 19930924 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InFeZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（TmFeZnO11で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（TmFeZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（YbFeZn5O8で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（YbFeZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝﾌﾞﾛﾝｽﾞ型酸化物の易焼結原料粉末の製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScFeZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InFeZn6O9で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InFeZn4O7で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InFeZn5O8で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InFeZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InFeZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（InFeZn8O11で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ScFeZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（YbFeZn2O5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（TmFeZnMgO5で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（TmFeZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（LuFeZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（LuFeZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（LuFeZn9O12で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（YbFeZn3O6で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19930927 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19930928 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（水溶液中の希土類元素の吸着回収材） 業務係 19930929 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和61年特許願第223710号に関する書類の送付について 業務係 19930930 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 関連発明の国内出願に関する協議について（回答） 調査係 19931001 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 関連発明の国内出願に関する協議について（回答） 調査係 19931001 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ｱﾊﾟﾀｲﾄ被膜体の製造法） 業務係 19931002 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求書について（微細な結晶粒からなるｱﾊﾟﾀｲﾄ多結晶体） 業務係 19931004 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求書について（高圧下における溶液からの結晶の育成方法と装

置）
業務係 19931004 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（遷移金属化合物からなるﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰ） 業務係 19931004 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（円筒静電型粒子ｴﾈﾙｷﾞｰ分析器） 業務係 19931004 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾌﾟﾗｽﾞﾏ状態の気体の温度制御法） 業務係 19931004 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第075559号に関する手続補正書の手続補正書の提出について 業務係 19931005 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第086641号に関する手続補正書の提出について 業務係 19931005 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272545号に関する手続補正書の提出について 業務係 19931006 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（米国特許）（硼化ﾗﾝﾀﾝ系単結晶とその育成法） 業務係 19931007 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求書について（SiC焼結体とその製造方法） 業務係 19931008 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由に伴う意見書及び手続補正書の提出について（酸素イオン導電特性の測定装置） 業務係 19931008 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和60年特許願第233699号に関する特許の送付について 業務係 19931012 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（立方晶窒化ほう素のＰ－ｎ接合型発

光素子）
業務係 19931012 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正書の提出について（炭窒化ほう素の合成法） 業務係 19931012 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（排気ｶﾞｽ浄化触媒） 業務係 19931012 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（希土類含有超電導物質の製造法） 業務係 19931013 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（X線発散角度制限器） 業務係 19931013 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 処分書 処分書に伴う手続補正書の提出について（斜方晶の層状構造を有するﾁﾀﾝ酸及びその製造方法） 業務係 19931014 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 特許共同出願昭和62年特許願141069号に関する書類の送付について 業務係 19931015 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 解約契約
国有特許権開発精化実施契約の解約について（協議）（ｶﾞｰﾈｯﾄ型単結晶を用いた磁気共鳴素子の製

造技術）
業務係 19931015 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び決定報告書の提出について 業務係 19931015 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和62年特許願第047090号に関する書類の送付について 業務係 19931020 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第242306号に関する手続補正書の提出について 業務係 19931020 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第073168号に関する手続補正書の提出について 業務係 19931020 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第174698号に関する手続補正書の提出について 業務係 19931020 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成01年特許願第237293号に関する書類の送付について 業務係 19931021 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ｱﾊﾟﾀｲﾄ被膜体の製造法） 業務係 19931022 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書
手続補正書の提出について（一般式PdP2O6で示される斜方晶系の構造を有するﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ・ﾘﾝ酸化

物とその製造法）
業務係 19931022 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19931022 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19931022 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高温高圧発生装置） 業務係 19931022 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（ﾁﾀﾝ酸素ﾌﾟﾘﾃﾞﾗｲﾄ型触媒からなる排気ｶﾞｽ浄化触媒） 業務係 19931022 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成０２年特許願第202413号に関する意見書及び手続補正書の提出について 調査係 19931027 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272548号に関する手続補正書の提出について 業務係 19931027 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272549号に関する手続補正書の提出について 業務係 19931027 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（一次元位置検出器付走査X線回折顕

微鏡）
業務係 19931029 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（一次元走査X線回折顕微鏡） 業務係 19931029 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（モノクロメータ付簡易型一次元走査

Ｘ線回析顕微鏡）
業務係 19931029 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第308953号に関する特許証について 業務係 19931101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第320520号に関する特許証について 業務係 19931101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第329478号に関する特許証について 業務係 19931101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾎｰﾗﾝﾄﾞ型構造を有するﾁﾀﾝ酸塩の繊維または膜状物の製造法） 業務係 19931101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｵｸﾄﾁﾀﾝ酸塩の製造方法） 業務係 19931101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求書について（二ﾎｳ化ﾁﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19931105 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書
手続補整指令書（方式）に伴う手続補正書の提出について（光照射併用ﾌﾟﾗｽﾞﾏCVD法による硬質窒

化ﾎｳ素の製造法）
業務係 19931105 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高安定フィールドエミッターの製造方法） 業務係 19931105 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（炭酸ｱﾊﾟﾀｲﾄ粉体の製造方法） 業務係 19931105 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19931105 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（欠陥ﾎﾀﾙ石型の超格子構造を持つﾋﾞｽﾏｽ・鉛・ﾃﾙﾙ複酸化物固溶体、その製造法及

び該固溶体からなる酸素の超ｲｵﾝ伝導材料）
業務係 19931105 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾁﾀﾝのｵｷｼｶｰﾊﾞｲﾄと酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑの複合焼結体の製造方法） 業務係 19931105 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書（高周波用ｾﾗﾐｯｸｽ焼結体の製造方法） 業務係 19931105 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（InAMｎXOy（AはFeまたはGa,X＝2のときY＝5,X＝2.5のときY＝5.5,X＝3のとき

Y＝6,X＝3.5のときY＝6.5）で示される立方晶系のｽﾋﾟﾈﾙ型構造を有する化合物およびその製造法）
業務係 19931105 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 解約契約 解約契約書（写）の送付について（ｶﾞｰﾈｯﾄ型単結晶を用いた磁気共鳴素子の製造技術） 業務係 19931108 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第103717号に関する手続補正書の提出について 業務係 19931109 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（PLZTの仮焼粉末の製造方法） 業務係 19931111 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願068969号に関する意見書及び手続補正書の提出について 調査係 19931112 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（合成用高圧高温装置の発生温度の検

知ならびに合成温度制御法）
業務係 19931115 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（SｃFeZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその

製造法）
業務係 19931117 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願下取書の提出について（粒子分散型ｾﾗﾐｯｸｽの製造方法） 業務係 19931117 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（（波長可変ﾚｰｻﾞｰ用単結晶） 業務係 19931119 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（ﾃﾚﾋﾞｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ並びにその製法） 業務係 19931122 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第311041号に関する意見書及び手続補正書の提出について 調査係 19931124 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第050442号に関する特許証について 業務係 19931124 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第3259090号に関する特許証の送付について 業務係 19931124 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19931124 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正書の提出について（ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ系単結晶の育成法） 業務係 19931124 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 関連発明の国内出願に関する協議について（回答） 調査係 19931125 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 関連発明の国内出願に関する協議について（回答） 調査係 19931125 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19931129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（Ba-Ti-S系化合物とその製造法） 業務係 19931129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（Bi12GeO20単結晶の製造方法） 業務係 19931129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（Bi12SiO20単結晶の製造方法） 業務係 19931129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（一般式（Kx-yHy）Ti8O16で示されるﾎｰﾗﾝﾀﾞｲﾄ型構造を有する新組成化合物及び

その製造法）
業務係 19931129 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19931130 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ダイヤモンドの高速合成法） 業務係 19931202 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（Ba2YCu3O7－ｘ化合物その製造方法） 業務係 19931202 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（Sr37Cu63O100化合物で示される斜方晶系の層状構造を有するストロン

チウム・銅酸化物化合物,その製造法及びそれからなる電気伝導体）
業務係 19931202 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（強制対流方ﾌﾟﾗｽﾞﾏ反応炉） 業務係 19931202 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（水溶液中の希土類元素の吸着回収材） 業務係 19931202 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（針状ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ粒子の合成方法） 業務係 19931202 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実用新案 実用新案登録証について（単結晶育成装置） 業務係 19931202 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許実施状況報告書　№4　平成5年度 業務係 19931203 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19931203 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う出願下取書の提出について（100nm以下の粒径を有する金属酸化物微粉末の

製造法）
業務係 19931203 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第038561号に関する特許証の送付について 業務係 19931206 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 関連発明の国内出願に関する協議について（回答） 調査係 19931208 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19931208 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第269191号に関する手続補正書の提出について 技術展開係 19931210 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272548号に関する手続補正書の提出について 業務係 19931210 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272549号に関する手続補正書の提出について 業務係 19931210 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の膳本（ナトリウムとカリウムをイオン交換分離する方法） 業務係 19931210 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正書の提出について（ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶の製造方法） 業務係 19931213 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正書の提出について（酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ単結晶の製造方法） 業務係 19931213 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求書について（熱分解による窒化ﾎｳ素の合成法） 業務係 19931216 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求書について（窒化ﾎｳ素の気相合成法） 業務係 19931216 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19931217 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継の決定について（Bi10　O13＋ｘ（NO3）4－ｘ（－０．１８≦X≦

０．２９）の式で示される化合物およびその製造法）
業務係 19931220 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第305853号に関する手続補正書の提出について 業務係 19931221 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第046040号に関する手続補正書の提出について 業務係 19931221 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第303290号に関する手続補正書の提出について 業務係 19931221 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ特許）（高硬度α-ｻｲｱﾛﾝ含有ｾﾗﾐｯｸｽ） 業務係 19931221 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ特許）（α-ｻｲｱﾛﾝ含有ｾﾗﾐｯｸｽ） 業務係 19931221 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（Ca・Sr・Cu酸化物の固溶体） 業務係 19931222 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｼﾞﾙｺﾆｳﾑのｵｷｼｶ-ﾊﾞｲﾄと酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑの複合焼結体常圧製造法） 業務係 19931222 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（アパタイト多孔体の製造方法） 業務係 19931222 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許検査の膳本について（酸素イオン導電特性の測定装置） 業務係 19931222 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（Ta-S系化合物とその製造法） 業務係 19931222 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19931222 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第232420号に関する特許証の送付について 業務係 19931224 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 契約更新
契約の更新及び新技術開発成果実施契約書の更新について「ｶﾞｽ焼結法による窒化珪素焼結体の製

造技術」
業務係 19931224 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（非接触･非破壊ｵｰﾄﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｰ） 業務係 19931227 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（ｱﾊﾟﾀｲﾄ被膜体の製造法） 業務係 19931227 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化が望まれる新技術の募集について 業務係 19931227 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（希土類含有超電導物質の製造法） 業務係 19931227 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（X線発散角度制限器） 業務係 19931227 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ｱﾊﾟﾀｲﾄ成形焼結体の製造方法） 業務係 19931227 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾎｰﾗﾝﾀﾞｲﾄ型構造を有するﾁﾀﾝ酸塩の繊維または膜状物の製造法） 業務係 19931227 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ｵｸﾄﾁﾀﾝ酸塩の製造方法） 業務係 19931227 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 機能性ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ研究の推進規程について 総務・文書係 19930311 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 法令等 科学技術庁事務分掌規程の一部を改正する訓令について 法規係 19931026 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄



総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（金属材料技術研究所　庶務課内　H.2～5） 総務・文書係 19940101 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 宿舎現況記録（都心地区）竹園1.2丁目、吾妻1.2.3丁目、春日1丁目 厚生係 19940101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 宿舎現況記録（並木地区）並木2.3.4丁目 厚生係 19940101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 宿舎現況記録（松代地区）松代1.3.4.5丁目 厚生係 19940101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 宿舎現況記録（花室東部地区）竹園3丁目　吾妻4丁目 厚生係 19940101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 検認 組合員証検認等 厚生係 19940101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与 格付　（5･4～ 人事係 19940101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 宿舎現況記録（都心地区）竹園1.2丁目、吾妻1.2.3丁目、春日1丁目 厚生係 19940101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 宿舎現況記録（並木地区）並木2.3.4丁目 厚生係 19940101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 宿舎現況記録（松代地区）松代1.3.4.5丁目 厚生係 19940101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 宿舎現況記録（花室東部地区）竹園3丁目　吾妻4丁目 厚生係 19940101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 検認 組合員証検認等 厚生係 19940101 30 20231231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

平成６年度

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成6年度業務計画について 業務係 19940224 30 20241231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成6年度業務計画について 業務係 19940224 30 20241231 紙 ファイン棟1F文書倉庫 経営戦略室 廃棄

総務部門 調達室 任免 検査員の任命について 予算決算係 19940517 30 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 調達室 任免 検査員の任命について 予算決算係 19940629 30 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 調達室 法令 内閣及び総理府所管契約事務取扱細則の一部改正について 契約係 19941228 30 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 調達室 廃棄

総務部門 調達室 法令 内閣及び総理府所管契約事務取扱細則の運用指針について 契約係 19941228 30 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 調達室 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成5年度一般会計歳出予算の概算払について（通知） 予算決算係 19940121 30 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成5年度一般会計歳出予算の概算払について（通知） 予算決算係 19940121 30 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 委託
平成6年度一般会計歳出予算（科学技術総合研究委託費）の概算払協議（包括分）の承認申請につ

いて
予算決算係 19940126 30 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 委託 科学技術総合研究委託費の概算払の協議について（個別） 予算決算係 19940704 30 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成6年度一般会計歳出予算の概算払いについて（通知） 予算決算係 19940719 30 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 覚書 受変電設備共同利用部分の定期点検整備費負担に係る覚書について 予算決算係 19940822 30 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 委託 科学技術総合研究委託費の概算払の協議について（個別） 予算決算係 19940919 30 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成6年度一般会計歳出予算の概算払いについて（通知） 予算決算係 19941104 30 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成5年10月～１２月） 並木施設維持係 19940121 30 20241231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 高圧ｶﾞｽ製造責任者の免状交付に係る高圧ｶﾞｽ製造に関する経験証明書の発行について 安全係 19940126 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 安全 事業場の立入り検査について（通知） 安全係 19940208 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 通勤災害 通勤災害発生の報告について 安全係 19940209 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 保安統括者等の選解任について 安全係 19940218 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 通勤災害 通勤災害の認定について 安全係 19940224 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃止届 ばい煙発生施設使用廃止届出の提出について 安全係 19940309 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃止届 指定作業場廃止届出の提出について 安全係 19940309 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 高圧ｶﾞｽ製造保安係員等の選任・解任について 安全係 19940328 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 安全 事業場の立入り検査について（通知） 安全係 19940401 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成6年1月～3月） 並木施設維持係 19940428 30 20241231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水道 当研究所の水道利用承諾解除について 共通設備第1係 19940509 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 安全 年次災害の報告について 安全係 19940516 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 高圧ｶﾞｽ製造廃止届書の提出について 安全係 19940519 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設備届 設備届（廃止）の提出について 安全係 19940602 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 放射線 被曝線量記録・健康診断記録の引き渡しについて 安全係 19940607 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 通勤災害 通勤災害発生の報告について 安全係 19940622 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 特別管理産業廃棄物処理実績報告書について 安全係 19940627 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 通勤災害 通勤災害の認定について 安全係 19940706 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB PCB使用電気機器保管場所変更届出書の提出について 安全係 19940714 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 燃料使用料等の調査について（報告） 安全係 19940714 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について 並木施設維持係 19940722 30 20241231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 災害補償 国家公務員災害補償（休業補償請求書）の提出について 安全係 19940802 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙排出量調査について（報告） 安全係 19940817 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 災害補償 国家公務員災害補償（療養補償請求書）の提出について 安全係 19940913 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 災害補償 国家公務員災害補償（休業補償･療養補償）の支給について 安全係 19941005 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 災害補償 国家公務員災害補償（療養補償請求書）の提出について 安全係 19941012 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 災害補償 国家公務員災害補償費（療養補償）の支給について 安全係 19941028 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成6年7月～9月分） 並木施設維持係 19941110 30 20241231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 災害補償 国家公務員災害補償（療養補償請求書）の提出について 安全係 19941129 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃止届 除害施設使用廃止届出書の提出について 安全係 19941207 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 危険物保安監督者選任届出等について 安全係 19941215 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全係 19941216 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成5年度 千現施設維持第１係 19950101 30 20241231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 簡易専用水道管理検査　平成5年度 千現施設維持第１係 19950101 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成5年下期核燃料物質管理報告書の提出について 安全係 19940106 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 国際規制物資使用廃止届について 安全係 19940107 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス 一般高圧ｶﾞｽ移動式製造設備受入届出について 安全係 19940210 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設完成検査について 安全係 19940210 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造保安係員等の選任・解任届書の提出について 安全係 19940301 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造開始届の提出について 安全係 19940301 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19940301 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19940301 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19940309 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19940309 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 冷凍保安責任者 冷凍保安責任者等の届出について 安全係 19940317 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 国際規制物資使用承認申請書及び核燃料物資に係る計量管理規定の承認申請の提出について 安全係 19940407 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19940407 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19940407 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19940412 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19940412 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射性同位元素等
放射性同位元素の「使用廃止届」及び「許可の取消、使用の廃止に伴う措置の報告書」の提出につ

いて
安全係 19940519 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成5年度放射線管理状況報告書の提出について 安全係 19940519 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19940526 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19940526 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造保安係員等の選任について 安全係 19940603 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 一般高圧ｶﾞｽ移動式製造設備受入届出について 安全係 19940606 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19940616 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19940616 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 設備届の提出について 安全係 19940622 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 設備届の提出について 安全係 19940622 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 承認使用 承認使用に係る変更承認申請について 安全係 19940629 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19940706 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴書の報告について 安全係 19940706 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 一般高圧ｶﾞｽ製造施設保安検査の申請について 安全係 19940811 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射性同位元素等 放射性同位元素等の承認使用に係る変更の承認について 安全係 19940823 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 RI関係 平成6年度RI設備及び放射性同位元素等の取扱業務実施者名簿の作成について 安全係 19941004 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱業務従事履歴・被ばく前歴の報告について 安全係 19941004 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射性同位元素等 放射性同位元素等の承認使用に係る変更の承認について 安全係 19941026 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱業務従事履歴・被ばく前歴の報告について 安全係 19941101 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 RI関係 平成6年度RI設備及び放射性同位元素等の取扱業務実施者名簿の作成について 安全係 19941101 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 承認使用 承認使用に係る承認訂正申請について 安全係 19941101 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 一般高圧ｶﾞｽ製造施設保安検査の申請について 安全係 19941111 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 設備届の提出について 安全係 19941201 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 設備届の提出について 安全係 19941201 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線施設の定期検査について 安全係 19941202 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 平成7年度高圧ｶﾞｽ製造施設保安検査について 安全係 19941221 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 国際規制物資の使用承認について 安全係 19941221 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 その他 特定案件事前評価の申請について 安全係 19941226 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安教育計画　平成5年度 千現維持第2 19950101 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 平成6年度地下ﾀﾝｸ漏洩検査 桜施設第1 19950101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ系硬化体組成分） 業務係 19940107 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第32731号の拒絶理由通知書に関わる出願放棄について 調査係 19940112 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（炭化ﾆｵﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰ作製方法） 業務係 19940114 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査 出願審査請求書の提出について（非接触･非破壊ｵｰﾄﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｰ） 業務係 19940118 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査 出願審査請求書の提出について（ｱﾊﾟﾀｲﾄ被膜体の製造法） 業務係 19940118 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査 出願審査請求書の提出について（ｱﾊﾟﾀｲﾄ被膜体の製造法） 業務係 19940118 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査 出願審査請求書の提出について（波長可変ﾚｰｻﾞｰ用単結晶） 業務係 19940118 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び決定報告書の提出について 業務係 19940118 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（酸化ﾁﾀﾝ単結晶の製造方法） 業務係 19940121 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（ﾌﾟﾘﾃﾞﾗｲﾄ型化合物BaxV8O16（X=1.1±0.1）およびその

合成法
業務係 19940121 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（Bi5O7(NO3)の製造方法） 業務係 19940121 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 調査係 19940124 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（走査型X線顕微鏡） 業務係 19940125 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約
新技術開発あっせん受託契約の更新及び新技術あっせん契約等の更新について「繊維状チタン酸ア

ルカリ金属の製造法（除冷焼成法）」
業務係 19940125 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本にうちて（ｶﾞﾄﾞﾘﾆｳﾑｲﾝｼﾞｳﾑｶﾞﾙｳﾑｶﾞｰﾈｯﾄ） 業務係 19940125 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾌﾞﾛﾝｽﾞ様八ﾁﾀﾝ酸塩の製造方法） 業務係 19940125 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（希土類含有ﾌｯ化物ｶﾞﾗｽ） 業務係 19940125 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第030092号に関する特許異議申立書の提出について 業務係 19940125 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許異議申立 01-24100号（ﾍｷｽﾄ社）に対する異議申立書2 業務係 19940126 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第065293号に関する手続補正書の提出について 業務係 19940126 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19940126 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正書の提出について 業務係 19940127 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第198001号に関する意見書及び手続補正書の提出について 調査係 19940128 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第329978号に関する特許証の送付について 業務係 19940128 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正書の提出について（機器用保管器） 業務係 19940128 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正書の提出について（生体親和性の高い水産ｱﾊﾟﾀｲﾄ） 業務係 19940128 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第159533号に関する特許証の送付について 業務係 19940131 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ダイヤモンドの高速合成法） 業務係 19940201 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（SｃFeZn7O10で示される六方晶系の層状構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19940201 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（Ba2YCu3O7－ｘ化合物その製造方法） 業務係 19940201 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高安定フィールドエミッターの製造方法） 業務係 19940201 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証について（Sr37Cu63O100化合物で示される斜方晶系の層状構造を有するストロンチウム・

銅酸化物化合物,その製造法及びそれからなる電気伝導体）
業務係 19940201 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許異議申立 特許異議申立について 業務係 19940202 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19940202 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（NaxGaxTi6-xO12で示される単斜晶系ﾄﾝﾈﾙ構造を有する化合物及

びその製造法）
業務係 19940202 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（誘導体磁気製造用原料粉末の製造方法） 業務係 19940202 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第089547号に関する手続補正書の提出について 業務係 19940204 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 契約変更 国有特許権等実施契約の一部変更について（ダイヤモンド膜の低圧気相合成技術） 業務係 19940207 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 関連発明の国内出願に関する協議について（回答） 調査係 19940208 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係る特許出願の協議について（Tb含有Al酸化物単結晶） 業務係 19940208 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（Bi系酸化物超電導体） 業務係 19940210 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ﾋﾞｽﾏｽ系超伝導ｾﾗﾐｯｸ厚膜の製造法） 業務係 19940210 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（X線ﾃﾞﾌﾗｸﾄﾒｰﾀ用試料ｶﾌﾟｾﾙ） 業務係 19940210 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について「（NO3）を含む新規などビスマス化合物及びその

製造法」
業務係 19940210 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第173624号に関する手続補正書の提出について 業務係 19940216 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（Ba-Ta-S系化合物とその製造法） 業務係 19940216 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（Cu2Ta5S8で示される単斜晶系の構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19940216 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19940216 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19940217 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（窒化ｹｲ素焼結体及びその製造法） 業務係 19940218 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定およびその製造方法） 業務係 19940218 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（窒化ｹｲ素微粉末及びその製造方法） 業務係 19940218 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（窒化ケイ素質焼結体およびその製造方法） 業務係 19940218 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願第743223号に関する通知について 業務係 19940221 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 契約更新
契約の更新および新技術開発成果実施契約等の更新について「ダイヤモンド膜の低圧気相合成技

術」
業務係 19940221 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継・及び特許出願について 業務係 19940223 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継・及び特許出願について 業務係 19940223 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継・及び特許出願について 業務係 19940223 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継・及び特許出願について 業務係 19940223 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継・及び特許出願について 業務係 19940223 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約
新技術開発あっせん受託契約及び新技術あっせん契約の解約について（低融点低膨張ガラス組成物

の製造）
業務係 19940223 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について（画面表示装置） 業務係 19940223 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第030092号に関する特許異議申立理由補充書の提出について 業務係 19940224 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許異議申立 01-30092号（AT＆T）に対する異議申立書1 業務係 19940228 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 海外あっせん 海外あっせん技術申込書の提出について 業務係 19940228 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（Ca・Sr・Cu酸化物の固溶体） 業務係 19940228 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ｼﾞﾙｺﾆｳﾑのｵｷｼｶ-ﾊﾞｲﾄ酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑの複合体の常圧製造法） 業務係 19940228 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第053709に関する特許証の送付について 業務係 19940303 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第060730号に関する特許証の送付について 業務係 19940303 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第152640号に関する手続補正書の提出について 業務係 19940303 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 国有特許権等実施許諾承認申請書について（ダイヤモンド膜の低圧気相合成技術） 業務係 19940303 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高絶縁性、高熱伝導性多結晶ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞおよびその製造法） 業務係 19940303 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19940304 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（衝撃波加圧法による六方晶ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ粉末の合成法） 業務係 19940304 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許異議申立 01-24100号（ﾍｷｽﾄ社）に対する異議申立書1 業務係 19940307 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許異議申立 01-24100号（ﾍｷｽﾄ社）に対する異議申立書4 業務係 19940307 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19940307 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19940308 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（耐熱性断熱材料とその製造方法） 業務係 19940310 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（層状構造を有するﾁﾀﾝ酸化物及びその誘導体を光触媒と

する水の分解方法）
業務係 19940311 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承認について（組成式A6＋δTiｌ6035＋δ/2（ここでAはk、Rb、δは

－1.0～＋1.0）で示されるﾁﾀﾝ酸化物及びその誘導体を光接触とする水の分解方法）
業務係 19940311 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶および該単結晶を用いたﾚｰｻﾞｰ発振

器）
業務係 19940311 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高Tｃ相酸化物電導体とその製造方法） 業務係 19940316 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許指導 平成6年度における特許に関する指導について 業務係 19940316 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和63年特許願第329979号に関する種類の送付について 業務係 19940318 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（Bi5O7(NO3)の製造方法） 業務係 19940318 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更
特許出願人名義変更届の提出について（ニオブ酸リチウム単結晶および該単結晶を用いたﾚｰｻﾞｰ発

振器）
業務係 19940318 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国共同出願の協議について（回答） 業務係 19940322 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同研究
共同研究に係わる特許出願の協議について（ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶および該単結晶を用いたﾚｰｻﾞｰ発振

器）
業務係 19940322 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第68969号の拒絶査定に係る出願放棄について 調査係 19940324 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（超小型紫外線照射装置） 業務係 19940324 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（ｶﾝﾃﾝ粘土複合体またはｶﾝﾃﾝ粘土天然繊維複合体とそれら

の製造方法）
業務係 19940324 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（微細空孔で構成されるｶﾝﾃﾝおよびｶﾝﾃﾝ･粘土複合多孔体

とその製造方法）
業務係 19940324 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（簡易真空漏洩検知指示器） 業務係 19940324 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（傾斜ﾊﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ光記憶素子） 業務係 19940324 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（量子構造発光素子） 業務係 19940324 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（発光素子） 業務係 19940324 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（特大ｷﾞｬｯﾌﾟ半導体微小結晶体素子） 業務係 19940324 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実用新案 平成03年実用新案登録願第059720号に関する書類の送付について 業務係 19940328 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 国有特許権実施許諾承認申請書について（輻射線集中加熱装置） 業務係 19940328 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（冷却水からｺﾊﾞﾙﾄｲｵﾝを除去する方法） 業務係 19940328 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 国有特許権実施許諾承認について（チタン酸マグネシウム単結晶の製造法） 業務係 19940328 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 国有特許権実施許諾承認について（溶媒移動式単結晶引き上げ装置） 業務係 19940328 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 放棄
共有特許権「磁性記録媒体膜の製造方法（特許第1671929号）」の権利放棄に関する協議について

（回答）
業務係 19940328 30 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（層状構造を有するﾁﾀﾝ酸化物及びその誘導体を光

触媒とする水の分解方法）
業務係 19940329 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 調査係 19940331 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分譲渡
「Ｐ型熱発電材料(平成05年特許第033192号)」株式会社ｲﾑﾗ材料開発研究所持分の譲渡に関する協

議について(回答)
調査係 19940331 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書
手続補正書の提出について（BaV10－XO17（0記号＜X＜0.7）の組成を持つ化合物及びその合成

法）
業務係 19940331 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（複合六ﾁﾀﾝ酸ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ繊維の製造法） 業務係 19940331 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許検査の膳本について（超伝導酸化物焼結体の製造方法） 業務係 19940331 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第126000号に関する特許証の送付について 業務係 19940401 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成4年特許願第269191号に関する処分書について 技術展開係 19940404 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成4年特許願第272548号に関する処分書について 業務係 19940404 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成4年特許願第272549号に関する処分書について 業務係 19940404 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同研究 共同研究に係わる特許出願の協議について（ﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑｾﾒﾝﾄの硬化特性の高性能化） 業務係 19940404 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（弯曲結晶ﾓﾉｸﾛﾒｰﾀ） 業務係 19940405 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（ﾌﾟﾘﾃﾞﾗｲﾄ型化合物及びその合成法） 業務係 19940405 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（高均質ｲｯﾄﾘｱ含有部分安定化ｼﾞﾙｺﾆｱ粉末の製造

法）
業務係 19940405 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（高均質高純度ｲｯﾄﾘｳﾑ含有ｼﾞﾙｺﾆｱ粉末の製造法） 業務係 19940405 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（高均質高純度ｲｯﾄﾘｳﾑ含有ｼﾞﾙｺﾆｱ粉末の製造法） 業務係 19940405 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（窒化ｹｲ素質焼結体及びその製造方法） 業務係 19940405 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（窒化ｹｲ素微粉末及びその製造方法） 業務係 19940405 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（多段湿式法による易焼結性の複合ペロブスカイトの原料粉末の製造方法） 業務係 19940408 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ペロブスカイト型化合物の製造法） 業務係 19940408 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成０２年特許願第202413号に関する意見書及び手続補正書の提出について 調査係 19940411 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（一次元走査X線回折顕微鏡） 業務係 19940411 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書．指令書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（簡易型一次元走査Ｘ線回折

顕微鏡）
業務係 19940411 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書．指令書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（モノクロメータ付簡易型一

次元走査Ｘ線回析顕微鏡）
業務係 19940411 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19940411 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19940411 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19940411 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19940411 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19940411 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19940411 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（電界放射型電子銃） 業務係 19940412 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び決定報告書の提出について 業務係 19940412 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 関連発明の国内出願に関する協議について（回答） 調査係 19940413 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19940413 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰの製造方法） 業務係 19940413 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（炭素化ﾆｵﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰの作製方法） 業務係 19940413 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高性能ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰの製造方法） 業務係 19940413 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（走査型X線顕微鏡） 業務係 19940413 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（チタン化合物フィールドエミッタ-の製造方法） 業務係 19940413 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第311041号の拒絶理由通知書に関わる出願放棄について 調査係 19940415 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（窒化ケイ素質焼結体およびその製造方法） 業務係 19940418 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（ｶﾝﾃﾝ粘土複合体またはｶﾝﾃﾝ粘土天然繊維複合体と

それらの製造方法）
業務係 19940420 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（ｶﾝﾃﾝ多孔体またはｶﾝﾃﾝ粘土複合多孔体とその製造

方法）
業務係 19940420 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（光照射併用ﾌﾟﾗｽﾞﾏ気相反応法による硬質窒化ﾎｳ素の製造法） 業務係 19940420 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（超塑性窒化ｹｲ素焼結体） 業務係 19940422 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（磁気光学結晶膜用ｶﾞｰﾈｯﾄ基板単結晶

及びその製造方法）
業務係 19940422 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（アパタイト系セメント設計支援装

置）
業務係 19940422 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願に関する協議について(回答) 調査係 19940427 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19940427 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（黒鉛薄膜を有する金属炭化物とその

製造法）
業務係 19940509 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 業務係 19940512 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書（焦電性磁器簿膜の形成方法） 業務係 19940512 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ｱﾙﾐﾅ繊維又は膜状物の製造法） 業務係 19940518 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（微粒ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ焼結体の製造法） 業務係 19940518 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（X線ﾃﾞﾌﾗｸﾄﾒｰﾀ用試料ｶﾌﾟｾﾙ） 業務係 19940518 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術開発あっせん契約書（写）について（チタン酸マグネシウム単結晶の製造法） 業務係 19940518 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術開発あっせん契約書（写）について（溶媒移動式単結晶引き上げ装置） 業務係 19940518 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第327732号の拒絶査定の謄本に係る出願放棄について 調査係 19940520 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第327731号の拒絶査定の謄本に係る出願放棄について 調査係 19940520 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（高靱性窒化けい素焼結体の製造法） 業務係 19940520 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19940523 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第064138号に関する特許証の送付について 業務係 19940525 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第064137号に関する特許証の送付について 業務係 19940525 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第182609号に関する特許証の送付について 業務係 19940525 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高Tｃ相酸化物電導体とその製造方法） 業務係 19940526 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請申請書の提出について（繊維状チタン酸カリウムの製法） 業務係 19940526 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請申請書の提出について（繊維状チタン酸アルカリ金属の製造法） 業務係 19940526 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第003060号の拒絶理由通知書に関わる出願放棄について 調査係 19940527 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第226651号の拒絶理由通知書に関わる出願放棄について 調査係 19940527 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（排気ｶﾞｽ浄化触媒） 業務係 19940530 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19940531 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19940531 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19940601 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（極高真空用真空計） 業務係 19940603 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（回転可能な高圧容器） 業務係 19940603 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高靭性窒化珪素焼結体の製造方法） 業務係 19940603 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（チタニアーシリカ複合酸化物の繊維構造体の製造法） 業務係 19940603 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（窒化ケイ素複合材料およびその製造方法） 業務係 19940603 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（窒化ケイ素質焼結体の製造方法） 業務係 19940603 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（窒化ケイ素質焼結体およびその製造方法） 業務係 19940603 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾏｲｸﾛ派用YIG単結晶の製造方法） 業務係 19940606 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19940606 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第304642号に関する特許証の送付について 業務係 19940607 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第325910号に関する特許証の送付について 業務係 19940607 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（冷却水からｺﾊﾞﾙﾄｲｵﾝを除去する方法） 業務係 19940607 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国拒絶理由通知書によるEPC共同出願の放棄について(回答) 調査係 19940610 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾘﾝ触媒によるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19940610 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ粉末の合成法） 業務係 19940610 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ﾋﾞｽﾏｽ系超電導ｾﾗﾐｯｸ厚膜の形成方

法）
業務係 19940613 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19940616 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（無機化合物／金属薄膜二層構造X線

対陰極）
業務係 19940616 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について（立法晶窒化ほう素からなる紫外線、粒子線励起発行

材料）
業務係 19940616 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許異議決定謄本 特許第1146139号に係る特許異議決定の謄本による審判請求の取り止めについて 業務係 19940617 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（微細空孔で構成されるﾃﾞﾝﾌﾟﾝおよびﾃﾞﾝﾌﾟﾝ･粘土･複合多

孔体とその製造方法）
業務係 19940617 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（微細空孔で構成されるｱﾙｷﾞﾝ酸ｿｰﾀﾞおよびｱﾙｷﾞﾝ酸ｿｰﾀﾞ･

粘土･複合多孔体とその製造方法）
業務係 19940617 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ﾙｾﾙﾛｰｽ･粘土･複合多孔体とその製造方法） 業務係 19940617 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ･粘土およびﾃﾞﾝﾌﾟﾝ･粘土･天然繊維複合体とその

製造方法）
業務係 19940617 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（ｱﾙｷﾞﾝ酸ｿｰﾀﾞ･粘土およびｱﾙｷﾞﾝ酸ｿｰﾀﾞ・粘土･天然繊維複

合体とその製造方法）
業務係 19940617 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（ｶﾙﾎﾞｷｼﾒﾀﾙｾﾙﾛｰｽ･粘土およびｶﾙﾎﾞｷｼﾒﾀﾙｾﾙﾛｰｽ･粘土･天然

繊維複合体とその製造方法）
業務係 19940617 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（ｾﾞﾗﾁﾝ・粘土･ｾﾞﾗﾁﾝ・粘土・天然繊維複合体とその製造

方法）
業務係 19940617 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（微細空孔で構成されるｾﾞﾗﾁﾝおよびｾﾞﾗﾁﾝ･粘土・複合多

孔体とその製造方法）
業務係 19940617 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術開発あっせん契約書（写）について（輻射線集中加熱装置） 業務係 19940618 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書
手続補正指令書に伴う手続補正書の提出について（超高純度・均質素材製造に用いる高周波ﾌﾟﾗｽﾞﾏ

ﾄｰﾁ）
業務係 19940620 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰの製造方法） 業務係 19940622 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（電界放射型電子銃） 業務係 19940622 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（炭素化ﾆｵﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰの作製方法） 業務係 19940622 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高性能ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰの製造方法） 業務係 19940622 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（NaFe3V9O19の組成を持つ化合物及びその合成法） 業務係 19940623 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19940623 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（組成式H2Ti5O11・nH2Oで示される単結晶の層状構造を有する

化合物及びその製造方法）
業務係 19940623 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（複合六チタン酸バリウム繊維の製造法） 業務係 19940623 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（超塑性窒化ｹｲ素焼結体） 業務係 19940627 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（Ag2HfS3で表わされる斜方晶系構造を有する化合

物とその製造方法）
業務係 19940627 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（Ag4Hf3S8立方晶系構造化合物とその製造方法） 業務係 19940627 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（ｽｽﾞ酸系ﾎｰﾗﾝﾀﾞｲﾄ型触媒からなる排気ｶﾞｽ浄化触媒） 業務係 19940627 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化が望まれる新技術の募集について 業務係 19940627 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19940628 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第210583号に関する意見書及び手続き補正書の提出について 業務係 19940701 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第138439号に関する意見書及び手続き補正書の提出について 業務係 19940701 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（自発的にｱﾊﾟﾀｲﾄ保護被膜を生ずるｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ用金属材料） 業務係 19940701 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第165187号に関する特許証の送付について 業務係 19940704 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第84693号に関する特許証の送付について 業務係 19940704 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他 宇宙開発に関する基本計画について（通知） 業務係 19940705 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（透光性高純度立法晶窒化ほう素焼結

体の製造法）
業務係 19940706 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第56112号に関する特許証の送付について 業務係 19940708 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19940711 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第242306号に関する手続補正書の提出について 業務係 19940713 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第174698号に関する手続補正書の提出について 業務係 19940713 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（斜方晶の層状構造を有するﾁﾀﾝ酸及びその製造方法） 業務係 19940713 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（硼化ランタン系単結晶とその育成法） 業務係 19940713 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（硼化セリウム系単結晶とその育成法） 業務係 19940713 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（硼化ランタン系単結晶とその育成法） 業務係 19940713 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（硼化希土類系単結晶とのその育成法） 業務係 19940713 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（高温で安定な立方晶炭化珪素-金属

炭窒化物固溶体とその合成方法）
業務係 19940714 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び決定報告書の提出について 業務係 19940714 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ﾎｳ化ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ単結晶の育成法） 業務係 19940715 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（超塑性窒化ｹｲ素焼結体とその製造方法およびその熱処理

方法）
業務係 19940715 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（アパタイト系セメント設計支援装置） 業務係 19940715 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同研究に係わる職務発明による特許出願の協議について（窒化ケイ素質複合材料およびその製造

方法）
業務係 19940715 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（窒化ケイ素質焼結体およびその製造方法） 業務係 19940715 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（窒化ケイ素質焼結体およびその製造方法） 業務係 19940715 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（テルル薄膜水蒸気センサ） 業務係 19940715 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（低温焼結性ＰＺＴ系圧電セラミックス粉末の製造方法） 業務係 19940720 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（Na1-xTi2+xAI5-xO12化合物ウイスカーの製造法） 業務係 19940720 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ペロブスカイト型微粉体の製造法） 業務係 19940720 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（一次元位置検出器付走査X線回折顕

微鏡）
業務係 19940721 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19940722 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許異議申立 特許異議申立答弁書提出の件並びに代理人選任のお願い（回答） 業務係 19940725 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正書の提出について（Bi5O7(NO3)の製造方法） 業務係 19940725 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 処分書
処分書に伴う手続補正書の提出について（BaV10－XO17（0記号＜X＜0.7）の組成を持つ化合物及

びその合成法）
業務係 19940725 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 特許共同出願平成02年特許願第247359号に係る書類の送付について 調査係 19940726 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許第743223号に関する特許証の送付について 業務係 19940727 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第054809号に関する手続補正書の提出について 業務係 19940728 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第054811号に関する手続補正書の提出について 業務係 19940728 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（閃亜鉛鉱型窒化ほう素焼結体ﾊﾞﾘｽﾀｰ

の製造法）
業務係 19940729 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（立方晶B-C-N結晶の製造法） 業務係 19940729 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（粉末法X線ﾃﾞｨﾌﾗｸﾄﾒｰﾀ用試料板の作

製器具）
業務係 19940729 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（一般式PbPdO2で示される斜方晶系の構造を有する鉛・ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ酸

化物化合物からなる電気伝導材料）
業務係 19940729 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（高靭性窒化珪素焼結体の製造法） 業務係 19940801 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（チタニア-シリカ複合酸化物の繊維構造体の製造方法） 業務係 19940801 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（高周波電源出力安定化法） 業務係 19940803 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ｵｰﾑ性電極を備えたｃBN半導体とその製造方法） 業務係 19940803 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（炭窒化ほう素の合成法） 業務係 19940803 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第198001号に関する意見書及び手続補正書の提出について 調査係 19940805 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第050342号に関する特許証の送付について 業務係 19940805 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（酸化物単結晶の組成決定法） 業務係 19940805 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（容器内物質同定・構造解析および装置） 業務係 19940805 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（電子密度分布解析方法および装置） 業務係 19940805 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（アパタイト多孔体の製造方法） 業務係 19940805 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（体心立方晶系の構造を有するビスマス・希土類酸化物固

溶体とその製造法
業務係 19940805 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第262680号に関する特許査定の謄本について 業務係 19940809 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第076836号に関する特許査定の謄本について 業務係 19940809 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（チタン化合物フィールドエミッタ-の製造方法） 業務係 19940811 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（高周波電源出力安定化装置とこの装置を用いた単結晶自動育成装

置）
業務係 19940812 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（高靱性窒化けい素焼結体の製造法） 業務係 19940812 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（単結晶自動育成法） 業務係 19940812 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（色素ﾚｰｻﾞｰ材料） 業務係 19940812 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について（繊維強化炭化珪素複合材料の製造方法） 業務係 19940815 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（高圧容器） 業務係 19940818 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19940819 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19940819 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ単結晶膜の合成法） 業務係 19940822 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（Bi5O7（NO3）の式で示される化合

物及びその製造法）
業務係 19940822 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（Bi5O7（NO3）の製造法） 業務係 19940822 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19940823 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（黒鉛薄膜を有する金属炭化物とその製造法） 業務係 19940824 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について［（1-X）Ba4Na2Nb10O30 -ｘBa3NaX1-βZβNｂ10O30系物質とそ

の製造方法］
業務係 19940824 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ｶﾙｼｳﾑ欠損ｱﾊﾟﾀｲﾄ単結晶の生成法） 業務係 19940824 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（生体親和性の高い水産ｱﾊﾟﾀｲﾄ） 業務係 19940824 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（一般式PdP2O6で示される斜方晶系の構造を有するﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ・ﾘﾝ

酸化物とその製造法）
業務係 19940824 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（光誘起屈折率変化を制御したスカンジウム添加ニオブ酸リチウ

ム）
業務係 19940824 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（シンチレータ用ゲルマン酸ビスマス単結晶及びその製造法） 業務係 19940824 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（酸化物単結晶の組成決定方法） 業務係 19940826 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（希土類多ﾎｳ化物結晶の製造法） 業務係 19940901 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（ｿﾞﾙｰｹﾞﾙ法によりｺｰﾃｨﾝｸﾞした多孔質酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ膜のｲﾝﾃﾘ

ｼﾞｪﾝﾄ性超耐ｱﾙｶﾘ複合膜及びその製造方法）
業務係 19940901 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（酸化物単結晶の製造方法） 業務係 19940902 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書に代わる手続補正書の提出について（磁気光学結晶膜成膜用ｶﾞｰﾈｯﾄ基

板単結晶及びその製造方法）
業務係 19940902 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ホウ化ランタン単結晶の育成法） 業務係 19940902 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第319429号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19940905 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（多重湿式法による易焼結性ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ及びその固溶体の原料の製造方法） 業務係 19940906 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許検査の膳本について（ナトリウムとカリウムをイオン交換分離する方法） 業務係 19940907 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19940909 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書に代わる手続補正書の提出について（Ag７TａＳ６で示される立方晶

系の構造を有する化合物及びその製造法）
業務係 19940912 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書に代わる手続補正書の提出について（AgTａＳ３で示される斜方晶系

の構造を有する化合物及びその製造法）
業務係 19940912 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 手続補正書
手続補正指令書に伴う手続補正書の提出について（ニオブ酸リチウム単結晶および該単結晶を用い

たﾚｰｻﾞｰ発振器）
業務係 19940912 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19940914 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許検査の膳本について（酸素イオン導電特性の測定装置） 業務係 19940914 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第095179号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19940916 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第095178号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19940916 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（窒素けい素系ｾﾗﾐｯｸｽ設計支援装置） 業務係 19940919 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書の提出にうちて（立方晶系の構造を有する新規なﾋﾞｽﾏｽ・ひ素酸化物

化合物の製造法）
業務係 19940919 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19940919 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19940920 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272545号に関する手続補正書の提出について 業務係 19940922 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（耐熱性断熱材料とその製造方法） 業務係 19940922 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（超高圧力発生装置） 業務係 19940922 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（多糖類･粘土複合体とその製造法） 業務係 19940926 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（多糖類または多糖類･粘土複合多孔体とその製造

方法）
業務係 19940926 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（ｾﾞﾗﾁﾝまたは粘土･ｾﾞﾗﾁﾝ粘土複合多孔体およびそ

の繊維体とそれらの製造方法）
業務係 19940926 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（軟X線分光用六十六ホウ化イットリウム結晶体の製造法） 業務係 19940926 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第２２6651号の拒絶査定の謄本に係る出願放棄について 調査係 19940927 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（一次元位置検出器付走査X線回折顕微鏡） 業務係 19940928 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（炭化ﾆｵﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰ作製方法） 業務係 19940928 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（強制対流方ﾌﾟﾗｽﾞﾏ反応炉） 業務係 19940928 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（Ta-S系化合物とその製造法） 業務係 19940928 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和60年特許願第014406号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19941003 30 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（希土類多ﾎｳ化物結晶の製造法） 業務係 19941003 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（二ﾎｳ化ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ単結晶の育成法） 業務係 19941003 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第151772号に関する手続補正書の提出について 業務係 19941004 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成10年特許第003060号に関する送付について 調査係 19941005 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（立方晶窒化ほう素のＰ－ｎ接合型発光素子） 業務係 19941005 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ムライト繊維又は膜状物の製造法） 業務係 19941005 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｶﾞﾄﾞﾘﾆｳﾑｲﾝｼﾞｳﾑｶﾞﾙｳﾑｶﾞｰﾈｯﾄ） 業務係 19941005 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾌﾞﾛﾝｽﾞ様八ﾁﾀﾝ酸塩の製造方法） 業務係 19941005 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（希土類含有ﾌｯ化物ｶﾞﾗｽ） 業務係 19941005 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（誘導体磁気製造用原料粉末の製造方法） 業務係 19941005 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び決定報告書の提出について 業務係 19941007 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの製造法） 業務係 19941013 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（立法晶窒化ほう素からなる紫外線、粒子線励起発行材料） 業務係 19941013 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（酸化物超電導膜用基板及びその製造法） 業務係 19941014 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願について（ｱﾊﾟﾀｲﾄ皮膜形成用電解液） 業務係 19941015 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について（酸化物高温超電導体） 業務係 19941017 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（燃焼炎を用いたｾﾗﾐｯｸｽの簡易ｴｯﾁﾝｸﾞ法） 業務係 19941019 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ｱﾊﾟﾀｲﾄと金、銀又はそれらの合金とからなる複合体の製造法） 業務係 19941019 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 尋問書 尋問書に伴う審判請求理由補充書の提出について（高圧ｶﾞｽ容器のｼｰﾙ法） 業務係 19941020 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（超伝導酸化物焼結体の製造方法） 業務係 19941020 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19941020 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第204239号に関する意見書及び手続補正書の提出について 調査係 19941021 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶の製造方法） 業務係 19941024 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ単結晶の製造方法） 業務係 19941024 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（希土類元素を含む超電導酸化物薄膜の形成方法） 業務係 19941026 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第122599号に関する特許証の送付について 業務係 19941027 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 英国特許出願第9027923.3号に関する特許証の送付について 業務係 19941027 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＥＰＣ特許出願 EPC特許共同出願第92916222.0に関する通知について 業務係 19941031 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第252087号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19941101 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第103717号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19941107 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（超塑性炭化ｹｲ素焼結体及びその製造方法） 業務係 19941107 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書に代わる手続補正書の提出について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ砥粒の製造方法） 業務係 19941107 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（酸化亜鉛の透光性焼結体の製造法） 業務係 19941107 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（六ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19941107 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ペロブスカイト及びその固溶体の原料粉末の製造方法） 業務係 19941108 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願No.07/909、216に関する書類の送付について 調査係 19941109 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願No．07/909、216に関する書類の送付について 調査係 19941109 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19941109 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（超塑性窒化ｹｲ素焼結体とその製造方法） 業務係 19941109 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（Ba-Ta-S系化合物とその製造法） 業務係 19941109 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（Cu2Ta5S8で示される単斜晶系の構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19941109 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（酸化亜鉛ﾊﾞﾘｽﾀの製造方法） 業務係 19941109 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（超耐アルカリ性酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ複合膜とその製造方

法）
業務係 19941110 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（体心立方晶系構造のビスマス希土類酸化物固溶体

とその製造方法）
業務係 19941111 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について（ｼﾗｽを単独原料として用いた黒色ｶﾞﾗｽの合成方法） 業務係 19941114 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（NaxGaxTi6-xO12で示される単斜晶系ﾄﾝﾈﾙ構造を有する化合物及びその

製造法）
業務係 19941116 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第253600号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19941117 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 昭和62年特許願第266494号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 調査係 19941118 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年実用新案登録願第146532号の拒絶査定の謄本に係る出願放棄について 業務係 19941118 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（溶液中の塩化物ｲｵﾝを除去する交換材） 業務係 19941118 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定及び権利の承継について（一般式Bi2‐2ｘLu2ｘ03（Ln＝Dy，ｘ＝0.45；Ln＝

Ho，ｘ＝0．425～0.45；Lu＝Er，ｘ＝0.475　Lu＝Ｙ，0.45～0.5）で示される三斜晶系構造のﾋﾞｽ

ﾏｽ希土類酸化物固溶体とその製造方法）

業務係 19941118 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 実用化が望まれる新技術の取扱について 業務係 19941121 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（六ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19941121 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成02年特許願第269199に係わる書類の送付について 調査係 19941122 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（磁気光学結晶膜成膜用ｶﾞｰﾈｯﾄ基板単結晶及びその製造方法） 業務係 19941124 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（正方晶系の構造を有するﾋﾞｽﾏｽ・ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ・銅酸化物とその製造

法）
業務係 19941124 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（放射性ﾖｳ素ｲｵﾝの除去方法） 業務係 19941124 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（放射性ﾖｳ素ｲｵﾝの除去方法） 業務係 19941124 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（Ag７TａＳ６で示される立方晶系の構造を有する化合物及びその

製造法）
業務係 19941124 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（AgTａＳ３で示される斜方晶系の構造を有する化合物及びその製

造法）
業務係 19941124 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（粘土ーフミン酸複合多孔体及びその製造方法） 業務係 19941124 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約
新技術開発あっせん受託契約、新技術あっせん契約の更新について「ﾁﾀﾝ酸繊維の製造法（溶触

法）」
業務係 19941125 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について（廃タイヤの燃焼処理法） 業務係 19941125 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について 調査係 19941126 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＥＰＣ特許出願 EPC特許共同出願No.92916222.0に関する通知について 業務係 19941128 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願No.08/245,526に関する通知について 業務係 19941128 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19941129 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許登録済通知書 特許登録済通知書について（焦電性磁器簿膜の形成方法） 業務係 19941130 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（非線型抵抗体の製造方法） 業務係 19941201 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（一次元走査X線回折顕微鏡） 業務係 19941201 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（耐熱性断熱材料） 業務係 19941201 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（ナトリウムとカリウムをイオン交換分離する方法） 業務係 19941201 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（酸素イオン導電特性の測定装置） 業務係 19941201 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第165188号に関する特許証の送付について 業務係 19941202 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和６３年特許願第３２7730号に関する特許証の送付について 業務係 19941202 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和61年特許願第026856号に関する特許証の送付について 業務係 19941202 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 契約変更 国有特許権等実施契約の一部変更について（ダイヤモンド膜の低圧気相合成技術） 業務係 19941202 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19941202 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19941202 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19941205 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第095179号に関する手続補正書の提出について 業務係 19941206 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶検査の膳本に伴う出願取下書の提出について（ホウ化ランタン単結晶の育成法） 業務係 19941208 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19941209 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第126548号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19941209 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書に代わる手続補正書の提出について（合成用高圧高温装置の発生温度

の検知ならびに合成温度制御法）
業務係 19941212 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第198001号の拒絶査定の謄本に係る出願放棄について 調査係 19941213 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許共同出願No.08/313,339に関する通知について 業務係 19941213 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（超塑性窒化ｹｲ素焼結体） 業務係 19941213 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（多糖類　また多糖類・粘土複合多孔体とその製造方法） 業務係 19941213 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第341237号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 調査係 19941214 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許共同出願No.08/030,423に関する通知について 業務係 19941214 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（廃ﾀｲﾔのｶﾞｽ化処理装置） 業務係 19941215 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願広告の決定の謄本について（βーBaB2O4単結晶の製造方法） 業務係 19941215 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願広告の決定の謄本について（炭窒化ほう素の合成法） 業務係 19941215 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（光照射併用ﾌﾟﾗｽﾞﾏCVD法による硬質窒化ﾎｳ素の製造法） 業務係 19941215 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について 業務係 19941216 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（粘土-フミン酸複合多孔体及びその製造方法） 業務係 19941216 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書に及び手続補正書の提出について（酸化物超電導線およびﾃｰﾌﾟ状体の

製造法）
業務係 19941219 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成01年特許願第237293号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19941220 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成01年特許願第309000号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19941220 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（高周波ﾌﾟﾗｽﾞﾏ装置） 業務係 19941220 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について（立方晶系の構造を有する新規なビスマス・リン酸化

合物とその製造法）
業務係 19941220 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶査定の謄本に伴う審判請求書の提出について（立方晶系の構造を有する新規なﾋﾞｽﾏｽ・ﾋ素酸化

物化合物の製造法）
業務係 19941221 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（酸化物超電導線材またはﾃｰﾌﾟ状体の製造法） 業務係 19941221 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第069398号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19941226 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19941226 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



総務部門 総務室 法令等 「人事院規則15-12（非常勤職員の勤務時間及び休暇）の運用について」の一部改正について 法規係 19940331 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（金属材料技術研究所　企画室　H5.6） 総務・文書係 19950101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（金属材料技術研究所　庶務課　S.64～H.6） 総務・文書係 19950101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（金属材料技術研究所　会計課　S.64～H.6） 総務・文書係 19950101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（金属材料技術研究所　筑波支所　S.54～H.6） 総務・文書係 19950101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（金属材料技術研究所　その他　S.64～H.6） 総務・文書係 19950101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 平成六年度　西山記念賞　社団法人日本鉄鋼協会　調査係 人事係 19940208 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 履歴 履歴事項等の証明について（回答） 人事係 19940607 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 第八回日本IBM科学賞　「日本IBM科学賞」事務局　平成六年度　管理部企画課調査係 人事係 19940722 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 平成六年度　各賞　社団法人日本鉄鋼協会　企画室技術展開係 人事係 19940804 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 第54回注目発明 人事係 19940804 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 平成七年度本多記念研究奨励賞　財団法人本多記念会　管理部企画課調査係 人事係 19940805 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 第5回つくば奨励賞　財団法人茨城県科学技術振興財団　平成6年度　企画室技術展開係 人事係 19940824 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与 研究者格付審査会審査申請書の提出について 人事係 19940914 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 平成七年度　全国発明表彰　（社）発明協会 人事係 19941007 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 平成七年度　工業所有権制度関係功労者表彰　長官官房長　平成六年度 人事係 19941020 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 第30回　日本科学技術情報ｾﾝﾀｰ賞　日本科学技術情報ｾﾝﾀｰ　企画室技術展開係 人事係 19941125 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 第四回山口県科学技術振興奨励賞　山口県　企画室技術展開係 人事係 19941212 30 20241231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

平成７年度

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成7年度業務計画について 業務係 19950224 30 20251231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 宇宙開発に関する基本計画について（通知） 業務係 19950413 30 20251231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成7年度原子力開発利用基本計画について 業務係 19950510 30 20251231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成7年度業務計画について 業務係 19950224 30 20251231 紙 ファイン棟1F文書倉庫 経営戦略室 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成6年度一般会計歳出予算の概算払いについて（通知） 予算決算係 19950123 30 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（科学技術庁金属材料技術研究所：土地）の所属替（渡）について 管財係 19950703 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 その他

「日本の公共部門における電気通信機器及びサービスの調達に関する借置」及び「日本の公共部門

における医療技術製品及びサービスの調達に関する借置」に基づく入札説明書の標準的フォーマッ

トについて

予算決算係 19950724 30 20260331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産使用承認申請について 管財係 19950821 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産使用承認申請について（承認） 管財係 19950831 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可について 管財係 19950905 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（科学技術庁金属材料技術研究所：土地）の所属替（渡）について 管財係 19950907 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 承諾書 管財係 19950919 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（科学技術庁金属材料技術研究所：土地）の所属替（受）について 管財係 19951009 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（承認） 管財係 19951016 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（科学技術庁金属材料技術研究所：靖心寮）の所属替（渡）について 管財係 19951016 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産使用許可申請について 管財係 19951018 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産使用許可申請について（承認） 管財係 19951031 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産の是正等未済事案の処理促進について 管財係 19951106 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（科学技術庁金属材料技術研究所：靖心寮）の所属替（渡）について 管財係 19951116 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産使用許可申請書 管財係 19951127 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産現在額口座別調書の提出について 管財係 19951127 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成6年10月～12月分） 並木施設維持係 19950118 30 20251231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 災害補償 国家公務員災害補償療養補償請求書の提出について 安全係 19950208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 通勤災害 通勤災害の治癒認定及び療養補償の支給について 安全係 19950301 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染調査報告について 施設管理・建設係 19950331 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 国有財産 庁舎等使用現況及び見込み報告書の提出について 管財係 19950414 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 国有財産 国有財産の使用許可申請について 管財係 19950502 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成7年1月～3月分） 並木施設維持係 19950515 30 20251231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 営繕計画 平成8年度営繕計画書の提出について 管財係 19950620 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 国有財産 国有財産使用許可申請について（承認） 管財係 19950630 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 金属材料技術研究所極限場研究施設高圧ｶﾞｽ製造施設危害予防規定の制定について 安全係 19950701 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 放射線 金属材料技術研究所放射線障害予防規定の制定について 安全係 19950701 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 高圧ｶﾞｽ保安統括者等の選任及び届出について 安全係 19950703 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 安全 指名（名称、住所、所在地）変更届出書の提出について 安全係 19950703 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 安全 指定作業所・指名等変更届出の提出について 安全係 19950703 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 全廃届 特定施設使用全廃届出の提出について 安全係 19950703 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 委員会 健康安全委員会規定の一部改正及び委員等の指名について 安全係 19950703 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 放射線 放射線障害予防委員会規定の一部改正及び委員等の指名について 安全係 19950703 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 金属材料技術研究所消防計画書（一部改正）の届出について 安全係 19950703 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 安全 金属材料技術研究所職員健康安全管理細則の一部改正について 安全係 19950703 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 金属材料技術研究所高圧ｶﾞｽ製造施設危害予防規定の制定について 安全係 19950717 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 高圧ｶﾞｽ（一般）代表者等の変更届について 安全係 19950724 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 高圧ｶﾞｽ保安統括者及び代理者の選任・解任について 安全係 19950726 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙排出量調査について（報告） 安全係 19950728 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成7年4月～6月分） 並木施設維持係 19950728 30 20251231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 金属材料技術研究所極限場研究施設高圧ｶﾞｽ製造施設危害予防規定の制定について 安全係 19950821 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 金属材料技術研究所高圧ｶﾞｽ製造施設危害予防規定の制定について 安全係 19950821 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 放射線 放射線取扱主任者の代理者の解任について 安全係 19950828 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 高圧ｶﾞｽ保安統括者等の選任について 安全係 19950901 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 消防署立入検査結果通知書について（（回答） 安全係 19950901 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 消防署立入検査結果通知書について（（回答） 安全係 19950912 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 金属材料技術研究所高圧ｶﾞｽ製造施設危害予防規定の一部変更について 安全係 19950913 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 金属材料技術研究所高圧ｶﾞｽ製造施設危害予防規定の変更について（承認） 安全係 19951005 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成7年7月～9月分） 並木施設維持係 19951016 30 20251231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 高圧ｶﾞｽ保安統括者等及び代理者の選任・解任について 安全係 19951107 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 高圧ｶﾞｽ（冷凍）代表者の変更届について 安全係 19951107 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 高圧ｶﾞｽ（一般）代表者等の変更届について 安全係 19951107 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 安全 「安全の日」実施要領の一部改正について 安全係 19951120 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 金属技術材料研究所高圧ｶﾞｽ安全取扱の一部改正について 安全係 19951121 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 安全 金属材料技術研究所毒物及び劇物取扱要領の一部改正について 安全係 19951121 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 放射線 金属技術材料研究所ｴｯｸｽ線障害防止管理規定の一部改正について 安全係 19951121 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ
金属材料技術研究所　極限場研究施設　高圧ｶﾞｽ製造施設危害予防規定の一部改正及び届出につい

て
安全係 19951130 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 金属材料技術研究所極限場研究施設　高圧ｶﾞｽ製造施設危害予防規定の変更について（承認） 安全係 19951227 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 ｽｸﾘｭｰ冷凍機及び空冷ﾁﾗｰ点検整備　平成6年度 千現施設維持第１係 19960101 30 20251231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成6年度 千現施設維持第１係 19960101 30 20251231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成6年度 千現施設維持第１係 19960101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 簡易専用水道管理検査　平成6年度 千現施設維持第１係 19960101 30 20251231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査事前検査記録について 安全係 19950124 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 RI関係 平成6年度RI設備及び放射性同位元素等の取扱業務実施者名簿の作成について 安全係 19950125 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱業務従事者履歴・被ばく前歴の報告について 安全係 19950126 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 教育・訓練 教育及び訓練の実施について 安全係 19950126 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
技術基準特別認可申請

書
技術基準特別認可申請書の提出について 安全係 19950207 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 法令等 計量管理規定の承認について 安全係 19950208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設保安係員等の選任・解任について 安全係 19950210 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線施設の定期検査について（結果） 安全係 19950223 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱等業務従事履歴・被ばく前歴の報告について 安全係 19950302 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 RI関係 平成6年度RI設備及び放射性同位元素等の取扱業務実施者名簿の作成について 安全係 19950302 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設等変更許可申請書の提出について 安全係 19950303 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 教育・訓練 教育及び訓練の実施について 安全係 19950306 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 その他 特定案件事前評価の申請について 安全係 19950314 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安検査証の交付について 安全係 19950314 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
技術基準特別認可申請

書
技術基準特別認可の申請について 安全係 19950315 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設の改善計画書及び報告書の提出について 安全係 19950316 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設完成検査について 安全係 19950329 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設等変更承認について（通知） 安全係 19950406 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 RI関係 平成7年度RI設備及び放射線同位元素等の取扱業務実施者名簿の作成について 安全係 19950406 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ（冷凍）製造施設保安責任者及び代理者等の選出について 安全係 19950410 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安統括者等の解任について 安全係 19950414 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 19950424 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成6年度放射線管理状況報告書の提出について 安全係 19950623 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 特定施設 特定施設（騒音）設置届に係る所在地変更届について 安全係 19950628 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 特定施設 特定施設（騒音、振動）設置届に係る所在地変更届について（柴崎地区） 安全係 19950628 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 特定施設 特定施設（振動）設置届に係る所在地変更届について（千限地区） 安全係 19950628 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 金属材料技術研究所高圧ｶﾞｽ（冷凍）製造施設危害予防規定の制定について 安全係 19950701 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 金属材料技術研究所強限場研究施設高圧ｶﾞｽ（冷凍）危害予防規定の制定について 安全係 19950701 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱主任者の代理者の選出について 安全係 19950703 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成7年上期核燃料物質管理報告書の提出について 安全係 19950719 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ばい煙 ばい煙発生施設設置届出書に係る所在地変更届について 安全係 19950719 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ばい煙 ばい煙発生施設設置届出書に係る所在地変更届について（極限場研究施設） 安全係 19950719 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ（冷凍）代表者の変更届出書について 安全係 19950724 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 許可使用 許可使用に係る指名等の変更届について 安全係 19950724 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設完成検査（強磁場ｽﾃｰｼｮﾝ極低温冷却ｼｽﾃﾑ）について 安全係 19950808 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 一般高圧ｶﾞｽ保安規則第14条の適用について 安全係 19950814 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 19950814 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設等変更承認申請書（HIP装置）提出について 安全係 19950825 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 一般高圧ｶﾞｽ製造施設保安検査の申請について 安全係 19950828 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造（施設等変更）承認に伴う完成検査証の交付について 安全係 19950901 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設等の変更について（承認） 安全係 19950918 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設完成検査（材料創製棟HIP装置）について 安全係 19950919 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス 一般高圧ｶﾞｽ製造施設保安検査の申請について 安全係 19951004 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造（施設等変更）承認に伴う完成検査証の交付について 安全係 19951016 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 一般高圧ｶﾞｽ製造施設保安検査事前検査報告書の提出について 安全係 19951035 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 一般高圧ｶﾞｽ製造施設保安検査の申請について 安全係 19951214 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録（並木） 安全係 19960101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE日常点検記録　平成6年度 千現維持第2 19960101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE定期自主検査報告　平成6年度 千現維持第2 19960101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 液化ｶﾞｽ受入台帳　平成6年度 千現維持第2 19960101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安教育計画　平成6年度 千現維持第2 19960101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 平成7年度地下ﾀﾝｸ漏洩検査 桜施設第1 19960101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定の謄本に伴う審判請求書の提出について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ単結晶膜の合成法） 業務係 19950105 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第028438号に関する特許証の送付について 業務係 19950106 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第155897に関する特許証の送付について 業務係 19950106 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委託研究 委託開発課題及び委託企業の選定について（通知） 業務係 19950110 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び決定報告書の提出について 業務係 19950110 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（炭化ﾆｵﾌﾞﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯﾀｰ作製方法） 業務係 19950110 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証送達について（ｶﾞﾄﾞﾘﾆｳﾑｲﾝｼﾞｳﾑｶﾞﾙｳﾑｶﾞｰﾈｯﾄ） 業務係 19950110 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達（ﾌﾞﾛﾝｽﾞ様八ﾁﾀﾝ酸塩の製造方法） 業務係 19950110 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証について（強制対流方ﾌﾟﾗｽﾞﾏ反応炉） 業務係 19950110 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（Ta-S系化合物とその製造法） 業務係 19950110 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（希土類含有ﾌｯ化物ｶﾞﾗｽ） 業務係 19950110 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（誘導体磁気製造用原料粉末の製造方法） 業務係 19950110 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第272159号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19950111 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第67486号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19950112 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願061394号に関する審決 調査係 19950113 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（高純度鉛含有酸化物微粉末の製造方法） 業務係 19950117 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（誘電体微粉末の製造方法） 業務係 19950117 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の特分移転登録申請書の提出について（鉛含有酸化物微粉末の製法） 業務係 19950117 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（鉛含有酸化物微粉末の製法） 業務係 19950117 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 計画変更
「多段反射型炉を用いた光学用単結晶（ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ酸鉛等）製造技術」に関する計画変更について

（開発費の増額及び開発計画の変更）
業務係 19950119 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（高圧ｶﾞｽ容器のｼｰﾙ法） 業務係 19950119 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許登録済通知書 特許登録済通知書について（繊維状チタン酸カリウムの製法） 業務係 19950119 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許登録済通知書 特許登録済通知書について（繊維状チタン酸アルカリ金属の製造法） 業務係 19950119 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書提出の報告について（PLZTの製造方法） 業務係 19950119 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定について（複合六ﾁﾀﾝ酸ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ繊維の製造法） 業務係 19950119 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（結晶模型の作製方法） 業務係 19950120 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審判請求
審判請求理由補充書及び手続補正書の提出について（立方晶系の構造を有する新規なﾋﾞｽﾏｽ・ﾋ素酸

化物化合物の製造法）
業務係 19950120 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19950123 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 契約変更 国有特許権等実施契約の一部変更契約書（写）について 業務係 19950123 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の回送について（高純度鉛含有酸化物微粉末の製造方法） 業務係 19950124 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19950124 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 関連発明の国内出願に関する協議について（回答） 技術展開係 19950125 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願広告の決定の謄本について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ砥粒の製造方法） 業務係 19950125 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19950127 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について（粉末X線回折計） 業務係 19950130 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19950130 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（Bi5O7（NO3）の式で示される化合物及びその製造法） 業務係 19950201 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（粘土･天然繊維複合多孔体の製造方法） 業務係 19950201 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（Bi5O7（NO3）の製造法） 業務係 19950201 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について（NaxGaxTi6-xO12で示される単斜晶系ﾄﾝﾈﾙ構造を有する化合物及びその製造

法）
業務係 19950203 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（Cu2Ta5S8で示される単斜晶系の構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19950203 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第315163号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950206 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審判請求 審判請求理由補充書及び手続補正書の提出について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ単結晶膜の合成法） 業務係 19950206 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（X線励起電荷顕微鏡） 業務係 19950206 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書提出について（易燒結性圧電セラミックス粉末の製造法） 業務係 19950207 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う出願取下書提出の報告について（誘電体磁器製造用の易焼結性セラッミック

ス粉末の製造法）
業務係 19950207 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（Ba-Ta-S系化合物とその製造法） 業務係 19950207 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第232368号に関する特許証の送付について 業務係 19950208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第001102号に関する特許証の送付について 業務係 19950208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第210581号に関する特許証の送付について 業務係 19950208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第210580号に関する特許証の送付について 業務係 19950208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第20038号に関する特許証の送付について 業務係 19950208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第95178号に関する上申書の提出について 業務係 19950208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許共同出願No.08/313,339に関する通知について 業務係 19950208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（六ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19950208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 尋問書 尋問書に伴う審判請求理由補充書の提出について（ｶﾞﾗｽ設計支援装置） 業務係 19950208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（ﾋﾞｽﾏｽ化合物、その製造法と無機陰ｲｵﾝ交換） 業務係 19950209 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録補償金 国家公務員の職務発明等に対する登録補償金の支払いについて（平成6年度） 業務係 19950210 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第174698号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19950210 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術あっせん契約更新契約書（写）について「ﾁﾀﾝ酸繊維の製造法（溶触法）」 業務係 19950210 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272545号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950213 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19950214 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査 出願審査請求書等の提出の報告について（ｲｯﾄﾘｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑｶﾞｰﾈｯﾄの製造方法） 業務係 19950215 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19950216 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19950217 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（α-ｻｲｱﾛﾝ質焼結体およびその製造方法） 業務係 19950217 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許共同出願No.08/345920〔継続出願〕に関する通知について（旧No.08/030423） 業務係 19950221 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（高圧ｶﾞｽ容器のｼｰﾙ法） 業務係 19950221 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 国有特許の「実施許諾承認申請書」について（ﾓﾉｸﾛﾒｰﾀ用ﾎｳ化ｲｯﾄﾘｳﾑ単結晶の作製技術） 業務係 19950222 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第316226に関する特許証の発送について 業務係 19950223 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第154046号に関する特許証の送付について 業務係 19950223 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第262028号に関する特許証の送付について 業務係 19950223 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について(ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ原料粉末の製造方法） 業務係 19950223 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（高密度BZT系強誘電体ｾﾗﾐｯｸの製造方法） 業務係 19950223 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（高密度BZT系強誘電体ｾﾗﾐｯｸの製造方法） 業務係 19950223 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定の謄本に伴う審判請求書の提出について（燃焼炎複合高周波ﾌﾟﾗｽﾞﾏ発生装置） 業務係 19950224 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和63年特許願第137228号に係る審査請求見送りに伴う出願放棄について 調査係 19950301 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和60年特許願第014406号に関する出願公告の決定について 業務係 19950301 30 20260331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（無機化合物／金属薄膜二層構造X線対陰極） 業務係 19950301 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｱﾙﾐﾅ繊維又は膜状物の製造法） 業務係 19950301 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（微粒ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ焼結体の製造法） 業務係 19950301 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第341237号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19950302 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（三斜晶系構造のﾋﾞｽﾏｽ希土類酸化物固溶体とその

製造方法）
業務係 19950303 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（人口骨髄用ｱﾊﾟﾀｲﾄ多孔体） 業務係 19950303 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ｱﾊﾟﾀｲﾄを使用した人口臓器用容器） 業務係 19950303 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（超塑性炭化ｹｲ素焼結体の製造方法） 業務係 19950303 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（無機質ﾌｨﾗｰ含有ｴﾗｽﾄﾏｰの製造方法及び複合樹脂材料） 業務係 19950303 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（無機質ﾌｨﾗｰ含有樹脂組成物の製造方法） 業務係 19950303 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成01年特許願第057699号に関する出願放棄について 調査係 19950306 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達ついて（特に透過性に優れたｾﾗﾐｯｸｽ用粉末の製造法） 業務係 19950306 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（電気光学特性を有するｾﾗﾐｯｸの原料粉末の製造法） 業務係 19950306 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化が望まれる新技術の取扱について 業務係 19950306 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第202413号の拒絶査定の謄本に係る出願放棄について 調査係 19950307 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明に認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19950307 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第089547号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950307 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾘﾝ触媒によるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19950309 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ粉末の合成法） 業務係 19950309 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（X線ﾃﾞﾌﾗｸﾄﾒｰﾀ用試料ｶﾌﾟｾﾙ） 業務係 19950309 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾
国有特許の実施許諾承認申請について（多段反射型炉を用いた光学用単結晶（ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ酸鉛等）製

造技術）「実施許諾承認申請書」について（ﾓﾉｸﾛﾒｰﾀ用ﾎｳ化ｲｯﾄﾘｳﾑ単結晶の作製技術）
業務係 19950309 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19950310 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第095179号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950313 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の継承及び特許出願について 調査係 19950314 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19950314 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 実施許諾申請書の提出及び同実施契約の締結について 業務係 19950314 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録済の通知について（高純度鉛含有酸化物微粉末の製造方法） 業務係 19950315 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録済の通知について（誘電体微粉末の製造方法） 業務係 19950315 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の特分移転登録済の通知について（鉛含有酸化物微粉末の製法） 業務係 19950315 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録済の通知について（鉛含有微粉末の製造法） 業務係 19950315 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第252087号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19950317 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第106431号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19950320 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第418934号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19950320 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第184058号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19950320 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第211421号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19950320 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第075558号に関する意見書の提出について 業務係 19950320 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第266494号の拒絶査定の謄本に係る出願放棄について 調査係 19950322 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 オーストラリア特許出願№23459/92に関する通知について 業務係 19950322 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19950322 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術開発あっせん契約書（写）の提出について（ﾓﾉｸﾛﾒｰﾀ用ﾎｳ化ｲｯﾄﾘｳﾑ単結晶の作製技術） 業務係 19950322 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19950322 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う出願取下書提出について（立方晶系の構造を有する新規なビスマス・リン酸

化合物とその製造法）
業務係 19950323 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（複合六ﾁﾀﾝ酸ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ繊維の製造法） 業務係 19950324 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 国有特許権実施許諾承認申請書について（同軸型直衝突イオン散乱分光顕微鏡） 業務係 19950324 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 関連発明の国内出願に関する協議について（回答） 技術展開係 19950328 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19950328 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19950329 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（NaFe3V9O19の組成を持つ化合物及びその合成法） 業務係 19950329 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第065293号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19950330 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（超電導性ｾﾗﾐｯｸ厚膜の形成方法） 業務係 19950330 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（α-ｻｲｱﾛﾝ質焼結体およびその製造方法） 業務係 19950331 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審判請求 審判請求理由補充書及び手続補正書の提出について（燃焼炎複合高周波ﾌﾟﾗｽﾞﾏ発生装置） 業務係 19950331 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（Bi系酸化物超伝導体の製造方法） 業務係 19950331 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ﾋﾞｽﾏｽ系超伝導ｾﾗﾐｯｸ厚膜の製造法） 業務係 19950331 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（臭化物ｲｵﾝ又は塩化物ｲｵﾝの除去方

法）
業務係 19950331 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ﾖｳ化物ｲｵﾝの固化及び除去方法） 業務係 19950331 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 上申書 上申書の提出について（立方晶系の構造を有する新規なﾋﾞｽﾏｽﾋ素酸化物化合物の製造法） 業務係 19950331 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書と発明者誤記補正の手続補正書の提出について（ﾗﾝﾀﾝ遷移金属

ﾍﾟﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ型酸化物電極の製造方法）
業務係 19950331 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願No.08/356、964に係る書類の送付について 調査係 19950403 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願№08/128，762に関する特許証の送付について 業務係 19950403 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録補償金 国家公務員の職務発明等に対する登録補償金の支払いについて（通知）（平成6年度） 業務係 19950403 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 実施許諾申請書について 業務係 19950403 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272548号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19950403 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272549号の拒絶理由通書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19950403 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係る特許出願の協議について（無機質ﾌｨﾗｰ含有ｴﾗｽﾄﾏｰの製造方法及び複合樹脂材料） 業務係 19950404 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（無機質ﾌｨﾗｰ含有樹脂組成物の製造方法） 業務係 19950404 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定の謄本に伴う審判請求書の提出について（ｼﾗｽを単独原料として用いた黒色ｶﾞﾗｽの合成方

法）
業務係 19950406 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の任系及び決定報告書の提出について 業務係 19950406 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第075559号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19950407 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第242306号関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19950407 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第73168号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19950407 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19950407 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ及びその固容体の原料粉末の製造法） 業務係 19950407 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（焦点位置決定・補正法） 業務係 19950410 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶の製造方法） 業務係 19950412 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（組成式H2Ti5O11・nH2Oで示される単結晶の層状構造を有する化合物

及びその製造方法）
業務係 19950412 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（複合六チタン酸バリウム繊維の製造法） 業務係 19950412 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ系単結晶の育成法） 業務係 19950413 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定の謄本に伴う審判請求書の提出について（透光性高純度立法晶窒化ほう素焼結体の製造

法）
業務係 19950413 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術開発あっせん契約の解約について（協議）（ﾘﾝ酸ﾁﾀﾝ・ｶﾘｳﾑ単結晶の製造技術） 業務係 19950413 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19950417 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（多成分ｾﾗﾐｯｸｽ原料粉末の製造法） 業務係 19950419 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（硼化ランタン系単結晶とその育成法） 業務係 19950419 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（硼化ランタン系単結晶とその育成法） 業務係 19950419 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（アパタイト系セメント設計支援装置） 業務係 19950419 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（硼化希土類系単結晶とのその育成法） 業務係 19950419 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成01年特許第260114号の拒絶理由通知書について 調査係 19950420 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶規定の謄本に伴う出願取下書提出について（酸化亜鉛の透光性焼結体の製造法） 業務係 19950420 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19950421 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（薄片粒子が懸濁した新規ﾁﾀﾆｱｿﾞﾙおよびその製造方法） 業務係 19950421 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（自動設定原料供給単結晶育成装置） 業務係 19950421 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ｱﾙﾐﾅ繊維又は膜状物の製造法） 業務係 19950421 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（微粒ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ焼結体の製造法） 業務係 19950421 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 特許共同出願平成02年特許願第247359号に係る書類の送付について 調査係 19950424 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第046040号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19950424 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第303290号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19950424 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定の謄本に伴う審判請求理由補充書及び手続補正書の提出について（ｼﾗｽを単独原料として

用いた黒色ｶﾞﾗｽの合成方法）
業務係 19950424 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定の謄本に伴う審判請求書の提出について（ﾋﾞｽﾏｽ系超電導ｾﾗﾐｯｸ厚膜の形成方法） 業務係 19950425 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（低温焼結性ＰＺＴ系圧電セラミックス粉末の製造方法） 業務係 19950426 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（Na1-xTi2+xAI5-xO12化合物ウイスカーの製造法） 業務係 19950426 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（硼化ランタン系単結晶とその育成法） 業務係 19950426 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ペロブスカイト型微粉体の製造法） 業務係 19950426 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第269191号に関する意見書及び手続き補正諸の提出について 技術展開係 19950427 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願No.08/245,526に関する通知について 業務係 19950427 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 外国特許 英国特許出願No.9504882.4に係る書類の送付について 業務係 19950428 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第329479号の拒絶査定の謄本に係る出願放棄について 調査係 19950502 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第46469号に関する特許証の送付について 業務係 19950502 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第305853号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19950502 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第95178号に関する不受理通知について 業務係 19950502 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（立方晶B-C-N結晶の製造法） 業務係 19950508 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾎｳ素系化合物半導体を有する放射基板とその製法） 業務係 19950508 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願No.07/909、216に関する書類の送付について 調査係 19950509 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第103717号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19950510 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶査定の謄本に伴う出願取下書提出について（酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ単結晶の製造方法） 業務係 19950510 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審判請求 審判請求理由補充書の提出について（透光性高純度立法窒化ほう素焼結体の製造法） 業務係 19950515 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高周波電源出力安定化法） 業務係 19950517 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（単結晶自動育成法） 業務係 19950517 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術開発あっせん契約書（写）の提出について　（同軸型直衝突イオン散乱分光顕微鏡） 業務係 19950518 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第210583号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950519 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＥＰＣ特許出願 EPC特許共同出願No.92916222.0に関する通知について 業務係 19950522 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成02年特許願第059984号他に係る審査請求見送りに伴う出願放棄について 調査係 19950524 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第67486号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950525 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 解約契約 解約契約書（写）の提出について（ﾘﾝ酸ﾁﾀﾝ･ｶﾘｳﾑ単結晶の製造技術） 業務係 19950526 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願No.08/356,964に関する通知について 調査係 19950529 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第065284号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19950529 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 英国特許出願No.9504882.3に関する通知について 業務係 19950529 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19950529 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾘﾝ触媒によるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19950529 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ粉末の合成法） 業務係 19950529 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（X線ﾃﾞﾌﾗｸﾄﾒｰﾀ用試料ｶﾌﾟｾﾙ） 業務係 19950529 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（NaFe3V9O19の組成を持つ化合物及びその合成法） 業務係 19950529 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 仏国特許証の送達について（放射性よう素ｲｵﾝの除去方法） 業務係 19950529 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第341237号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950531 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高靱性窒化けい素焼結体の製造法） 業務係 19950531 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（黒鉛薄膜を有する金属炭化物とその製造法） 業務係 19950531 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許共同出願No.08/345920（継続出願）に関する通知について（旧No.08/030423） 業務係 19950601 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第299553号に関する特許証の送付について 業務係 19950602 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審判請求 審判請求理由補充書の提出について（ﾋﾞｽﾏｽ系超電導ｾﾗﾐｯｸ厚膜の形成方法） 業務係 19950606 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（高密度ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ焼結体の製造方

法）
業務係 19950606 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況ほうこくしょの提出について 業務係 19950607 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19950607 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について［（1-X）Ba4Na2Nb10O30 -ｘBa3NaX1-βZβNｂ10O30系物質とその

製造方法］
業務係 19950607 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（シンチレータ用ゲルマン酸ビスマス単結晶及びその製造法） 業務係 19950607 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許証（米国）の送達について（オーム性電極を備えたｃＢＮ半導体装置とその製造法） 業務係 19950607 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第126548号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950608 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（人口骨髄用ｱﾊﾟﾀｲﾄ多孔体） 業務係 19950612 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（ｱﾊﾟﾀｲﾄを使用した人口臓器用容器） 業務係 19950612 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う手続補正書の提出について（機器用保管器） 業務係 19950612 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第174698号に関する審判請求書の提出について 業務係 19950613 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｶﾙｼｳﾑ欠損ｱﾊﾟﾀｲﾄ単結晶の生成法） 業務係 19950614 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（生体親和性の高い水産ｱﾊﾟﾀｲﾄ） 業務係 19950614 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（一般式PdP2O6で示される斜方晶系の構造を有するﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ・ﾘﾝ酸化物

とその製造法）
業務係 19950614 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（光誘起屈折率変化を制御したスカンジウム添加ニオブ酸リチウム） 業務係 19950614 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（一般式PbPdO2で示される斜方晶系の構造を有する鉛・ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ酸化物化

合物からなる電気伝導材料）
業務係 19950614 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について（高周波ﾌﾟﾗｽﾞﾏ装置） 業務係 19950615 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19950616 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（超塑性炭化ｹｲ素焼結体とその製造方法） 業務係 19950619 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（窒化ほう素複合体製造方法） 業務係 19950619 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19950619 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ｱﾊﾟﾀｲﾄ皮膜の形成方法） 業務係 19950622 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書提出について（誘導体磁気製造用のｾﾗﾐｯｸｽ粉末の製造法） 業務係 19950622 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化が望まれる新技術の調査票の提出について 業務係 19950623 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（低温焼結性ＰＺＴ系圧電セラミックス粉末の製造方法） 業務係 19950626 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（硼化ランタン系単結晶とその育成法） 業務係 19950626 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（硼化ランタン系単結晶とその育成法） 業務係 19950626 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（Na1-xTi2+xAI5-xO12化合物ウイスカーの製造法） 業務係 19950626 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（硼化ランタン系単結晶とその育成法） 業務係 19950626 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について（組成式H2Ti5O11・nH2Oで示される単結晶の層状構造を有する化合物及

びその製造方法）
業務係 19950626 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（複合六チタン酸バリウム繊維の製造法） 業務係 19950626 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ペロブスカイト型微粉末体の製造法） 業務係 19950626 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（アパタイト系セメント設計支援装置） 業務係 19950626 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（硼化希土類系単結晶とのその育成法） 業務係 19950626 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国拒絶理由通知書によるｱﾒﾘｶ特許出願の放棄について 調査係 19950628 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和01年特許願第260113号に関する特許証の送付について 業務係 19950629 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第106431号に関する出願公告の決定について 業務係 19950629 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19950629 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19950629 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19950629 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第130039号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950629 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定の謄本に伴う審判請求書の提出について（粉末X線回折計） 業務係 19950631 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＥＰＣ特許出願 EPC特許出願No.92916222.0に関する通知について 業務係 19950703 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19950703 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第069398号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950703 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第252087号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19950706 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第319429号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19950706 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第086641号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19950706 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審判請求 審判請求理由補充書の提出について（粉末X線回折計） 業務係 19950707 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（ﾁﾀﾆｱｿﾞﾙとその製造方法） 業務係 19950710 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（斜方晶の層状構造を有するﾁﾀﾝ酸及びその製造方法） 業務係 19950712 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｵｰﾑ性電極を備えたｃBN半導体とその製造方法） 業務係 19950712 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（炭窒化ほう素の合成法） 業務係 19950712 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び決定報告書の提出について 業務係 19950713 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許異議申立 AT&T社特許出願平成01年特許願第030092号に関する特許異議申立について 業務係 19950713 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第242369号に関する拒絶査定について 調査係 19950717 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第316225号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19950717 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第316227号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19950717 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第174698号に関する手続補正書の提出について 業務係 19950717 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正書指令書に伴う手続補正書の提出について（ﾖｳ化物ｲｵﾝの固化及び除去方法） 業務係 19950717 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19950717 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（結晶質窒化ほう素の製造方法） 業務係 19950718 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許証（米国）の送達について（計算機支援ｶﾞﾗｽ組成設計装置および方法） 業務係 19950718 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願No.08/345920〔継続出願〕に関する通知について（旧No.08/030423） 業務係 19950719 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｲｷﾞﾘｽ特許出願No.9504882.3に関する通知について 業務係 19950719 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（一次元位置検出器付走査X線回折顕微鏡） 業務係 19950719 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（立方晶窒化ほう素のＰ－ｎ接合型発光素子） 業務係 19950719 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ムライト繊維又は膜状物の製造法） 業務係 19950719 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（高靱性窒化けい素焼結体の製造法） 業務係 19950720 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（高周波電源出力安定化法） 業務係 19950720 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（単結晶自動育成法） 業務係 19950720 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（立方晶B-C-N結晶の製造法） 業務係 19950720 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（黒鉛薄膜を有する金属炭化物とその製造法） 業務係 19950720 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19950721 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第103717号に関する出願公告の決定について 業務係 19950721 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継につい（流動試料法X線回折装置） 業務係 19950721 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（微細空孔で構成される粘土・水ｶﾞﾗｽ･不燃繊維複合多孔

体とその製造方法）
業務係 19950721 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書提出について（酸化物高温超電導体） 業務係 19950725 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第134179号に関する特許証の送付について 業務係 19950726 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願No.08/356,964に関する通知について 調査係 19950727 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（結晶模型の作製装置） 業務係 19950727 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成方法） 業務係 19950727 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（酸化物超電導膜用基板及びその製造法） 業務係 19950727 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（立法晶窒化ほう素からなる紫外線、粒子線励起発行材料） 業務係 19950727 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第075558号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950728 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第130038号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19950731 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許異議申立 AT&T社特許出願平成01年特許願第030092号に関する特許異議弁駁書の提出について 業務係 19950731 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化が望まれる新技術の募集について 業務係 19950801 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許異議決定謄本 特許異議の決定謄本について（ガドリニウムイットリウム鉄ガーネット固溶体単結晶の製造方法） 業務係 19950801 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（高温で安定な立方晶炭化珪素-金属炭窒化物固溶体とその合成方

法）
業務係 19950802 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｱﾊﾟﾀｲﾄと金、銀又はそれらの合金とからなる複合体の製造法） 業務係 19950802 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第242326号の拒絶査定の謄本に係る出願放棄について 調査係 19950804 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（親油性無機充塡材および複合樹脂組成物） 業務係 19950807 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（高靱性炭化ｹｲ素焼結体および製造方法） 業務係 19950807 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求につい（流動試料法X線回折装置） 業務係 19950808 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19950809 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ﾋﾞｽﾏｽ系超電導ｾﾗﾐｯｸｽ配向厚膜の形

成方法）
業務係 19950809 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ系単結晶の育成法） 業務係 19950809 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（チタン酸ジルコニウム系セラミックスの製造方法） 業務係 19950814 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（チタン酸ジルコニウム系セラミックスの製造方法） 業務係 19950814 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許 特許権の送達について（ジルコン酸鉛の製造方法） 業務係 19950814 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ジルコン酸鉛の製造方法） 業務係 19950814 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ﾗﾝﾀﾝ遷移金属ﾍﾟﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ型酸化物電

極の製造方法）
業務係 19950816 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19950821 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第026919号に関する拒絶査定について 技術展開係 19950822 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について特許査定の謄本について（Bi系酸化物超電導体の製造方法） 業務係 19950823 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19950823 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272548号に関する審判請求書の提出について 業務係 19950824 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について［（1-X）Ba4Na2Nb10O30 -ｘBa3NaX1-βZβNｂ10O30系物質とその製造方

法］
業務係 19950824 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ｶﾙｼｳﾑ欠損ｱﾊﾟﾀｲﾄ単結晶の生成法） 業務係 19950824 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（生体親和性の高い水産ｱﾊﾟﾀｲﾄ） 業務係 19950824 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について（一般式PdP2O6で示される斜方晶系の構造を有するﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ・ﾘﾝ酸化物と

その製造法）
業務係 19950824 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（光誘起屈折率変化を制御したスカンジウム添加ニオブ酸リチウム） 業務係 19950824 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（シンチレータ用ゲルマン酸ビスマス単結晶及びその製造法） 業務係 19950824 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について（一般式PbPdO2で示される斜方晶系の構造を有する鉛・ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ酸化物化合

物からなる電気伝導材料）
業務係 19950824 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（立法晶窒化ﾎｳ素大型単結晶の育成方法） 業務係 19950829 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第184699号に関する特許証の送付について 業務係 19950831 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＥＰＣ特許出願 EPC特許出願No.92916222.0に関する通知について 業務係 19950831 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承認について（五十ﾎｳ化ｲｯﾄﾘｳﾑ結晶体の製造法） 業務係 19950901 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19950904 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（粉末分散多段湿式法による強誘電性ｾﾗﾐｯｸｽの製法） 業務係 19950905 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（多段湿式法による強誘電性ｾﾗﾐｯｸｽの製造方法） 業務係 19950905 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（x線ﾓﾉｸﾛﾒｰﾀ用材料） 業務係 19950905 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（Ag７TａＳ６で示される立方晶系の構造を有する化合物及びその製造

法）
業務係 19950906 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（AgTａＳ３で示される斜方晶系の構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19950906 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（親油性無機充塡材および複合樹脂組成物） 業務係 19950907 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について 業務係 19950908 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第046040号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950911 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第138439号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19950911 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第065284号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950913 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ｼﾗｽを単独原料として用いた黒色ｶﾞﾗｽの合成方法） 業務係 19950913 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の毛低の謄本について（ﾃﾙﾋﾞｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ並びにその製法） 業務係 19950913 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（一次元走査X線回折顕微鏡） 業務係 19950913 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（磁気光学結晶膜成膜用ｶﾞｰﾈｯﾄ基板単結晶及びその製造方法） 業務係 19950913 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（放射性ﾖｳ素ｲｵﾝの除去方法） 業務係 19950913 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（放射性ﾖｳ素ｲｵﾝの除去方法） 業務係 19950913 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成01年特許願第309000号に関する特許査定の謄本について 業務係 19950914 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（タングステンを含有するペロブスカイト型化合物の製造法） 業務係 19950914 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第075559号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19950918 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ﾎﾟﾘﾏｰ重合触媒） 業務係 19950918 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願に協議について（ﾎﾟﾘﾏｰ重合触媒） 業務係 19950919 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許 無機絶縁酸化物超伝導ｹｰﾌﾞﾙ 業務係 19950920 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（NaxTi2‐xGa4＋ｘO10（O≦X≦1.0）で示されるﾄﾝﾈﾙ型構造を有

する化合物及びその製造方法）
業務係 19950920 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（ﾃﾙﾋﾞｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ単結晶とその製造法） 業務係 19950920 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請の提出について（粉末分散多段湿式法によるｾﾗﾐｯｸｽの製法） 業務係 19950920 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申書の提出について（多段湿式法による強誘電性ｾﾗﾐｯｸｽの製造方法） 業務係 19950920 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（燃焼炎を用いたｾﾗﾐｯｸｽの簡易ｴｯﾁﾝｸﾞ法） 業務係 19950920 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（希土類元素を含む超電導酸化物薄膜の形成方法） 業務係 19950920 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19950922 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19950925 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19950925 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（靱性に優れた炭化ｹｲ素焼結体および製造方法） 業務係 19950925 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第264003号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950927 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（酸化物超電導線材またはﾃｰﾌﾟ状体の製造法） 業務係 19950927 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19950928 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（酸化物超電導膜用基板及びその製造法） 業務係 19950928 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（斜方晶の層状構造を有するﾁﾀﾝ酸及びその製造方法） 業務係 19950928 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（立法晶窒化ほう素からなる紫外線、粒子線励起発行材料） 業務係 19950928 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ｱﾊﾟﾀｲﾄと金、銀又はそれらの合金とからなる複合体の製造法） 業務係 19950928 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ｵｰﾑ性電極を備えたｃBN半導体とその製造方法） 業務係 19950928 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（炭窒化ほう素の合成法） 業務係 19950928 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ムライト繊維又は膜状物の製造法） 業務係 19950928 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第319429号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950929 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第316225号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950929 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第316227号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19950929 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（立方晶窒化ほう素のＰ－ｎ接合型発光素子） 業務係 19950929 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係わる認定及び決定報告書の提出について 業務係 19951002 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（YB50単結晶の製造方法） 業務係 19951002 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第322318号に関する特許証の送付について 業務係 19951004 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許共同出願No.08/313,339に関する通知について 業務係 19951004 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（機器用保管器） 業務係 19951004 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（耐熱性断熱材料とその製造方法） 業務係 19951004 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高周波電源出力安定装置とこの装置を用いた単結晶自動育成装置） 業務係 19951004 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（正方晶系の構造を有するﾋﾞｽﾏｽ・ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ・銅酸化物とその製造法） 業務係 19951004 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和62年特許願第222920号に関する特許証の送付について 業務係 19951005 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第130038号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19951006 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第341238号に関する特許証の送付について 業務係 19951007 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第173624号に関する意見書の提供について 業務係 19951009 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第095178号に関する意見書に代わる手続補正書の提出について 業務係 19951009 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 関連発明の国内出願に関する協議について（回答） 技術展開係 19951011 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び決定報告書の提出について 業務係 19951012 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ﾋﾞｽﾏｽ系超伝導ｾﾗﾐｯｸ厚膜の製造法） 業務係 19951016 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（易焼結性の酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ粉末及びｲｯﾄﾘｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑｶﾞｰ

ﾈｯﾄ粉末の製造方法）
業務係 19951016 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 計画変更
「多段反射型炉を用いた光学用単結晶（ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ酸鉛等）製造技術」に関する計画変更について

（開発期間の変更）
業務係 19951018 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告
出願公告の決定の謄本について（BaV10－XO17（0記号＜X＜0.7）の組成を持つ化合物及びその合

成法）
業務係 19951018 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（高密度ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄｾﾗﾐｯｸｽの製造法） 業務係 19951018 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（βーBaB2O4単結晶の製造方法） 業務係 19951018 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（炭窒化ほう素の合成法） 業務係 19951018 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（光照射併用ﾌﾟﾗｽﾞﾏCVD法による硬質窒化ﾎｳ素の製造法） 業務係 19951018 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許証（米国）の送達について（オーム性電極を持つｃＢＮ半導体素子の作製法） 業務係 19951018 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願No.08/398174に関する通知について 業務係 19951023 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第252087号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19951025 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（Y‐B系化合物とその製造方法） 業務係 19951025 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（立方晶系の構造を有する新規なﾋﾞｽﾏｽﾋ素酸化物化合物の製造法） 業務係 19951025 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（Ag７TａＳ６で示される立方晶系の構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19951026 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（AgTａＳ３で示される斜方晶系の構造を有する化合物及びその製造法） 業務係 19951026 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許異議弁駁書 ﾍｷｽﾄ社特許出願平成01年特許願第024100号に関する特許異議弁駁書の提出について 業務係 19951027 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第418934号に関する意見書及び手続補正書の提出について 業務係 19951030 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＥＰＣ特許出願 EPC特許出願No.92916222.0に関する通知について 業務係 19951031 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第184718号に関する特許証の送付について 業務係 19951101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（高周波ﾌﾟﾗｽﾞﾏ装置） 業務係 19951101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ砥粒の製造方法） 業務係 19951101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（無機水酸化物沈殿の形成方法） 業務係 19951101 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（3相間分配法・分離法） 業務係 19951102 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和６３年特許願第３２３５４５号に関する特許証の送付について 業務係 19951106 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第257027号に関する特許証の送付について 業務係 19951106 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成01年特許願第237293号に関する特許査定について 業務係 19951106 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19951106 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（光学素子用ｽｶﾝｼﾞｳﾑ添加ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ

単結晶）
業務係 19951106 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権等実施契約の解約について（協議）（ダイヤモンド膜の低圧気相合成技術） 業務係 19951106 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 尋問書 尋問書に伴う回答書の提出について（ｶﾞﾗｽ設計支援装置） 業務係 19951107 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19951107 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（粘土複合多孔体とそのそ製造方法） 業務係 19951107 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272549号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19951108 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ積層構造皮膜体とその製

造方法）
業務係 19951113 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19951114 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第065293号に関する審判請求書の提出について 業務係 19951115 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19951116 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（3相間分配法による金属ｲｵﾝの分離方法） 業務係 19951117 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について薄片状酸化ﾁﾀﾝおよびその集合体である多孔体とそれらの製造方法 業務係 19951117 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（ﾋﾞｽﾏｽ鉛化合物） 業務係 19951117 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定の謄本に伴う出願取下書の提出について（簡易型一次元走査Ｘ線回折顕微鏡） 業務係 19951121 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定の謄本に伴う出願取下書の提出について（モノクロメータ付簡易型一次元走査Ｘ線回析顕

微鏡）
業務係 19951121 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和63年特許願第080020号に関する書類の送付について 業務係 19951122 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272545号に関する特許査定について 業務係 19951122 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19951127 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19951127 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（PLZTの製造方法） 業務係 19951127 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第086641号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19951129 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19951205 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第075559号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19951206 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（廃ﾀｲﾔのｶﾞｽ化処理装置） 業務係 19951206 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（磁気光学結晶膜成膜用ｶﾞｰﾈｯﾄ基板単結晶及びその製造方法） 業務係 19951208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（酸化物超電導線材またはﾃｰﾌﾟ状体の製造法） 業務係 19951208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（耐熱性断熱材料とその製造方法） 業務係 19951208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（燃焼炎を用いたｾﾗﾐｯｸｽの簡易ｴｯﾁﾝｸﾞ法） 業務係 19951208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（高周波電源出力安定化装置とこの装置を用いた単結晶自動育成装置） 業務係 19951208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（希土類元素を含む超電導酸化物薄膜の形成方法） 業務係 19951208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（正方晶系の構造を有するﾋﾞｽﾏｽ・ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ・銅酸化物とその製造法） 業務係 19951208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（放射性ﾖｳ素ｲｵﾝの除去方法） 業務係 19951208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（放射性ﾖｳ素ｲｵﾝの除去方法） 業務係 19951208 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について 業務係 19951212 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第095179号に関する特許査定について 業務係 19951213 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第095178号に関する出願公告の決定の謄本について 業務係 19951213 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和60年特許願第014406号に関する審決書の謄本について 業務係 19951213 30 20260331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の謄本について（Bi5O7（NO3）の式で示される化合物及びその製造法） 業務係 19951213 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（粘土･天然繊維複合多孔体の製造方法） 業務係 19951213 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（六ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19951213 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19951213 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（Bi5O7（NO3）の製造法） 業務係 19951213 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願公告 出願公告の決定の謄本について（窒素けい素系ｾﾗﾐｯｸｽ設計支援装置） 業務係 19951213 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他 「多段反射型炉を用いた光学用単結晶（ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ酸鉛等）製造技術」に関する取扱いについて 業務係 19951214 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19951214 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＥＰＣ特許出願 EPC特許共同出願No.92916222.0に関する通知について 業務係 19951215 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19951215 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（SiC焼結体とその製造方法） 業務係 19951218 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録済の通知について（粉末分散多段湿式法による強誘電性ｾﾗﾐｯｸｽの製法） 業務係 19951219 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録済の通知について（多段湿式法による強誘電性ｾﾗﾐｯｸｽの製造方法） 業務係 19951219 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（酸化物単結晶の製造方法） 業務係 19951220 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（無機化合物／金属薄膜二層構造X線対陰極） 業務係 19951220 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（βーBaB2O4単結晶の製造方法） 業務係 19951222 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（炭窒化ほう素の合成法） 業務係 19951222 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ砥粒の製造方法） 業務係 19951222 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（光照射併用ﾌﾟﾗｽﾞﾏCVD法による硬質窒化ﾎｳ素の製造法） 業務係 19951222 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第167014号に関する特許証の送付について 業務係 19951227 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成5年特許願第067368号に関する特許証の送付について 業務係 19951227 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19951227 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願No.08/398174に関する通知について 業務係 19951227 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について 業務係 19951227 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19951227 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程類の改正及び制定（金属材料技術研究所　Ｈ．5～7） 法規係 19960101 30 20261231 紙 総務室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 平成七年度　西山記念賞　（社）日本鉄鋼協会 人事係 19950209 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 第八回日本IBM科学賞　「日本IBM科学賞」事務局　平成六年度　管理部企画課調査係 人事係 19950210 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 第30回　日本科学技術情報ｾﾝﾀｰ賞　日本科学技術情報ｾﾝﾀｰ　企画室技術展開係 人事係 19950315 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 第55回注目発明 人事係 19950403 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 第9回日本IBM科学賞 人事係 19950711 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 第16回村上奨励賞受賞候補者 人事係 19950725 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 第17回（平成8年度）本多記念研究奨励賞 人事係 19950727 30 20251231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

平成８年度

総務部門 調達室 契約 平成9年度及び平成10年度における競争参加者の資格に関する公示について 契約係 19961220 30 20270331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 経理室 資産 国際規制物資管理報告について（平成7年下期） 管財係 19960105 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（特定国有財産整備特別会計引渡対象財産）の用途廃止について 管財係 19960208 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（科学技術庁金属材料技術研究所）の所管換について 管財係 19960227 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 通知書 工事決定通知書 管財係 19960304 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（特定国有財産整備特別会計引渡対象財産）の所管換について 管財係 19960305 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（土地）の使用について 管財係 19960311 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 資産 行政財産（特定国有財産整備特別会計引渡対象財産）の所管換（渡）について 管財係 19960315 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（特定国有財産整備特別会計引渡対象財産）の用途廃止について 管財係 19960315 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 承諾書 管財係 19960315 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令
「「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱の基準について」通達の一部改正に伴う留意

事項について」通達の一部改正等について
管財係 19960321 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令
「「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱いの基準について」通達の一部改正に伴う留

意事項について」通達の一部改正について
管財係 19960322 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可更新について 管財係 19960325 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 「普通財産貸付事務処理要項について」通達の一部改正について 管財係 19960327 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令
「国有財産特別措置法の規定により普通財産を減額譲渡又は貸付けする場合の取扱いについて」通

達の一部改正について
管財係 19960327 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 「普通財産（土地）を分譲地等として売り払う場合の取扱いについて」通達の一部改正について 管財係 19960328 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 特定国有財産整備計画の決定に伴う行政財産の所管換について 管財係 19960329 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 「口座別国有財産増減調書の提出について」の一部改正について　他 管財係 19960401 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令
「普通財産（土地）を分譲地等として売り払う場合の取り扱いについて」通達の一部改正等につい

て
管財係 19960401 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 「口座別国有財産増減調書の提出について」の一部改正について 管財係 19960401 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産登録資料の送付について 管財係 19960410 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 各省各庁の部局等調べについて 管財係 19960416 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 内閣及び総理府所管国有財産取扱規則第30条に基づく報告について 管財係 19960422 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成8年度官庁営繕関係の支出委任及び大臣協議に係る事務手続き等について 管財係 19960501 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産に係る大蔵省通達の一部改正について 管財係 19960516 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 建設設備計画基準について 管財係 19960516 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 建築工事積算基準及び共通費算定の運用の一部改正について 管財係 19960530 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国家財産の引き渡しについて 管財係 19960605 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の引渡しについて 管財係 19960610 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成7年度「庁舎等使用現況及び見込報告書」について 管財係 19960613 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産の用途廃止について 管財係 19960624 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成7年度庁舎等使用現況及び見込報告書について 管財係 19960625 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 「地上権等」及び「特許権等」の内訳調書の提出について 管財係 19960710 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成7年度国有財産増減及び現在額報告書の提出について 管財係 19960717 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可について 管財係 19960723 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産の用途廃止について 管財係 19960731 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の引渡しについて 管財係 19960731 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 庁舎敷地の取得等予定及び営繕計画に関する調書について 管財係 19960813 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 庁舎敷地の取得等予定及び営繕計画に関する調書について 管財係 19960816 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 資産 平成8年度国有財産見込現在額報告書について 管財係 19960829 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産の引継について 管財係 19960904 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産の庁舎の新築等に係る通知及び特殊法人の主たる事務所の新設等に係る通知について 管財係 19960905 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用承認について 管財係 19960925 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（日本電信電話株式会社） 管財係 19960926 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について 管財係 19960930 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産工事承認申請について 管財係 19961016 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の修繕・模様替承認申請について 管財係 19961028 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産の用途廃止について 管財係 19961129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について 管財係 19961212 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成8年度官庁建物実態調査について（回答） 管財係 19961217 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産見込現在額報告書について 管財係 19961225 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の引渡しについて 管財係 19961226 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 平成8年度高圧ｶﾞｽ製造施設保安検査について（通知） 安全係 19960109 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成7年10月～12月分）のﾋｱﾘﾝｸﾞについて（通知） 並木施設維持係 19960122 30 20261231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成7年10月～12月分） 並木施設維持係 19960213 30 20261231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成8年1月～3月分）について（通知） 並木施設維持係 19960607 30 20261231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成8年4月～6月分） 並木施設維持係 19960805 30 20261231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ガス ｶﾞｽ需給契約書の締結について 管財係 19960813 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成8年7月～9月分） 並木施設維持係 19961025 30 20261231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 計画通知書（建築物）について 施設管理・建設係 19961108 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 建築工事届の提出について 施設管理・建設係 19961108 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 放射線 金属材料技術研究所放射線障害予防規定の細則等の改正について 安全係 19961129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 工事完了届の提出について 施設管理・建設係 19961227 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 ｽｸﾘｭｰ冷凍機及び空冷ﾁﾗｰ点検整備　平成7年度 千現施設維持第１係 19970101 30 20261231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成7年度 千現施設維持第１係 19970101 30 20261231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成7年度 千現施設維持第１係 19970101 30 20261231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成7年度 千現施設維持第１係 19970101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 簡易専用水道管理検査　平成7年度 千現施設維持第１係 19970101 30 20261231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成7年度下期核燃料物質管理報告の提出について 安全係 19960109 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安検査証の交付について 安全係 19960109 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安検査証の交付について 安全係 19960117 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造届出書（冷凍）の提出について 安全係 19960124 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 一般高圧ｶﾞｽ製造施設保安検査事前検査報告書の提出について 安全係 19960124 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設等変更承認申請について（ヘリウム液化回収施設） 安全係 19960125 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設等変更承認申請書（磁界棟液貯槽No.2）の提出について 安全係 19960216 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安検査証の交付について 安全係 19960226 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 国際規制物質使用変更届の提出（住所変更）について 安全係 19960229 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設等（磁界棟液化窒素貯槽№2）の変更について（承認） 安全係 19960304 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線発生装置の使用許可申請書の届について 安全係 19960305 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 変電設備 変電設備設置届書の提出について 施設係 19960307 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設完成検査（磁界棟液化窒素貯槽）№2）について 安全係 19960315 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造届の受理について（通知） 安全係 19960321 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射性同位元素等 放射性同位元素の安全管理の徹底について 安全係 19960321 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射性同位元素等 放射性同位元素の使用承認に係る軽微な変更（ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ）の届出について 安全係 19960325 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設等変更承認について（ヘリウム液化回収施設） 安全係 19960325 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 完成検査 製造施設完成検査申請書の提出について（ヘリウム液化回収施設） 安全係 19960326 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造（施設等変更）承認に伴う完成検査証の交付について 安全係 19960329 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用施設等設置届出書の提出について 安全係 19960329 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 火気取締責任者の指名の解除について 安全係 19960329 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 RI関係 平成8年度RI設備及び放射性同位元素等の取扱業務実施者名簿の作成について 安全係 19960401 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者等の選、解任及び届出について 安全係 19960401 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 エックス線取扱責任者及び検査員の指名について 安全係 19960401 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 RI関係 平成8年度RI設備及び放射性同位元素等の取扱業務実施者の登録について 安全係 19960402 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 エックス線装置の届出について（設置届、廃止届） 安全係 19960402 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ施設配管工事等完成検査報告書の提出について 施設係 19960411 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 完成検査 完成検査事前検査記録について 施設係 19960411 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 19960416 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線施設の廃止に伴う措置の報告書（ガスクロマトグラフ装置）の提出について 安全係 19960509 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 設備届（廃止）の届出について 安全係 19960517 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射性同位元素等 放射性同位元素の使用の承認について 安全係 19960527 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 一般高圧ガス製造施設保安検査の申請について 安全係 19960604 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成7年度放射線管理状況報告書の提出について 安全係 19960606 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設保安検査の申請について（冷凍） 安全係 19960611 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 エックス線 エックス線装置の届出について　（設置届） 安全係 19960701 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成8年上期核燃料物質管理報告書の提出について 安全係 19960702 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線施設等実態調査の実施について 安全係 19960702 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 一般高圧ガス製造施設保安検査の申請について 安全係 19960703 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 一般高圧ガス製造施設保安検査事前検査報告書の提出について 安全係 19960703 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者等、同代理者の選・解任及び届け出について 安全係 19960703 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 国際規制物資管理報告について　（平成8年上期） 安全係 19960703 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線施設等実態調査の実施について（報告） 安全係 19960717 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解雇）届出書の提出について 安全係 19960722 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 エックス線取扱責任者及び検査員の指名について 安全係 19960724 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 国際規制物質使用変更届の提出について 安全係 19960813 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 19960816 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 19960906 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 RI関係 平成8年度RI設備及び放射性同位元素等の取扱業務実施者名簿への登録について 安全係 19960913 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 一般高圧ガス製造施設保安検査事前検査報告書の提出について 安全係 19960917 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書について 安全係 19960918 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 検査申請書 施設検査申請書（極限場研究施設　放射線発生装置）について 安全係 19961003 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 19961007 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 承認使用 承認使用に係る変更承認申請書に届出について 安全係 19961008 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 19961009 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 火気取締責任者の指名および解除について 安全係 19961009 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 ｴｯｸｽ線取扱責任者及び検査員の指名について 安全係 19961014 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付及び高圧ガス保安協会保安検査受検届書の提出のついて 安全係 19961016 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 RI関係 平成8年度RI設備及び放射性同位元素等の取扱業務実施者名簿への登録について 安全係 19961021 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 ｴｯｸｽ線装置届（設置・廃止）の届出について 安全係 19961022 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全係 19961025 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 RI関係 平成7年度RI設備及び放射性同位元素等の取扱業務実施者の登録について 安全係 19961109 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射性同位元素等 放射性同位元素等の承認使用に係る変更の承認について 安全係 19961114 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 国際規制物質使用変更届の提出について 安全係 19961115 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 検査通知書 検査通知書(施設検査　極限研究施設　放射線発生装置）について 安全係 19961205 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 極限場研究施設　放射線発生装置放射線取扱主任者等の指名について 安全係 19961208 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更承認申請について（増設） 安全係 19961224 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 冷凍保安責任者 冷凍保安責任者の代理者の選・解任及び届出について 安全係 19961224 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更承認について 安全係 19961225 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE日常点検記録　平成7年度 千現維持第2 19970101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE定期自主検査報告　平成7年度 千現維持第2 19970101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 液化ｶﾞｽ受入台帳　平成7年度 千現維持第2 19970101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安教育計画　平成7年度 千現維持第2 19970101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安教育実施記録　平成7年度 千現維持第2 19970101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特殊ｶﾞｽ防災設備点検整備　平成7年度 桜施設第2係 19970101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特殊ｶﾞｽ防災設備点検整備　平成8年度 桜施設第2係 19970101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 平成8年度地下ﾀﾝｸ漏洩検査 桜施設第1 19970101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許 ｾﾗﾐｯｸﾎｰﾝを用いた超音波発振装置(品川白煉瓦との共同出願) 業務係 19960101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許 超電導材料の製造方法(１)(新日鉄との共同出願)638 業務係 19960101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許 Bi系酸化物超電導体の製造法（ｲ）650 業務係 19960101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許 酸化物高温超電導厚膜の製法（三井金属工業との共願）655 業務係 19960101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許 酸化物超電導体（三菱重工業との共同出願）656 業務係 19960101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係わる認定及び決定報告書の提出について 業務係 19960105 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第089547号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960109 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の謄本について（超電導性ｾﾗﾐｯｸ厚膜の形成方法） 業務係 19960112 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（機器用保管器） 業務係 19960117 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（誘電体共振器材料の製造方法） 業務係 19960117 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成04年特許願第218493号に関する特許証の送付について 業務係 19960119 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（衝撃試料回収法） 業務係 19960119 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 専用実施権 「高周波電源出力安定化装置」に関する特許の専用実施権設定申込書（変更） 業務係 19960122 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び決定報告書の提出について 業務係 19960122 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について（X線導管光学系による薄膜X線回折装置） 業務係 19960122 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19960123 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19960123 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 協力依頼 「もんじゅﾅﾄﾘｳﾑ漏えい事故の原因究明の今後の進め方について」に係る協力依頼 技術展開係 19960129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録補償金 国家公務員の職務発明等に対する登録補償金の支払いについて（平成7年度） 業務係 19960129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（Bi5O7（NO3）の式で示される化合物及びその製造法） 業務係 19960129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高圧下における溶液からの結晶の育成方法と装置） 業務係 19960129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（粘土･天然繊維複合多孔体の製造方法） 業務係 19960129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（六ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19960129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾌﾟﾗｽﾞﾏを用いるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19960129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（Bi5O7（NO3）の製造法） 業務係 19960129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（廃ﾀｲﾔのｶﾞｽ化処理装置） 業務係 19960129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（一次元位置検出器付走査X線回折顕微鏡） 業務係 19960129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶の製造方法） 業務係 19960129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第173624号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960131 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許共同出願平成02年特許願第247359号に関する特許査定の謄本について 調査係 19960201 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審決 審決の謄本について（高圧ｶﾞｽ容器のｼｰﾙ法） 業務係 19960201 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第095179号に関する特許証の送付について 業務係 19960202 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ﾋﾞｽﾏｽ系超電導ｾﾗﾐｯｸｽ配向厚膜の形

成方法）
業務係 19960202 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（水中有機塩素化合物浄化触媒） 業務係 19960202 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（水中有機塩素化合物浄化触媒） 業務係 19960202 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（X線励起電荷顕微鏡） 業務係 19960202 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ｾﾗﾐｯｸ薄膜透光体の製造方法） 業務係 19960202 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ｾﾗﾐｯｸ薄膜透光体の製造方法） 業務係 19960202 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272545号に関する特許証の送付について 業務係 19960206 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和60年特許願第014406号に関する特許証の送付について 業務係 19960206 30 20260331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第138439号に関する特許査定について 業務係 19960207 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 「新技術あっせん受託契約書」に係る通知について 業務係 19960213 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（衝撃試料回収方法） 業務係 19960214 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定の謄本に伴う審判請求書の提出について（極高真空用真空計） 業務係 19960215 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（β型窒化ｹｲ素質焼結体） 業務係 19960215 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（複合セラミックスの製造方法） 業務係 19960220 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（複合セラミックスの製造方法） 業務係 19960220 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第210583号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960221 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 国有特許権等の実施権（変更）の許諾について（承認）（高周波電源出力安定化装置） 業務係 19960221 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾋﾞｽﾏｽ系超伝導ｾﾗﾐｯｸ厚膜の製造法） 業務係 19960221 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第065293号に関する審判請求理由補充書の提出について 業務係 19960222 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第174698号に関する審判請求理由補充書の提出について 業務係 19960222 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19960222 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権実施状況報告書の提出について 業務係 19960222 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19960223 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書に代わる手続補正書の提出について（酸化物超電導線およびﾃｰﾌﾟ状体

の製造法）
業務係 19960223 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（薄片状酸化ﾁﾀﾝおよびその集合多孔体とそれらの

製造方法）
業務係 19960223 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272548号に関する手続補正書（方式）の提出について 業務係 19960226 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 「高分解能電子ｴﾈﾙｷﾞｰ損失分光装置」に関する新技術開発成果実施契約等の更新について 業務係 19960305 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第315163号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960306 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第242306号に関する審判請求書の提出について 業務係 19960307 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（無機化合物／金属薄膜二層構造X線対陰極） 業務係 19960307 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（超電導性ｾﾗﾐｯｸ厚膜の形成方法） 業務係 19960307 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成02年特許願269199号に係わる書類の送付について 調査係 19960311 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19960311 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術あっせん契約改訂契約書（写）の提出について 業務係 19960311 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19960311 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（臭化物ｲｵﾝ又は塩化物ｲｵﾝの除去方

法）
業務係 19960311 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について 業務係 19960312 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第089547号に関する特許証の送付について 業務係 19960312 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施申込 国有特許権等実施申込み書について（生物ｱﾊﾟﾀｲﾄ複合体の製造技術） 業務係 19960312 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第067486号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960313 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（合成用高圧高温装置の発生温度の検知ならびに合成温度制御法） 業務係 19960313 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（光学素子用ｽｶﾝｼﾞｳﾑ添加ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶） 業務係 19960313 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（酸化物単結晶の製造方法） 業務係 19960313 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正書の提出について（極高真空用真空計） 業務係 19960315 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（水中有機塩素化合物浄化触媒） 業務係 19960315 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（水中有機塩素化合物浄化触媒） 業務係 19960315 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（骨誘導能ないしは伝導能を有する薬剤徐放可能な生体活

性体生体吸収型有機無機複合体）
業務係 19960315 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（希土類元素を含む分散粒子系超伝導酸化物薄膜の製造方

法）
業務係 19960315 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＥＰＣ特許出願 EPC特許共同出願No.92916222.0に関する通知について 業務係 19960318 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 更新契約 更新契約書（写）の提出について（高分解能電子ｴﾈﾙｷﾞｰ損失分光装置） 業務係 19960318 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（立方晶窒化ほう素の製造方法） 業務係 19960318 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成01年特許願第296270号の拒絶理由通知書について 業務係 19960319 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第253600号に関する特許査定について 業務係 19960321 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19960322 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19960322 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾖｳ化物ｲｵﾝの固化及び除去方法） 業務係 19960322 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（高圧下における溶液からの結晶の育成方法と装置） 業務係 19960322 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 ｢同軸型直衝突イオン散乱分光顕微鏡」に関する新技術あっせん受託契約書の変更について 業務係 19960322 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和62年特許願第204239号の拒絶査定に係る出願放棄について 調査係 19960326 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願No.245,526に関する通知について 業務係 19960326 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第341237号に関する特許査定について 業務係 19960327 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録補償金 国家公務員の職務発明等に対する登録補償金の支払いについて（通知）（平成7年度） 業務係 19960328 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（窒化ｹｲ素質焼結体の製造方法） 業務係 19960328 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 実施許諾承認申請書について（承認）「生物ｱﾊﾟﾀｲﾄに類似したｱﾊﾟﾀｲﾄ複合体の製造技術」 業務係 19960328 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約
「同軸型直衝突イオン散乱分光顕微鏡」に関する新技術開発あっせん受託契約等の変更について

（回答）
業務係 19960329 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 「走査型X線分析顕微鏡」に係る通常実施権許諾承認申請書の提出について 業務係 19960401 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第73168号の拒絶理由通知書に係わる意見書等の提出について 業務係 19960402 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（ｹﾞﾙﾏﾝ酸鉛系ｾﾗﾐｯｸ薄膜透光体とその製造法） 業務係 19960404 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（ｹﾞﾙﾏﾝ酸鉛系ｾﾗﾐｯｸ薄膜透光体とその製造方法） 業務係 19960404 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第130039号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960405 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術開発あっせん契約書（写）の提出について 業務係 19960405 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ガラスの製造方法） 業務係 19960405 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19960408 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他 平成8年度　原子力開発利用基本計画について 業務係 19960409 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許証の送達について（ﾃﾚﾋﾞｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ並びにその製法） 業務係 19960409 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19960410 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第303290号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960410 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書に係わる手続補正書の提出について（酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ積層構造皮膜体とそ

の製造方法）
業務係 19960411 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶の製造方法） 業務係 19960411 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（高圧ｶﾞｽ容器のｼｰﾙ法） 業務係 19960411 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（一次元走査X線回折顕微鏡） 業務係 19960411 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第305853号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19960415 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19960415 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権実施状況報告書の提出について 業務係 19960415 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19960416 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同研究に係わる特許出願の協議について（骨誘導能ないしは伝導能を有する薬剤徐放可能な生体

活性体生体吸収型有機無機複合体）
業務係 19960416 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（Ag2HfS3で表される斜方晶系構造を有する化合物とその製造方法） 業務係 19960417 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（Ag4Hf3S8立方晶系構造化合物とその製造方法） 業務係 19960417 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願No.245,526に関する通知について 業務係 19960418 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について（非接触･非破壊ｵｰﾄﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｰ） 業務係 19960419 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願No.08/345920〔継続出願〕に関する通知について（旧No.08/030423） 業務係 19960422 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（機器用保管器） 業務係 19960422 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第106431号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960423 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第126548号に関する特許査定について 業務係 19960424 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（光学素子用ｽｶﾝｼﾞｳﾑ添加ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶） 業務係 19960425 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（酸化物単結晶の製造方法） 業務係 19960425 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾋﾞｽﾏｽ系超伝導ｾﾗﾐｯｸ厚膜の製造法） 業務係 19960425 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 「走査型X線分析顕微鏡」に関する新技術開発成果実施契約書（写） 業務係 19960429 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19960430 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第152640号の拒絶理由通知書に係わる意見書等の提出について 業務係 19960430 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和63年特許願第080020号に関する書類の送付について 業務係 19960430 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 規程類 無機材質研究所規定の一部改正について（外来研究員等の受入れ規定） 業務係 19960430 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（低温・低圧焼結窒ｹｲ素焼結体の製造方法） 業務係 19960501 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19960502 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（（二ﾎｳ化ﾁﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19960507 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第067486号に関する特許証の送付について 業務係 19960509 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第210583号に関する特許証の送付について 業務係 19960509 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第315163号に関する特許証の送付について 業務係 19960509 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成02年特許願第046676号に係わる書類の送付について 技術展開係 19960510 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ホウ化イットリウムとその希土類置換体） 業務係 19960510 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 変更契約 変更契約書（写）の提出について「同軸型直衝突イオン散乱分光顕微鏡」 業務係 19960515 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第069398号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960516 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許共同出願平成02年特許願第247359号に関するする特許証の送付について 調査係 19960522 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第184058号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19960522 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について 業務係 19960523 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（ガラスの製造方法） 業務係 19960524 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成1年特許願第309000号に関する特許証の送付について 業務係 19960530 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成4年特許願第303290号に関する特許証の送付について 業務係 19960530 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19960531 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19960604 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下所の提出について（窒化ｹｲ素焼結体及びその製造法） 業務係 19960604 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（Bi系酸化物超電導体の製造方法） 業務係 19960605 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第341237号に関する特許証の送付について 業務係 19960607 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第130039号に関する特許証の送付について 業務係 19960607 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（SiC焼結体とその製造方法） 業務係 19960607 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（合成用高圧高温装置の発生温度の検知ならびに合成温度制御法） 業務係 19960609 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（4配位結合窒化ﾎｳの合成法） 業務係 19960610 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第054811号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960614 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第054804号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960614 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾌﾟﾘﾃﾞﾗｲﾄ型化合物及びその合成法） 業務係 19960615 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 通知書について（超塑性窒化ｹｲ素焼結体） 業務係 19960616 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 通知書について（X線導管光学系による薄膜X線回折装置） 業務係 19960616 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19960617 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（希土類元素を含む分散粒子系酸化物薄膜とその製

造方法）
業務係 19960617 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19960620 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について凝集を抑制した超微細粉末の製造方法 業務係 19960621 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 専用実施権
「ｶﾞｰﾈｯﾄ型単結晶を用いた磁気共鳴素子の製造技術」に関する専用実施権設定契約及び新技術開発

精化実施契約の更新について
業務係 19960621 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（光誘起屈折率性を改善したニオブ酸リチウム単結晶およ

びその製造方法およびニオブ酸リチウム単結晶を含む光増幅装置）
業務係 19960621 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高温で安定な立方晶炭化珪素-金属炭窒化物固溶体とその合成方法） 業務係 19960622 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19960622 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（酸化ﾁﾀﾝ単結晶の製造方法） 業務係 19960623 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19960624 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（sp3結合型窒化ﾎｳ素の製造方法） 業務係 19960625 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高圧容器） 業務係 19960626 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審決 審決書謄本について（高安定高輝度電子ﾋﾞｰﾑの発生法） 業務係 19960627 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（Ag2HfS3で表される斜方晶系構造を有する化合物とその製造方法） 業務係 19960628 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（Ag4Hf3S8立方晶系構造化合物とその製造方法） 業務係 19960628 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（波長可変ﾚｰｻﾞｰ用単結晶） 業務係 19960628 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ系単結晶の育成法） 業務係 19960629 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ｶﾝﾃﾝ粘土複合体多孔体とその製造方

法）
業務係 19960630 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19960702 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正指令書（方式）に伴う手続補正書（方式）の提出について（極高真空用真空計） 業務係 19960704 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第329981号に関する特許証の送付について 業務係 19960709 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について（高均質ｲｯﾄﾘｳﾑ含有ｼﾞﾙｺﾆｱ粉末の製造法） 業務係 19960715 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（高均質高純度ｲｯﾄﾘｳﾑ含有ｼﾞﾙｺﾆｱ粉末

の製造法）
業務係 19960715 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（高均質高純度ｲｯﾄﾘｳﾑ含有ｼﾞﾙｺﾆｱ粉末

の製造法）
業務係 19960715 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第106431号に関する特許証の送付について 業務係 19960718 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第151772号に関する特許証の送付について 業務係 19960718 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第126548号に関する特許証の送付について 業務係 19960718 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第418934号に関する特許証の送付について 業務係 19960718 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第054811号に関する特許証の送付について 業務係 19960718 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第054804号に関する特許証の送付について 業務係 19960718 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第150593号に関する特許証の送付について 業務係 19960718 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（ホウ化イットリウムおよび希土類多ホウ化物） 業務係 19960718 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19960719 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02特許願第272159号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19960719 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（骨誘導能ないし伝導を有する薬剤徐放可能な生体活性体

吸収型有機無機複合体）
業務係 19960719 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19960719 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同研究に係わる特許出願の協議について（骨誘導能ないしは伝導能を有する薬剤徐放可能な生体

活性体吸収型有機無機複合体）
業務係 19960723 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19960726 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（臭化物ｲｵﾝ又は塩化物ｲｵﾝの除去方法） 業務係 19960726 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（X線励起電荷顕微鏡） 業務係 19960726 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（光誘起屈折率特性を改善したニオブ酸リチウム単

結晶およびその製造方法およびニオブ酸リチウム単結晶を含む光増幅装置）
業務係 19960730 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（鉄添加ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶およびその熱処理方法お

よび当該単結晶を含むﾎﾛｸﾞﾗﾑ応用素子）
業務係 19960730 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第319429号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960731 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第130038号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960731 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19960731 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第211421号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960731 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書および手続補正書の提出について（ﾋﾞｽﾏｽ系超伝導ｾﾗﾐｯｸｽ配向厚膜の

形成方法）
業務係 19960731 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書および手続補正書の提出について（X線導管光学系による薄膜X線回

折装置）
業務係 19960731 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第046676号に関する特許査定の謄本について 技術展開係 19960802 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（n型半導体ダイヤモンドの合成法） 業務係 19960802 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高密度ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ焼結体の製造方法） 業務係 19960805 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 補正却下 補正の却下の決定について（燃焼炎複合高周波ﾌﾟﾗｽﾞﾏ発生装置） 業務係 19960806 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（誘導体共振器材料の製造方法） 業務係 19960806 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化が望まれる新技術の募集について 業務係 19960806 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾗﾝﾀﾝ遷移金属ﾍﾟﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ型酸化物電極の製造方法） 業務係 19960806 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾃﾙﾋﾞｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ並びにその製法） 業務係 19960806 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（NaxTi2‐xGa4＋ｘO10（O≦X≦1.0）で示されるﾄﾝﾈﾙ型構造を有する化

合物及びその製造方法）
業務係 19960806 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の謄本について（ﾃﾙﾋﾞｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ単結晶とその製造法） 業務係 19960806 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審決 審決について（ｶﾞﾗｽ設計支援装置） 業務係 19960807 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19960813 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（酸化物超伝導線材およびﾃｰﾌﾟ状体の製造法） 業務係 19960813 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（高温で安定な立方晶炭化珪素-金属炭窒化物固溶体とその合成方法） 業務係 19960813 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ系単結晶の育成法） 業務係 19960813 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（Bi系酸化物超伝導体の製造方法） 業務係 19960813 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19960815 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第242306号に関する手続補正書（方式）の提出について 業務係 19960815 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 更新契約 更新契約書（写）の提出について（ｶﾞｰﾈｯﾄ型単結晶を用いた磁気共鳴素子の製造技術） 業務係 19960815 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（高圧容器） 業務係 19960822 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ積層構造皮膜体とその製造方法） 業務係 19960822 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由書に伴う手続補正書の提出について（ｶﾝﾃﾝ粘土複合体またはｶﾝﾃﾝ粘土天然繊維複合体とそ

れらの製造方法）
業務係 19960823 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾌﾟﾘﾃﾞﾗｲﾄ型化合物及びその合成法） 業務係 19960823 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第069398号に関する特許証の送付について 業務係 19960828 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第075558号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960828 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第252087号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960902 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第316225号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960902 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第316227号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960902 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第184058号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960902 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（熱定数測定装置） 業務係 19960903 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（窒化ﾎｳ素の気相合成法） 業務係 19960903 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｶﾝﾃﾝ粘土複合体多孔体とその製造方法） 業務係 19960903 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高周波ﾌﾟﾗｽﾞﾏ装置） 業務係 19960903 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（BaV10－XO17（0記号＜X＜0.7）の組成を持つ化合物及びその合成法） 業務係 19960903 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（リンドープダイヤモンドの合成法） 業務係 19960903 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄｾﾗﾐｯｸｽの製造方法） 業務係 19960905 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾈｵｼﾞｳﾑを含む誘電体ｾﾗﾐｯｸｽの製造方法） 業務係 19960905 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ｻﾏﾘｳﾑを含む誘電体ｾﾗﾐｯｸｽの製造方法） 業務係 19960905 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾆｵﾌﾞを含むﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄｾﾗﾐｯｸｽの製造方法） 業務係 19960905 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄｾﾗﾐｯｸｽの製造方法） 業務係 19960905 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（立方晶系の構造を有する新規なﾋﾞｽﾏｽﾋ素酸化物化合物の製造法） 業務係 19960905 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾀﾝﾀﾙを含むﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄｾﾗﾐｯｸｽ製造方法） 業務係 19960905 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願に関する件 業務係 19960906 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（窒素けい素系ｾﾗﾐｯｸｽ設計支援装置） 業務係 19960911 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成2年特許願第95178号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960912 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願に関する通知について 業務係 19960920 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272549号に関する特許査定の謄本について 業務係 19960920 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19960924 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ｾﾗﾐｯｸ原料粉末の製造方法） 業務係 19960924 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19960925 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第260114号に関する特許証の送付について 調査係 19960927 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第211421号に関する特許証の送付について 業務係 19960927 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 開発中止
「多段反射型炉を用いた光学用単結晶（ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ酸鉛等）製造技術」に関する開発の中止について

（通知）
業務係 19960927 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（層状構造を有するﾁﾀﾝ酸化物及びそ

の誘導体を光触媒とする水の分解方法）
業務係 19960930 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権実施契約の解約について（協議）の提出について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ膜の低圧気相合成技術） 業務係 19960930 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾃﾙﾋﾞｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ並びにその製法） 業務係 19960930 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について（NaxTi2‐xGa4＋ｘO10（O≦X≦1.0）で示されるﾄﾝﾈﾙ型構造を有する化合

物及びその製造方法）
業務係 19960930 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾃﾙﾋﾞｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ単結晶とその製造法） 業務係 19960930 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第075559号に関する特許査定の謄本について 業務係 19961003 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第046040号に関する特許査定の謄本について 業務係 19961003 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第103717号に関する特許査定の謄本について 業務係 19961003 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第086641号に関する特許査定の謄本について 業務係 19961003 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（二ﾎｳ化ﾁﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19961003 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾗﾝﾀﾝ遷移金属ﾍﾟﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ型酸化物電極の製造方法） 業務係 19961003 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（SiC焼結体とその製造方法） 業務係 19961003 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 昭和63年特許願第319429号に関する特許証の送付について 業務係 19961008 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第130038号に関する特許証の送付について 業務係 19961008 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第264003号に関する特許証の送付について 業務係 19961008 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第065284号に関する特許証の送付について 業務係 19961008 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19961008 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（窒化ｱﾙﾐﾆｳﾑ焼結体の製造方法） 業務係 19961008 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（非酸化物ｾﾗﾐｯｸｽの製造方法） 業務係 19961008 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（非酸化物ｾﾗﾐｯｸｽの製造方法） 業務係 19961008 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第152640号に関する特許証の送付について 業務係 19961009 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第315195号に関する特許証の送付について 業務係 19961009 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第272159号に関する特許査定の謄本について 業務係 19961009 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19961015 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（熱分解による窒化ﾎｳ素の合成法） 業務係 19961015 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｼﾗｽと単独原料として用いた黒色ｶﾞﾗｽの合成方法） 業務係 19961015 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（高均質高純度ｲｯﾄﾘｳﾑ含有ｼﾞﾙｺﾆｱ粉末の製造法） 業務係 19961015 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（高密度ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ焼結体の製造方法） 業務係 19961015 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾍﾟﾙｵｷｼﾆｵﾌﾞ酸ｿﾞﾙおよびその製造方法） 業務係 19961015 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権実施契約の解約契約書（写）の提出について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ膜の低圧気相合成技術） 業務係 19961015 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成01年特許願第296270号に関する特許査定の謄本について 業務係 19961017 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06特許願第052590号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19961018 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第054809号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19961018 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（乳酸系繊維） 業務係 19961018 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（生体適合性複合体） 業務係 19961018 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（乳酸系複合体及びその製造方法） 業務係 19961018 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（酸化イットリウム微粉末の製造方法） 業務係 19961018 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（ｾﾞﾗﾁﾝまたは粘土･ｾﾞﾗﾁﾝ粘土複合多

孔体およびその繊維体とそれらの製造方法）
業務係 19961021 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（層状構造とﾄﾝﾈﾙ構造が互層した構造

を有するﾁﾀﾝ酸化物を光触媒とする水の分解方法）
業務係 19961021 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ｶﾞﾗｽ設計支援装置） 業務係 19961022 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第046676号に関する特許証の送付について 技術展開係 19961023 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について（窒化ｹｲ素質焼結体及びその製造方法） 業務係 19961023 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願に関する通知について 業務係 19961025 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（乳酸系繊維） 業務係 19961025 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（生体適合性複合体） 業務係 19961025 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（乳酸系複合体及びその製造方法） 業務係 19961025 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（超塑性窒化ｹｲ素焼結体） 業務係 19961028 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同出願に関する通知について 業務係 19961031 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審決 審決について（透光性高純度立法窒化ほう素焼結体の製造法） 業務係 19961031 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第316225号に関する特許証の送付について 業務係 19961101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第095178号に関する特許証の送付について 業務係 19961101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第316227号に関する特許証の送付について 業務係 19961101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第075558号に関する特許証の送付について 業務係 19961101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ﾌｨﾙﾀｰ型分光器） 業務係 19961101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 試料提供 試料の提供について（炭化ﾁﾀﾝ及び炭化ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ単結晶） 業務係 19961101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（化粧料） 業務係 19961101 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19961104 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（Bi5O7(NO3)の製造方法） 業務係 19961106 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（高周波ﾌﾟﾗｽﾞﾏ装置） 業務係 19961106 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（窒素けい素系ｾﾗﾐｯｸｽ設計支援装置） 業務係 19961106 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（立方晶系の構造を有する新規なﾋﾞｽﾏｽﾋ素酸化物化合物の製造法） 業務係 19961106 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（BaV10－XO17（0記号＜X＜0.7）の組成を持つ化合物及びその合成法） 業務係 19961106 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19961106 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（窒化ｹｲ素微粉末及びその製造方法） 業務係 19961106 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第184058号に関する特許証の送付について 業務係 19961107 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（窒化ﾎｳ素の気相合成法） 業務係 19961107 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ｶﾝﾃﾝ粘土複合体多孔体とその製造方法） 業務係 19961107 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ積層構造皮膜体とその製造方法） 業務係 19961107 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（無機水酸化物沈殿の処理方法） 業務係 19961107 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第252087号に関する特許証の送付について 業務係 19961111 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第075559号に関する特許証の送付について 業務係 19961114 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第046040号に関する特許証の送付について 業務係 19961114 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第103717号に関する特許証の送付について 業務係 19961114 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272549号に関する特許証の送付について 業務係 19961114 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（Li5AG2Hf3S8で示される立方晶系構造を有する化合物お

よびその製造法）
業務係 19961115 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成04年特許願第108398号に関する特許査定の謄本について 業務係 19961118 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（ﾘﾝﾄﾞｰﾌﾟﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成法） 業務係 19961118 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について（鉄添加ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶およびその熱処理方法および当該単結晶を含むﾎﾛ

ｸﾞﾗﾑ応用素子）
業務係 19961118 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第305853号に関する特許査定の謄本について 業務係 19961120 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化が望まれる新技術の取り扱いについて 業務係 19961120 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ｼﾗｽを単独原料として用いた黒色ｶﾞﾗｽの合成方法） 業務係 19961120 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第086641号に関する特許証の送付について 業務係 19961121 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由書に伴う出願取下書の提出について（超耐アルカリ性酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ複合膜とその製造方法） 業務係 19961121 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19961122 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19961129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願No.08/345920（継続出願）に関する特許証の送付について（旧No.08/030423） 業務係 19961129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 国有特許権実施契約の変更について 業務係 19961129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19961129 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（窒化ｹｲ素燒結体の熱処理法） 業務係 19961202 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ﾌｪﾗｲﾄの製造方法） 業務係 19961202 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（誘電体ｾﾗﾐｯｸｽの製造方法） 業務係 19961202 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審決 審決について（ﾋﾞｽﾏｽ系超電導ｾﾗﾐｯｸ厚膜の形成方法） 業務係 19961203 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ｼﾞﾙｺﾆｳﾑを含むﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄｾﾗﾐｯｸｽの製造方法） 業務係 19961203 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（六ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19961203 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19961205 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願No.08/313339に関する特許証の送付について 業務係 19961205 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成07年特許願第027796号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19961205 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（透光性高純度立法窒化ほう素焼結体の製造法） 業務係 19961207 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化望まれる新技術の調査票の提出について 業務係 19961209 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（水硬性ﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑｾﾒﾝﾄ組成物） 業務係 19961209 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（二ﾎｳ化ﾁﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19961210 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（高均質高純度ｲｯﾄﾘｳﾑ含有ｼﾞﾙｺﾆｱ粉末の製造法） 業務係 19961210 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（高均質高純度ｲｯﾄﾘｳﾑ含有ｼﾞﾙｺﾆｱ粉末の製造法） 業務係 19961210 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19961210 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第066435号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19961211 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（超塑性窒化ｹｲ素焼結体とその製造方法） 業務係 19961212 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の謄本について（Y‐B系化合物とその製造方法） 業務係 19961212 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（金属水酸化物ｿﾞﾙの製造方法） 業務係 19961212 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（曲面を構成する多孔質ｾﾗﾐｯｸ体の製造方法） 業務係 19961213 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（紫外及び可視光用ﾀﾝﾀﾙ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶及び当該単結晶を含

む位相共役鏡ﾚｰｻﾞｰ装置）
業務係 19961213 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（アルカリ土類圭酸塩によるＣＯ2の固定化とＳｉＯ2球状

粒子の製造法）
業務係 19961213 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第073168号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19961218 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う手続補正書の提出について（弯曲ﾓﾉｸﾛﾒｰﾀ） 業務係 19961224 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（水酸雲母の合成法） 業務係 19961224 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の回送について（強誘電体磁気組成物の製造方法） 業務係 19961225 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19961227 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（Bi5O7(NO3)の製造方法） 業務係 19961227 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

人材部門 人事室 規定類 客員研究官の任命について（申合わせ）の一部改正について 人事係 19960315 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 規定類 客員研究官の任命について（申合わせ）の一部改正について 人事係 19960315 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 規定類 平成8年度「COE特別研究員の取扱い」について（暫定措置） 人事係 19960318 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 規定類 平成8年度「COE特別研究員の取扱い」について（暫定措置） 人事係 19960318 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 規定類 平成8年度「重点研究支援協力員の取扱い」について（案） 人事係 19960522 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 規定類 平成8年度「重点研究支援協力員の取扱い」について（案） 人事係 19960522 30 20261231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

平成９年度

総務部門 調達室 法令 建設コンサルタント登録規程並びに地質調査業者登録規程の解釈及び運用の指針の策定について 契約係 19970109 30 20270331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 競争参加者の資格及び資格審査の事務処理について 契約係 19970113 30 20270331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 建築保全業務積算基準に係る労務単価について 契約係 19970217 30 20270331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 無機材質研究所物品等調達契約審査委員会要領の改正について 契約係 19970523 30 20260331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 調達室 官公需
「平成9年度中小企業者に関する国等の契約の方針」の措置に基づく中小企業官公需特定品目以外

の物品、公示及び役務に関する情報提供の実施要領について
契約係 19970909 30 20280331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 指名競争参加業者の指名基準等の運用について 契約係 19971120 30 20280331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の内閣総理大臣への報告について 管財係 19970108 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の引渡しについて 管財係 19970114 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 営繕工事完成施設事後調査について（回答） 管財係 19970129 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産使用許可の更新申請について 管財係 19970131 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産使用許可の更新申請について 管財係 19970131 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の引渡しについて 管財係 19970131 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用承認について（期間更新） 管財係 19970131 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用承認について（期間更新） 管財係 19970203 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産使用許可の更新申請について 管財係 19970204 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 共同出願に係る国有特許権の管理委任について 管財係 19970227 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産登録資料の送付について 管財係 19970313 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 資産 承諾書 管財係 19970403 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成8年度補正予算に係る支出委任工事の変更について 管財係 19970403 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令
｢行政財産の使用許可等及び国有財産の交換に伴う消費税の取扱について」通達等の一部改正につ

いて
管財係 19970407 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 「普通財産の管理処分における消費税の取扱について」通達等の一部改正について 管財係 19970407 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令
「行政財産の使用許可等及び国有財産の交換に伴う消費税の取扱について」通達等の一部改正につ

いて
管財係 19970408 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の引渡しについて 管財係 19970409 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 「普通財産の管理処分における消費税の取扱について」通達等の一部改正について 管財係 19970409 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 庁舎等使用現況及び見込報告書について 管財係 19970416 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産受渡証書について 管財係 19970416 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 部局等調べについて 管財係 19970416 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の内閣総理大臣への報告について 管財係 19970416 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（土地）の引受について 管財係 19970418 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 官庁施設の厨房の調査について（回答） 管財係 19970428 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 「口座別国有財産増減調書の提出について」の一部改正について 管財係 19970430 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 規程類 「建築設計基準」及び「構内舗装・排水設計基準」の制定について 管財係 19970430 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令
厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成8年法律第82号）等の施行に伴う関連通達の一部改

正について
管財係 19970430 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（建物）の取得について 管財係 19970512 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 庁舎等使用現況及び見込報告書について 管財係 19970516 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有特許権等管理状況報告書 管財係 19970523 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（建物）の取得について 管財係 19970529 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産増減及び現在額報告書における「報告洩」及び「誤謬訂正」について 管財係 19970530 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の引渡しについて 管財係 19970603 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 庁舎等使用現況及び見込報告書について 管財係 19970605 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産等の実地監査資料の提出について 管財係 19970619 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成10年度営繕計画書の提出について 管財係 19970624 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 「地上権等」及び「特許権等」の内閣調書について 管財係 19970703 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の内閣総理大臣への報告について 管財係 19970704 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令
「国有財産法施行令第5条第1項第3号、同条第2項、第14条及び第19条の大蔵大臣が定めるもの又

は定める場合について」通達の一部改正について
管財係 19970707 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令
「国有財産法施行令第5条第1項第3号、同条第2項、第14条及び第19条の大蔵大臣が定める場合に

ついて」通達の一部改正について
管財係 19970709 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成8年度国有財産増減及び現在額報告書について 管財係 19970728 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成8年度国有財産増減及び現在額計算書について 管財係 19970728 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成8年度国有財産増減及び現在額計算書の提出について 管財係 19970729 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 資産 国有財産見込現在額報告書について 管財係 19970818 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成9年度「国有財産見込現在額報告書」の提出について 管財係 19970821 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（建物）の取得について 管財係 19971007 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 金属材料技術研究所厚生棟の平面計画の確認について（回答） 管財係 19971222 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産見込現在額報告書について 管財係 19971222 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成10年度「国有財産見込現在額報告書」の提出について 管財係 19971222 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成10年度営繕実施計画（案）について 管財係 19971224 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成8年10月～12月分） 並木施設維持係 19970204 30 20271231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水設備（変更）計画確認申請書について（微細棟工事） 施設係 19970217 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 検査済証について 施設管理・建設係 19970221 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 端末設備接続変更書について（PBX端末機） 並木施設維持係 19970321 30 20271231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 協定書について（適用契約種別変更） 並木施設維持係 19970402 30 20271231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 小簡易専用水道（簡易専用水道）布設工事届について（平成9年度） 並木施設維持係 19970407 30 20271231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水設備（変更）計画確認申請書について（車庫,資料室） 並木施設維持係 19970514 30 20271231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成9年1月～3月分） 並木施設維持係 19970522 30 20271231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成9年4月～6月分） 並木施設維持係 19970724 30 20271231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成9年7月～9月分） 並木施設維持係 19971111 30 20271231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成8年度 千現施設維持第１係 19980101 30 20271231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成8年度 千現施設維持第１係 19980101 30 20271231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 簡易専用水道管理検査　平成8年度 千現施設維持第１係 19980101 30 20271231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成8年下半期核燃料物質管理報告書に提出について 安全係 19970106 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 検査合格証 施設検査合格証（極限場研究施設　放射線発生装置）について 安全係 19970108 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物保安監督者選任・解任届出書について 安全係 19970109 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 その他 資料提出書軽微な変更について 安全係 19970122 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 作業責任者 作業責任者の選・解任及び届出について 安全係 19970127 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 国際規制物質使用変更届の提出について 安全係 19970214 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更承認について（承認） 安全係 19970217 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更承認(増設）について（承認） 安全係 19970217 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届書の提出について（消火器の設置） 施設係 19970224 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火対象物使用開始届出書について（微細棟、倉庫） 管財係 19970305 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届書について（微細棟） 管財係 19970305 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 受電設備 受電設備及び蓄電池設備の設置届について（微細棟） 施設係 19970306 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届書について（微細棟内自動火災報知設備） 施設係 19970306 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設完成検査について（承認） 安全係 19970318 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届書（消火器の設置）について（守衛・車庫棟） 施設係 19970318 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火対象物使用開始届出書について（守衛所・車庫棟） 施設係 19970402 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届書について（守衛所・車庫棟） 施設係 19970402 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届書について（資料室内自動火災報知設備） 施設係 19970416 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火対象物使用開始届出書について（資料室） 管財係 19970417 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届書について（資料室） 施設係 19970422 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届書について（資料室） 施設係 19970424 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出書について（新研究棟） 安全係 19971111 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 火を使用する設備等の設置届について 施設係 19971216 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設完成検査（強磁場ｽﾃｰｼｮﾝ極低温冷却ｽｽﾃﾑ）について 安全係 19971218 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 個人線量通知票（至平成12年度） 安全係 19980101 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期自主点検記録（桜） 安全係 19980101 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録（千現・桜） 安全係 19980101 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者教育訓練（並木） 安全係 19980101 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE日常点検記録　平成8年度 千現維持第2 19980101 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE定期自主検査報告　平成8年度 千現維持第2 19980101 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 液化ｶﾞｽ受入台帳　平成8年度 千現維持第2 19980101 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安教育計画　平成8年度 千現維持第2 19980101 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安教育実施記録　平成8年度 千現維持第2 19980101 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 平成9年度地下ﾀﾝｸ漏洩検査 桜施設第1 19980101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許 酸化物超電導体の成型方法（旭硝子との共同出願）649 業務係 19970101 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審決 審決について（燃焼炎複合高周波ﾌﾟﾗｽﾞﾏ発生装置） 業務係 19970108 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｶﾝﾃﾝ粘土複合体またはｶﾝﾃﾝ粘土天然繊維複合体とそれらの製造方法） 業務係 19970108 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 共同出願平成01年特許願第296270号に関する特許証の送付について 業務係 19970110 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明に係わる認定及び決定報告書の提出について 業務係 19970116 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19970116 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定謄本について（熱分解による窒化ﾎｳ素の合成法） 業務係 19970116 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約
「ﾁﾀﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ単結晶の製造法」に関する新技術開発あっせん契約書の更新及び解約契約書（写）

について
業務係 19970118 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（曲面を構成する多孔質ｾﾗﾐｯｸ体の製造方法） 業務係 19970120 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（化粧料） 業務係 19970120 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19970121 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（小型紫外線照射装置） 業務係 19970121 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（Y‐B系化合物とその製造方法） 業務係 19970124 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（印刷記録用ｼｰﾄ及びその製造方法） 業務係 19970124 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（乱層構造窒化ホウ素の製造方法） 業務係 19970124 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（乱層構造窒化ホウ素の製造方法） 業務係 19970124 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19970127 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 「高密度炭化けい素焼結体の製造技術」に係るr通常実施権許諾承認申請書の提出について 業務係 19970127 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（熱数測定法） 業務係 19970127 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ｼﾞﾙｺﾝ酸ﾁﾀﾝ酸鉛系圧電磁器の製造方法） 業務係 19970203 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う手続補正書の提出について（ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ材料） 業務係 19970204 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（強誘導体磁器組成物の製造方法） 業務係 19970205 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について（ｱﾊﾟﾀｲﾄ被膜体の製造法） 業務係 19970205 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取り下書の提出について（ｱﾊﾟﾀｲﾄ被膜体の製造法） 業務係 19970205 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許証の送達について（超塑性炭化ｹｲ素焼結体とその製造方法） 業務係 19970206 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（超塑性窒化ｹｲ素焼結体とその製造方法） 業務係 19970207 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾋﾞｽﾏｽ系超電導ｾﾗﾐｯｸ厚膜の形成方法） 業務係 19970207 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ｼﾞﾙｺﾝ酸ﾁﾀﾝ酸鉛系圧電磁器の製造方法） 業務係 19970207 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 「高圧型加熱装置」に関する新技術開発あっせん受託契約等の更新等について 業務係 19970210 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第305853号に関する特許証の送付について 業務係 19970214 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録補償金 国家公務員の職務発明等に対する登録補償金の支払について（平成8年度） 業務係 19970214 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（多糖類･粘土複合体とその製造法） 業務係 19970219 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（多糖類または多糖類･粘土複合多孔体とその製造方法） 業務係 19970219 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（粘土･ｾﾞﾗﾁﾝ複合多孔体およびその繊維体とそれらの製造方法） 業務係 19970219 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19970219 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権実施状況報告書の提出について 業務係 19970219 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 補正却下 補正の却下の決定について（ｱﾊﾟﾀｲﾄ皮膜形成用電解液） 業務係 19970219 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（ｶﾙｼｱおよびｼﾞﾙｺﾆｱ添加による透明ｲｯﾄﾘｱ焼結体の製造

法）
業務係 19970221 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書について 業務係 19970224 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（結晶窒化ほう素の製造方法） 業務係 19970226 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＥＰＣ特許出願 EPC特許出願No.92916222.0に関する特許証の送付について 業務係 19970227 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第196110号に関する特許証の送付について 業務係 19970227 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 「ﾙﾁﾙ単結晶の製造方法」に関する新技術開発あっせん受託契約等の更新等について（回答） 業務係 19970228 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾍﾟﾛﾌﾞｽﾄｶｲﾄ系機能性ｾﾗﾐｯｸの製造方法） 業務係 19970303 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（希土類多ﾎｳ化物結晶の製造法） 業務係 19970305 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（微細な結晶粒からなるｱﾊﾟﾀｲﾄ多結晶

体）
業務係 19970307 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 「高密度炭化けい素焼結体の製造技術」に関する新技術開発成果実施契約書（写）の提出について 業務係 19970307 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（Li5Ag2Hf3S8で示される立方晶系の構造を有する

化合物およびその製造法）
業務係 19970307 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（熱ﾌﾟﾗｽﾞﾏのｴﾈﾙｷﾞｰ制御法） 業務係 19970307 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 「輻射線集中加熱装置」に関する新技術開発あっせん受託契約等の更新等について（回答） 業務係 19970310 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（ﾋﾞｽﾏｽ複酸化物とその製造方法） 業務係 19970310 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他
試作品の取扱いについて（回答）（多段反射型炉を用いた光学用単結晶（ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ酸鉛等）製造技

術）
業務係 19970311 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（アルカリ土類圭酸塩によるＣＯ2の固定化方法に

ついて）
業務係 19970311 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 共同出願No.2092180に関する特許証の送付について 業務係 19970312 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾋﾞｽﾏｽ化合物、その製造法と無機陰ｲｵﾝ交換） 業務係 19970312 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（ﾌｨﾙﾀｰ型分光器） 業務係 19970312 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ｶﾝﾃﾝ粘土複合体またはｶﾝﾃﾝ粘土天然繊維複合体とそれらの製造方法） 業務係 19970314 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審決 審決について（極高真空用真空計） 業務係 19970317 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19970317 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（窒化ｹｲ素焼結体の熱処理法） 業務係 19970321 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（生体吸収性複合成形物及びその製造方法） 業務係 19970324 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（吸収性遮断膜） 業務係 19970324 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（熱分解による窒化ﾎｳ素の合成法） 業務係 19970324 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（非接触･非破壊ｵｰﾄﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｰ） 業務係 19970324 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（吸収性遮断膜） 業務係 19970325 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許証の送達について（窒化ほう素複合体製造方法） 業務係 19970327 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（透明酸化ｲｯﾄﾘｳﾑ燒結体の製造法） 業務係 19970328 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書について 業務係 19970331 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録補償金 国家公務員の職務発明等に対する登録補償金の支払について（通知）（平成8年度） 業務係 19970331 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（二ﾎｳ化ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ単結晶の育成法） 業務係 19970402 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（結晶模型の作製装置） 業務係 19970402 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審決 審決について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ単結晶膜の合成法） 業務係 19970407 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（熱電子放射陰極） 業務係 19970407 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 共同出願昭和63年特許願第080020号に関する書類の送付について 業務係 19970410 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第065293号に関する審決書謄本について 業務係 19970410 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第073168号に関する特許査定の謄本について 業務係 19970410 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許異議申立 AT&T社特許出願平成01年特許願第030092号に関する特許異議申立事件について 業務係 19970410 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明に係わる認定及び決定報告書の提出について 業務係 19970411 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について（弯曲ﾓﾉｸﾛﾒｰﾀ） 業務係 19970414 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ用材料） 業務係 19970416 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（印刷記録用ｼｰﾄ及びその製造方法） 業務係 19970421 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成6年特許願第66435号に関する審判請求書の提出について 業務係 19970422 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の転出について(ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ原料粉末の製造方法） 業務係 19970422 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権の持分移転登録申請書の提出について（多重湿式法による易焼結性ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ及びその固溶

体の原料の製造方法）
業務係 19970422 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（易焼結性ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ粉末の製造方法） 業務係 19970422 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（易焼結性ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ粉末の製造方法） 業務係 19970422 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権の持分移転登録申請書の提出について（粉末分散湿式法による易焼結性ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ原料粉末

の製造法）
業務係 19970422 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権の持分移転登録申請書の提出について（湿式法による易焼結性ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ原料粉末の製造

法）
業務係 19970422 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（α-ｻｲｱﾛﾝ質焼結体およびその製造方法） 業務係 19970423 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（生体吸収性複合成形物及びその製造方法） 業務係 19970423 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第272548号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19970425 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定に伴う出願取下書の提出について（酸化ﾁﾀﾝ単結晶の製造方法） 業務係 19970425 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化が望まれる新技術の取り扱いについて 業務係 19970428 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（誘電体共振器材料の製造方法） 業務係 19970428 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（誘電体共振器材料の製造方法） 業務係 19970428 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（プロトン導電性セラミックスの製造方法） 業務係 19970428 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定に伴う審判請求書および手続補正書の提出について（六ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19970430 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成7年特許願第246161号に関する特許査定の謄本について 業務係 19970516 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19970522 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成6年特許願第54809号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19970522 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成7年特許願第70138号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19970522 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（特に透過性の優れたｾﾗﾐｯｸｽ用粉末の製造法） 業務係 19970601 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（電気光学特性を有するｾﾗﾐｯｸｽの原料粉末の製造法） 業務係 19970601 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審決 審決について（粉末X線回折計） 業務係 19970601 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成6年特許願第052590号に関する審判請求書の提出について 業務係 19970602 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成6年特許願第066432号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19970602 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（熱ﾌﾟﾗｽﾞﾏのｴﾈﾙｷﾞｰ制御法） 業務係 19970604 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定に伴う審判請求書の提出について（酸化亜鉛ﾊﾞﾘｽﾀの製造方法） 業務係 19970605 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（Sr3CaRu2O9で示される化合物及びその製造法） 業務係 19970606 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（Sr3ZnRu2O9で示される化合物およびその製造法） 業務係 19970606 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（粒界を清浄化させた蛍石型酸化物焼結体の製造方法） 業務係 19970606 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾋﾞｽﾏｽ系超電導ｾﾗﾐｯｸｽ配向厚膜の形成方法） 業務係 19970610 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19970612 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（誘電体共振器材料の製造方法） 業務係 19970613 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（誘電体共振器材料の製造方法） 業務係 19970613 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（立法晶窒化ﾎｳ素粒子を製造する方法） 業務係 19970614 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成7年特許願第083203号の拒絶理由通知書に関わる書類の送付について 業務係 19970616 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾋﾞｽﾏｽ系超電導ｾﾗﾐｯｸｽ配向厚膜の形成方法） 業務係 19970616 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化が望まれる新技術の募集について 業務係 19970620 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（多成分系ﾅﾉﾁｭｰﾌﾞの製造方法） 業務係 19970623 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書の提出について（層状構造を有するﾁﾀﾝ酸化物及びその誘導体を

光触媒とする水の分解方法）
業務係 19970623 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書の提出について（層状構造とﾄﾝﾈﾙ構造が互層した構造を有するﾁﾀ

ﾝ酸化物を光触媒とする水の分解方法）
業務係 19970623 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定に伴う審判理由補充書および手続補正書の提出について（六ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19970623 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（希土類多ﾎｳ化物結晶の製造法） 業務係 19970630 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（多糖類･粘土複合体とその製造法） 業務係 19970630 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（多糖類または多糖類･粘土複合多孔体とその製造方法） 業務係 19970630 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（粘土･ｾﾞﾗﾁﾝ複合多孔体およびその繊維体とそれらの製造方法） 業務係 19970630 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（二ﾎｳ化ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ単結晶の育成法） 業務係 19970630 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（結晶模型の作成装置） 業務係 19970630 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（α-ｻｲｱﾛﾝ質焼結体およびその製造方法） 業務係 19970630 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ用材料） 業務係 19970630 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾋﾞｽﾏｽ化合物、その製造法と無機陰ｲｵﾝ交換体） 業務係 19970630 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（結晶質窒化ほう素の製造方法） 業務係 19970630 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ﾁﾀﾆｱｿﾞﾙとその製造方法） 業務係 19970630 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（非線型抵抗体の製造方法） 業務係 19970630 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成7年特許願第246161号に関する特許証の送付について 業務係 19970702 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＥＰＣ特許出願 EPC特許出願92121618.0に関する特許証の送付について 業務係 19970702 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許共同出願昭和63年特許願第080020号に関する特許証の送付について 業務係 19970702 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特願平 平成3年特許願第065293号に関する特許証の送付について 業務係 19970702 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成4年特許願第073168号に関する特許証の送付について 業務係 19970702 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について(酸化イットリウム微粉末の製造方法） 業務係 19970702 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19970707 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成7年特許願第067296号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19970707 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成2年特許願第272159号に関する特許証の送付について 業務係 19970707 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（誘電体共振器材料の製造方法） 業務係 19970707 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（半導体ｺﾝﾃﾞﾝｻ材料の製造方法） 業務係 19970707 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（極高真空用真空計） 業務係 19970707 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ単結晶膜の合成法） 業務係 19970707 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定に伴う審判請求理由補充書の提出について（酸化亜鉛ﾊﾞﾘｽﾀの製造方法） 業務係 19970707 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成7年特許願第055687号に関する特許査定の送付について 業務係 19970711 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同研究に係わる特許出願の協議について（生体適合性複合体（特願平8‐288823号の国内優先権

主張出願）
業務係 19970717 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明に係わる認定及び決定報告書の提出について 業務係 19970717 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（薄片状ﾁﾀﾆｱｿﾞﾙおよびその製造方法） 業務係 19970718 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（斜方晶の層状構造を有するﾁﾀﾝ酸化合物及びその製造方

法）
業務係 19970718 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（斜方晶の層状構造を有するﾁﾀﾝ酸混合ｱﾙｶﾘ金属塩及びそ

の製造方法）
業務係 19970718 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（層状構造を有するﾁﾀﾝ酸化物及びその誘導体を光触媒とする水の分解方

法）
業務係 19970718 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（層状構造とﾄﾝﾈﾙ構造が互層した構造を有するﾁﾀﾝ酸化物を光触媒とする

水の分解方法）
業務係 19970718 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（乱層構造窒化ホウ素（βｔＢＮ）及びその製造方

法）
業務係 19970718 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（乱層構造窒化ホウ素（βｔＢＮ）及びその製造方

法）
業務係 19970718 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（銀ビスマス系化合物の製造方法） 業務係 19970718 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（Cu2HｆS3で示される三方晶系の構造を有する化合物お

よびその製造法）
業務係 19970718 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定に伴う出願取下書の提出について（微細な結晶粒からなるｱﾊﾟﾀｲﾄ多結晶体） 業務係 19970722 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（閃亜鉛鉱型窒化ほう素焼結体ﾊﾞﾘｽﾀｰ

の製造法）
業務係 19970722 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19970723 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化が望まれる新技術の調査票の提出について 業務係 19970723 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成3年特許願第174698号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19970730 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（非線型抵抗体の製造方法） 業務係 19970801 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（超塑性炭化ｹｲ素焼結体とその製造方法） 業務係 19970801 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾁﾀﾆｱｿﾞﾙとその製造方法） 業務係 19970801 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（新規構造を有する多元系物質を合成する方法） 業務係 19970801 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（誘導体共振器材料の製造方法） 業務係 19970804 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19970806 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成7年特許願第070138号に関する特許査定に対する謄本について 業務係 19970806 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（立方晶窒化ほう素の製造方法） 業務係 19970807 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定に伴う出願取下書の提出について（ｱﾊﾟﾀｲﾄ皮膜形成用電解液） 業務係 19970808 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について（層状構造を有するﾁﾀﾝ酸化物及びその誘導体を光触媒とする水の分解方

法）
業務係 19970812 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について（層状構造とﾄﾝﾈﾙ構造が互層した構造を有するﾁﾀﾝ酸化物を光触媒とする水

の分解方法）
業務係 19970812 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ｲｯﾄﾘｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑｶﾞｰﾈｯﾄの製造方法） 業務係 19970817 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（無機酸化物微粉末の製造方法） 業務係 19970818 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（薄片状ﾁﾀﾆｱｿﾞﾙ及びその製造方法） 業務係 19970818 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同研究に係わる特許出願の協議について（斜方晶の層状構造を有するﾁﾀﾝ酸化合物及びその製造

方法）
業務係 19970818 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同研究に係わる特許出願の協議について（斜方晶の層状構造を有するﾁﾀﾝ酸混合ｱﾙｶﾘ金属塩及び

その製造方法）
業務係 19970818 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う手続補正書の提出について（超塑性窒化ｹｲ素焼結体） 業務係 19970818 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19970820 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第066432号に関する特許査定に対する謄本について 業務係 19970820 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成07年特許願第083203号に関する特許査定に対する謄本について 業務係 19970820 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成07年特許願第055687号に関する特許証の送付について 業務係 19970820 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成07年特許願第055685号に関する特許査定に対する謄本について 業務係 19970820 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（粒界層絶縁型半導体ｾﾗﾐｯｸｽｺﾝﾃﾞﾝｻの製造方法） 業務係 19970828 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（粘土･水溶性高分子複合多孔体の製造方法） 業務係 19970905 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（抽出抑制剤を用いた金属ｲｵﾝの高選択的抽出分離法） 業務係 19970905 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 更新契約 更新契約書（写）の提出について（輻射線集中加熱装置） 業務係 19970908 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 更新契約 更新契約書（写）の提出について（ﾙﾁﾙ単結晶の製造方法） 業務係 19970908 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 更新契約 更新契約書（写）の提出について（高圧型加熱装置） 業務係 19970908 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（粘土･水溶性高分子複合多孔体の製造方法） 業務係 19970908 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成7年特許願第258858号に関する特許査定に対する謄本について 業務係 19970912 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（銀ビスマス系化合物とその製造方法） 業務係 19970926 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第066432号に関する特許証の送付について 業務係 19970930 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成07年特許願第083203号に関する特許証の送付について 業務係 19970930 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成07年特許願第055685号に関する特許証の送付について 業務係 19970930 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成07年特許願第258858号に関する特許証の送付について 業務係 19970930 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成7年特許願第067296号の手続指令書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19971002 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（金属ｲｵﾝの高選択的分離方法） 業務係 19971002 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19971006 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第054809号に関する特許査定に対する謄本について 業務係 19971006 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同研究に係わる特許出願の協議について（ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ組成ﾀﾝﾀﾙ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶、その製造方法及びそ

の光素子）
業務係 19971007 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について（人口骨髄用ｱﾊﾟﾀｲﾄ多孔体） 業務係 19971007 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について（ｱﾊﾟﾀｲﾄを使用した人口臓器用容器） 業務係 19971007 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（三斜晶系構造のﾋﾞｽﾏｽ希土類酸化物固溶体とその製造方法） 業務係 19971008 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（多成分系ﾅﾉﾁｭｰﾌﾞの製造方法） 業務係 19971015 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（Cu2HfS3とその製造方法） 業務係 19971015 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成4年特許願第272548号に関する審決書謄本について 業務係 19971020 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について(ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ組成ﾀﾝﾀﾙ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶からなる光素子） 業務係 19971020 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について(ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ組成ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶からなる光素子） 業務係 19971020 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（酸化物磁石材料の製造方法） 業務係 19971020 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書の提出について（体心立方晶系構造のビスマス希土類酸化物固溶

体とその製造方法）
業務係 19971020 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（透明イットリア焼結体の製造法） 業務係 19971020 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（粘土-フミン酸複合体多孔体及びその製造方法） 業務係 19971020 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19971028 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明に係わる認定及び決定報告書の提出について 業務係 19971029 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第66435号に関する手続補正書（方式）の提出について 業務係 19971104 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19971105 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（流動試料法X線回折装置） 業務係 19971105 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（三斜晶系構造のﾋﾞｽﾏｽ希土類酸化物固溶体とその製造方法） 業務係 19971105 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の謄本について（3相間分配法による金属ｲｵﾝの分離方法） 業務係 19971105 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許証の送達について（超塑性窒化ｹｲ素焼結体） 業務係 19971106 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成3年特許願第174698号に関する拒絶査定に対する審決書謄本について 業務係 19971107 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（超塑性窒化ｹｲ素焼結体） 業務係 19971113 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定および権利の承継について（中空状粒子微粉末およびその製造方法） 業務係 19971114 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（薄片状酸化ﾁﾀﾝ微粉末の製造方法） 業務係 19971114 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成3年特許願第174698号に関する特許証の送付について 業務係 19971117 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（閃亜鉛鉱型窒化ほう素焼結体ﾊﾞﾘｽﾀｰの製造法） 業務係 19971120 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（新規多元系反応物質の製造方法） 業務係 19971121 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19971126 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（流動試料法X線回折装置） 業務係 19971126 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（Ｓr3MgRuO9で示される六方晶系の構造を有する化合物

およびその製造方法）
業務係 19971203 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（Sm2MgRuO6で示される斜法晶系の構造を有する化合物

および化合物およびその製造方法）
業務係 19971203 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（Nd2MgRuO6で示される斜法晶系の構造を有する化合物

および化合物およびその製造方法）
業務係 19971203 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（中空状粒子微粉末およびその製造方法） 業務係 19971204 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係わる特許出願の協議について（薄片状酸化ﾁﾀﾝ微粉末の製造方法） 業務係 19971204 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（3相間分配法による金属ｲｵﾝの分離方法） 業務係 19971209 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（YB50単結晶の製造方法） 業務係 19971209 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について(ｶﾞﾛﾁﾀﾉｶﾞﾘｳﾑ酸塩単結晶の製造法） 業務係 19971209 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（超塑性窒化ｹｲ素焼結体） 業務係 19971209 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（閃亜鉛鉱型窒化ほう素焼結体ﾊﾞﾘｽﾀｰの製造法） 業務係 19971215 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19971216 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成1年特許願第217463号の拒絶理由通知書に関わる書類の送付について 業務係 19971219 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第052590号に関する手続補正書（方式）の提出について 業務係 19971222 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（蛍石型または派生構造の酸化物焼結体とその製造

方法）
業務係 19971225 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（水酸化イットリウム凝集粒子およびその製造方

法）
業務係 19971225 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（透明イットリア焼結体の製造方法） 業務係 19971225 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの合成方法） 業務係 19971226 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

総務部門 総務室 議事録 極限場利用委員会議事録（第１回）
極現場研究センター業

務室
19970723 30 20271231 紙 桜地区研究支援室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 議事録 強磁場部会議事録（第１回）
極現場研究センター業

務室
19971009 30 20271231 紙 桜地区研究支援室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 任免
任免関係（平成６，７，８，９年度「大学院博士課程修了者を研究員に選考により採用する場合の

任用及び給与の取扱について」）
人事係 19980101 30 20271231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（９任免） 人事係 19980101 30 20271231 紙 人事室 人事室 廃棄

平成１０年度

経営企画部門 経営戦略室 評価 WHITE PAPER ON NIRIM 1998  volume2 Research Activities NIRIM 無機材質研究所企画課 19990101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 無機材質研究所機関評価 無機材質研究所企画課 19990101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経営戦略室 廃棄

総務部門 調達室 契約 平成10年度における競争参加者の資格に関す公示について 契約係 19980203 30 20280331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 無機材質研究所物品等調達契約審査小委員会要領外の改正について 契約係 19980325 30 20280331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 経営事項審査の審査基準の改正等について 契約係 19980630 30 20290331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（建物）の取得（新築）について 管財係 19980108 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（東京電力（株）受電状態自動伝達装置設置場所　桜地区） 管財係 19980112 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（東京電力（株）受電状態自動伝達装置設置場所　千現地区） 管財係 19980112 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（日本電信電話（株）　桜地区） 管財係 19980126 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（日本電信電話（株）　千現地区） 管財係 19980126 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（つくば市） 管財係 19980126 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 日本原子力研究所の国有財産使用許可使用料の改定について 管財係 19980127 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 財団法人　高度情報科学技術研究機構の国有財産使用許可使用料の改定について 管財係 19980127 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（東京電力（株）特別高圧架空送電線鉄塔および線下用地） 管財係 19980130 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（東京電力（株）配電線電柱および支線敷地　桜地区） 管財係 19980202 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（東京電力（株）配電線電柱および支線敷地　千現地区） 管財係 19980202 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産使用許可更新申請書について（（財）高度情報科学技術研究機構） 管財係 19980204 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産使用許可更新申請書について（日本原子力研究所） 管財係 19980204 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用承認について（期間更新） 管財係 19980204 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（土地）の使用について（回答） 管財係 19980213 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の引渡しについて 管財係 19980217 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産の用途廃止について 管財係 19980220 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 「金材研50号庁舎電気設備改修工事」工事決定通知書及び工事変更通知書について 管財係 19980224 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産台帳の（価格改定の）誤謬訂正について 管財係 19980226 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の修繕・模様替承認申請について（回答） 管財係 19980227 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産使用許可期間の更新について 管財係 19980302 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（（財）高度情報科学技術研究機構） 管財係 19980303 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（日本原子力研究所） 管財係 19980303 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（東京電力（株）配電線電柱および支線敷地　桜地区） 管財係 19980303 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（東京電力（株）配電線電柱および支線敷地　千現地区） 管財係 19980303 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（東京電力（株）特別高圧架空送電線鉄塔および線下用地） 管財係 19980303 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（日本電信電話（株）　桜地区） 管財係 19980303 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（日本電信電話（株）　千現地区） 管財係 19980303 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（つくば市） 管財係 19980303 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（東京電力（株）受電状態自動伝達装置　桜地区） 管財係 19980303 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（東京電力（株）受電状態自動伝達装置　千現地区） 管財係 19980303 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産使用許可の更新申請について 管財係 19980304 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産増減及び現在額報告書における「報告洩」及び「誤謬訂正」について 管財係 19980309 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の引渡しについて 管財係 19980323 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 行政財産等の監査結果について（回答） 管財係 19980323 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産使用許可の更新申請について 管財係 19980326 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 資産 平成10年度官庁営繕関係の支出委任及び大臣協議に係る事務手続き等について 管財係 19980326 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について 管財係 19980406 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令
「国有財産特別措置法第2条第2項の規定により普通財産を無償貸し付けする場合の取扱いについ

て」通達の一部改正について
管財係 19980409 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成9年度「庁舎等使用現況及び見込報告書」について 管財係 19980410 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令
｢国有財産特別措置第2条第2項の規定により普通財産を無償貸付けする場合の取扱について」通達

の一部改正について
管財係 19980414 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 庁舎等の構造別現況調について 管財係 19980416 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 部局等調べについて 管財係 19980416 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 庁舎敷地の取得等予定の調整について 管財係 19980507 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 庁舎等使用現況及び見込報告書について 管財係 19980519 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成11年度末以降の行政財産（建物）の使用について 管財係 19980528 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 庁舎等使用現況及び見込報告書について 管財係 19980529 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成10年度官庁営繕関係の支出委任及び大臣協議に係る事務手続き等について 管財係 19980609 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成11年度分市町村交付金の算定標準額の決定に必要な資料の提出依頼について 管財係 19980612 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成11年度市町村交付金算定資料の提出について 管財係 19980623 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成11年度市町村交付金の算定標準額の決定に必要な資料について 管財係 19980623 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 庁舎敷地の取得等予定及び営繕計画に関する調書の追加について（平成10年度） 管財係 19980623 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産目録の送付について 管財係 19980707 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産目録の送付について 管財係 19980708 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産等の監査に係る是正等措置未済財産について 管財係 19980715 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成9年度国有財産増減及び現在額計算書について 管財係 19980715 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産台帳の種目の変更について 管財係 19980721 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成9年度国有財産増減及び現在額計算書の提出について 管財係 19980724 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 庁舎敷地の取得等予定及び営繕計画に関する調書について 管財係 19980727 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成9年度国有財産増減及び現在額計算書の提出について 管財係 19980728 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産等の使用状況実態調査への協力依頼について 管財係 19980729 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 庁舎敷地の取得等予定及び営繕計画に関する調整について（平成11年度） 管財係 19980806 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 「国有財産評価執務参考書」の一部改正について 管財係 19980810 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産見込現在額報告書について 管財係 19980819 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成10年度「国有財産見込現在額報告書」の提出について 管財係 19980819 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産等使用状況実態調査等のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟについて 管財係 19980908 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 その他 移動体電話による国際電話利用契約申込書について 管財係 19981016 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（建物）の取得について 管財係 19981019 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 予算
歳出予算の繰越しの承認及び繰越明許費の金額について翌年度にわたって支出すべき債務の負担の

承認に関する事務の委任について
予算決算係 19981020 30 20290331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算
「歳出予算の繰越しをする場合の手続き及び繰越明許費の金額について翌年度にわたって支出すべ

き債務を負担する場合の手続きについての運用の簡素化について」の一部改正について
予算決算係 19981020 30 20290331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 ｢繰越関係書類における「事項」名の簡略化について」の一部改正について 予算決算係 19981020 30 20290331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算
歳出予算の繰越しをする場合及び繰越明許費の金額について翌年度にわたって支出すべき債務を負

担する場合の手続きについて
予算決算係 19981020 30 20290331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成10年度老朽化施設の改修における設計外注費の取扱いについて 管財係 19981021 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成10年度官庁営繕関係の支出委任及び大臣協議に係る事務手続き等について 管財係 19981028 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 庁舎敷地の取得等予定の調整について 管財係 19981028 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成11年度末以降の行政財産（建物）の使用について 管財係 19981102 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産
平成11年度及び平成12年度に係る国有資産所在市町村交付金の算定標準額の基礎となるべき固定

資産の価格修正措置について
管財係 19981112 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 固定資産額の通知について 管財係 19981117 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産の取得について 管財係 19981126 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産見込現在額報告書について 管財係 19981204 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成11年度「国有財産見込現在額報告書」の提出について 管財係 19981221 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 出納 支出決定簿　平成10年度 出納係 19990401 30 20290331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 出納 支出決定簿　平成10年度  ② 出納係 19990401 30 20290331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成9年10月～12月分） 並木施設維持係 19980215 30 20281231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成9年7月～9月分）について（通知） 並木施設維持係 19980217 30 20281231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成9年10月～12月分）について（通知） 並木施設維持係 19980406 30 20281231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 国有財産 平成9年度「庁舎等使用現状及び見込報告書」について 施設係 19980427 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成10年1月～3月分） 並木施設維持係 19980513 30 20281231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 国有財産 平成9年度「庁舎等使用現状及び見込報告書」について 施設係 19980526 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成10年1月～3月分）について（通知） 並木施設維持係 19980619 30 20281231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成10年4月～6月分） 並木施設維持係 19980813 30 20281231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成10年4月～6月分）について（通知） 並木施設維持係 19980927 30 20281231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水の水質検査結果について 並木施設維持係 19981022 30 20281231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成10年11月～2月分）について（通知） 施設係 19981102 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 立入検査結果通知書について 並木施設維持係 19981112 30 20281231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成10年7月～9月分）について（通知） 並木施設維持係 19981217 30 20281231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 ｽｸﾘｭｰ冷凍機及び空冷ﾁﾗｰ点検整備　平成9年度 千現施設維持第１係 19990101 30 20281231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成9年度 千現施設維持第１係 19990101 30 20281231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成9年度 千現施設維持第１係 19990101 30 20281231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成9年度 千現施設維持第１係 19990101 30 20281231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 簡易専用水道管理検査　平成9年度 千現施設維持第１係 19990101 30 20281231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 特定施設 特定施設設置届出書について（共同研究棟） 施設係 19980106 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 特定施設 特定施設設置届出書について（共同研究棟） 施設係 19980106 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物貯蔵所変更許可について 安全係 19980116 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火対象物使用開始届出書について（共同研究棟） 施設係 19980127 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 法令等 大気汚染防止法施行規則等の一部改正について（通知） 安全係 19980611 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 法令等 大気汚染防止法施行規則等の一部改正について（通知） 安全係 19980630 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 特定施設 特定施設設置届出書 管財係 19980831 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書について（共同研究棟） 施設係 19981005 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 特定施設 特定施設設置届出書 管財係 19981222 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 火を使用する設備等の設置届出書 管財係 19981222 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 地下ﾀﾝｸ漏洩検査及びﾀﾝｸ清掃　平成9年度 千現施設維持係 19990101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE日常点検記録　平成9年度 千現維持第2 19990101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE定期自主検査報告　平成9年度 千現維持第2 19990101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 液化ｶﾞｽ受入台帳　平成9年度 千現維持第2 19990101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 液化ｶﾞｽ納品書　平成9年度 千現維持第2 19990101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特殊ｶﾞｽ防災設備定期点検報告書　平成9年度 千現維持第2 19990101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安教育実施記録　平成9年度 千現維持第2 19990101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特殊ｶﾞｽ防災設備点検整備　平成9年度 桜施設第2係 19990101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特殊ｶﾞｽ防災設備点検整備　平成10年度 桜施設第2係 19990101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 平成10年度地下ﾀﾝｸ漏洩検査 桜施設第1 19990101 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成4年特許願第272548号に関する特許証の送付について 業務係 19980101 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成4年特許願第272548号に関する特許証の送付について 業務係 19980101 30 20271231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第054809号に関する特許証の送付について 業務係 19980108 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第196110号に関する特許証の送付について 業務係 19980108 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19980109 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定に伴う分割出願について（薄片状酸化ﾁﾀﾝの製造方法、薄片状酸化ﾁﾀﾝの集合体からなる酸

化ﾁﾀﾝ多孔体及びその製造方法）
業務係 19980109 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19980114 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定に伴う審判請求書の提出について（体心立方晶系構造のビスマス希土類酸化物固溶体とそ

の製造方法）
業務係 19980213 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19980216 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成7年特許願第067296号に関する特許査定に対する謄本について 業務係 19980220 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成7年特許願第319874号に関する特許証の送付について 業務係 19980227 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特願平 平成8年特許願第178061号に関する特許査定に対する謄本について 業務係 19980302 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書
手続補正指令書（方式）の提出について（薄片状酸化ﾁﾀﾝの製造方法、薄片状酸化ﾁﾀﾝの集合体から

なる酸化ﾁﾀﾝ多孔体およびその製造方法）
業務係 19980303 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書
手続補正指令書に伴う手続補正書の提出について（蛍石型またはその派生構造の酸化物焼結体とそ

の製造方法）
業務係 19980304 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成7年特許願第226804号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19980306 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願No.08/398,174に関する特許証の送付について 業務係 19980311 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｲｷﾞﾘｽ特許出願No.9504882に関する特許証の送付について 業務係 19980311 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 欧州特許出願JP91/00627に関する特許証の送付について 業務係 19980311 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19980320 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｱﾒﾘｶ特許出願S.N.08/526,919に関する特許証の送付について 業務係 19980326 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成7年特許願第067296号に関する特許証の送付について 業務係 19980326 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（多段反射型電気炉） 業務係 19980401 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録について 業務係 19980415 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19980421 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19980501 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第217463号に関する特許証の送達について 業務係 19980519 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19980522 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 7年特許願第226804号に関する特許査定に対する謄本について 業務係 19980528 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（五酸化化合物とﾋﾞｽﾏｽ酸化物からなる複酸化物間の全域

固溶体とその製造）
業務係 19980601 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成07年特許願第027796号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書等の提出について 業務係 19980610 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（五酸化化合物とﾋﾞｽﾏｽ酸化物からなる複酸化物間

の全域固溶体とその製造法）
業務係 19980610 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願　08/610,232　に関する特許証の送付について 業務係 19980612 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承認について（含水ﾋﾞｽﾏｽ化合物を有効成分とする無機陰ｲｵﾝ交換体） 業務係 19980614 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19980616 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（Va族二ﾎｳ化物単結晶の育成法） 業務係 19980618 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願　08/759,775　に関する特許査定に対する謄本について 業務係 19980622 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成3年特許願第242306号の拒絶理由通知書に関わる手続補正書の提出について 業務係 19980626 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 開発成否認定 「導電材用高強度銅合金の製造技術」に関する開発実施結果の成否の認定について 業務係 19980630 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（Ｖａ族二ﾎｳ化物単結晶の育成法） 業務係 19980630 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19980710 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成08年特許願第178061号に関する特許証の送付について 業務係 19980713 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 国内特許出願　07-226804号　に関する特許証の送付について 業務係 19980713 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19980713 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（窒化ﾎｳ素ﾅﾉﾁｭｰﾌﾞの大量製造法） 業務係 19980716 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（易焼結性の酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ粉末及び

ｲｯﾄﾘｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑｶﾞｰﾈｯﾄ粉末の製造方法）
業務係 19980727 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成08年特許願第152425号の拒絶理由通知書に関わる意見書等の提出について 業務係 19980803 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成3年特許願第242306号に関する審決書謄本について 業務係 19980805 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（気相における一酸化炭素の還元分解・除去用光触媒及び

該触媒を使用した浄化方法　特願平9-249489号に関する国内優先権主張出願）
業務係 19980806 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成08年特許願第066591号の拒絶理由通知書に関わる意見書等の提出について 業務係 19980810 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19980817 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成07年特許願第027796号に関する特許査定の謄本について 業務係 19980819 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（硬質BN薄膜の合成装置および低温合成法） 業務係 19980820 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成07年特許願第206931号の拒絶理由通知書に関わる意見書等の提出について 業務係 19980824 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（気相における一酸化炭素の還元分解・除去用光触

媒及び該触媒を使用した浄化方法　特願平9-249489号に基づく国内優先権主張出願）
業務係 19980826 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（ﾋﾞｽﾏｽ･ｶﾙｼｳﾑ化合物とその製造法） 業務係 19980904 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承認について（ｱﾙﾐﾆｳﾑ水酸化物架橋型層状ﾁﾀﾝ酸及びその製造法） 業務係 19980909 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（ｱﾙﾐﾆｳﾑ水酸化物架橋型層状ﾁﾀﾝ酸及びその製造

法）
業務係 19980914 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（希土類元素を含む分散粒子系酸化物

薄膜とその製造方法）
業務係 19980914 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19980917 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第066435号拒絶査定に対する審判事件の審決書謄本について 業務係 19980921 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（衝撃試料回収方法） 業務係 19980925 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第052590号拒絶査定に対する審判事件の審決書謄本について 業務係 19980930 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（窒化ﾎｳ素ﾅﾉﾁｭｰﾌﾞの製造方法） 業務係 19980930 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成03年特許願第242306号に関する特許証の送付について 業務係 19981005 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成07年特許願第027796号に関する特許証の送付について 業務係 19981005 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録について 業務係 19981008 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成8年特許願第152425号に関する特許査定の謄本について 業務係 19981014 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19981019 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（硬質乱層構造BN薄膜の合成方法と装置） 業務係 19981019 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成8年特許願第066591号に関する特許査定の謄本について 業務係 19981021 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（イオン注入装置） 業務係 19981023 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19981030 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（二重るつぼを用いた単結晶の製造法） 業務係 19981105 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 ｵﾗﾝﾀﾞ特許出願No.1002246号に関する特許証の送付について 業務係 19981113 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第066435号に関する特許証の送付について 業務係 19981116 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19981117 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について（靱性に優れた炭化ｹｲ素焼結体および製造方法） 業務係 19981119 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成06年特許願第052590号に関する特許証の送付について 業務係 19981124 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19981124 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成08年特許願第152425号に関する特許証の送付について 業務係 19981201 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（光多重記録用ガラス） 業務係 19981203 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成08年特許願第066591号に関する特許証の送付について 業務係 19981207 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19981225 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程類の改正及び制定（金属材料技術研究所　Ｈ．8～10） 法規係 19990101 30 20291231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（無機材質研究所　H.10） 総務・文書係 19990101 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程の制定
極現場研究センター業

務室
19980101 30 20271231 紙 桜地区研究支援室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 議事録 強磁場部会議事録（第２回）
極現場研究センター業

務室
19980130 30 20281231 紙 桜地区研究支援室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 給与 研究者格付審査会審査申請書の提出について 人事係 19980914 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免
任免関係（一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律等に基づく任期付

任用）
人事係 19990101 30 20281231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１０任期付研究員法に基づく採用） 人事係 19990101 30 20281231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１１選考採用関係①） 人事係 19990101 30 20281231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１１選考採用関係②） 人事係 19990101 30 20281231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１１人事異動） 人事係 19990101 30 20281231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１０任免①） 人事係 19990101 30 20281231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（９特別研究員（COE関係）） 人事係 19990101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（技能、労務職員名簿） 人事係 19990101 30 20281231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免
任免関係（一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律等に基づく任期付

任用）
人事係 19990101 30 20281231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１０任期付研究員法に基づく採用） 人事係 19990101 30 20281231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１１選考採用関係①） 人事係 19990101 30 20281231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１１選考採用関係②） 人事係 19990101 30 20281231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１１人事異動） 人事係 19990101 30 20281231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１０任免①） 人事係 19990101 30 20281231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（９特別研究員（COE関係）） 人事係 19990101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（技能、労務職員名簿） 人事係 19990101 30 20281231 紙 人事室 人事室 廃棄

平成１１年度

総務部門 調達室 会計検査 会計実地検査時等における綱紀粛正に関する協力依頼について 収支係 19990114 30 20290331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 調達室 会計検査 会計検査院の指摘事項の周知徹底と適正な予算執行について 予算決算係 19990319 30 20290331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄



総務部門 経理室 法令 国有財産法施行細則の一部改正について 管財係 19990118 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 国有財産法施行細則の一部改正について 管財係 19990119 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（建物）の取得（新築）について 管財係 19990119 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（土地）に使用について（回答） 管財係 19990216 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用承認について（期間更新） 管財係 19990216 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産使用許可更新申請書について（（財）高度情報科学技術研究機構） 管財係 19990223 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産使用許可更新申請書について（日本原子力研究所） 管財係 19990223 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 国有財産の監査結果に対する処理状況について 管財係 19990302 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用承認について（（財）高度情報科学技術研究機構） 管財係 19990310 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の使用許可申請について（日本原子力研究所） 管財係 19990310 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 「普通財産貸付事務処理要領について」通達の一部改正について 施設係 19990325 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 普通財産管理処分関係通達の一部改正について 施設係 19990325 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 通知書 工事決定通知書 管財係 19990405 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 「普通財産貸付事務処理要領について」通達の一部改正について 管財係 19990405 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 普通財産管理処分関係通達の一部改正について 管財係 19990405 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成10年度「庁舎等使用現況及び見込報告書」について 管財係 19990413 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 行政財産の使用収益等関係通達の一部改正について 管財係 19990414 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱の基準について」通達の一部改正について 管財係 19990414 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成10年度「庁舎等使用現況及び見込報告書」について 管財係 19990419 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令
「国有財産特別措置法の規定により普通財産を減額譲渡又は貸付けする場合の取扱いについて」通

達の一部改正について
管財係 19990427 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 その他 部局等調べについて 管財係 19990427 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 通知書 工事決定通知書 管財係 19990428 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 庁舎等の構造別現況調について 管財係 19990430 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令
「国有財産特別措置法の規定により普通財産を減額譲渡又は貸付けする場合の取扱いについて」通

達の一部改正について
管財係 19990506 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 庁舎等使用現況及び見込報告書について 管財係 19990513 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の引渡しについて 管財係 19990520 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産法における育成者権の取扱いについて 管財係 19990604 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産目録の送付について（提出） 管財係 19990604 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成12年度分市町村交付金の算定標準額の決定に必要な資料の提出依頼について 管財係 19990607 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 行政財産等の実施監査等について 管財係 19990611 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成12年度市町村交付金算定資料の提出について 管財係 19990614 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 国有財産等の実地監査等資料の提出について 管財係 19990621 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 資産 平成12年度分市町村交付金の算定標準額の決定に必要な資料について 管財係 19990621 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産目録の送付について（提出） 施設係 19990621 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成10年度国有財産増減及び現在額報告書について 管財係 19990708 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成10年度国有財産増減及び現在額計算書について 管財係 19990708 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 NTTの再編に伴う承継依頼について 管財係 19990714 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 通知書 工事変更通知書 管財係 19990715 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 庁舎敷地の取得等予定及び営繕計画に関する調書について 管財係 19990716 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成10年度国有財産増減及び現在額計算書の提出について 管財係 19990719 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の管理の適用化について 管財係 19990719 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 通知書 工事変更通知書 管財係 19990730 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産見込現在額報告書について 管財係 19990804 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成11年度「国有財産見込現在額報告書」の提出について 管財係 19990804 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の引渡しについて 管財係 19990825 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の引渡しについて 管財係 19990913 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 「国有財産情報公開ｼｽﾃﾑ」に係るﾃﾞｰﾀ入力について 管財係 19991027 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 固定資産額の通知について 管財係 19991115 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の引渡しについて 管財係 19991116 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産見込現在額報告書について 管財係 19991207 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産登録資料の送付について 管財係 19991213 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産の用途廃止について 管財係 19991221 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成12年度「国有財産見込現在額報告書」の提出について 管財係 19991221 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 出納 支出決定簿　平成11年度 出納係 20000401 30 20300331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 出納 支出決定簿　平成11年度　② 出納係 20000401 30 20300331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 排水設備（設置）計画確認申請書の提出について 施設管理・建設係 19990125 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 排水設備（設置）計画確認申請書の提出について 施設管理・建設係 19990125 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建築物許可申請書 施設管理・建設係 19990205 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建築物許可申請書 施設管理・建設係 19990205 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成10年10月～12月分）について（通知） 並木施設維持係 19990208 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌・地下水汚染に係る調査・対策方針について 並木施設維持係 19990210 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水設備等工事完了届 施設管理・建設係 19990311 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水設備等工事完了届 施設管理・建設係 19990311 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成10年10月～12月分）について（通知） 並木施設維持係 19990312 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 国有財産 「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱の基準について」通達の一部改正について 並木施設維持係 19990409 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 水道使用開始申込みについて（給水管口径変更） 並木施設維持係 19990416 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 国有財産 平成11年度における国有財産等の実施監査等の実施について 並木施設維持係 19990422 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路占用料減免申請書について 並木施設維持係 19990428 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 工事着手届け 並木施設維持係 19990428 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路占用許可申請書について 並木施設維持係 19990428 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 国有財産 平成10年度「庁舎等使用現状及び見込報告書」について 施設係 19990514 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成11年1月～3月分）の提出について 並木施設維持係 19990520 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路占用協議書について 施設管理・建設係 19990521 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路占用協議書について 施設管理・建設係 19990521 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 平成10年度設計料算定基準の配布について（依頼） 並木施設維持係 19990527 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 国有財産 平成10年度「庁舎等使用現状及び見込報告書」について 施設係 19990604 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 冷凍機設備届出書について 施設係 19990607 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 協議 官公庁施設の建設等に関する法律第9条の2第2項の規定に基づく協議について 施設係 19990610 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 特定施設の種類ごとの数変更届出書について 並木施設維持係 19990622 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 特定施設の種類及び能力ごとの数特定施設の使用の方法変更届出書について 並木施設維持係 19990622 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 国有財産 「行政財産等の使用状況実態調査に係る実施要領について」通達の一部改正について 並木施設維持係 19990623 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 概算要求における適正な設計監理外注費の確保について 並木施設維持係 19990630 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成11年1月～3月分）について（通知） 並木施設維持係 19990701 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 燃料等（電気）使用状況届出書について 施設係 19990707 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 冷暖房機設置届出書について 施設係 19990709 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 安全 弁明通知書について 施設係 19990806 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ 第二種エネルギー管理指定工場指定通知書について 施設係 19990819 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成11年4月～6月分）について（通知） 並木施設維持係 19990929 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 工事変更通知書 施設管理・建設係 19991012 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 工事変更通知書 施設管理・建設係 19991012 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書について（平成11年7月～9月分） 並木施設維持係 19991028 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 特高受電設備共同利用に伴う協定の変更について 施設係 19991115 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 電気主任技術者選任又は解任届出書について 並木施設維持係 19991213 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成11年7月～9月分）について（通知） 並木施設維持係 19991220 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ 冬季の省エネルギーについて 並木施設維持係 19991220 30 20291231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成10年度 千現施設維持第１係 20000101 30 20291231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 ｽｸﾘｭｰ冷凍機及び空冷ﾁﾗｰ点検整備　平成10年度 千現施設維持第１係 20000101 30 20291231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成10年度 千現施設維持第１係 20000101 30 20291231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成10年度 千現施設維持第１係 20000101 30 20291231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成10年度 千現施設維持係 20000101 30 20291231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成10年度 千現施設維持第１係 20000101 30 20291231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 ｽｸﾘｭｰ冷凍機及び空冷ﾁﾗｰ点検整備　平成10年度 千現施設維持係 20000101 30 20291231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成10年度 千現施設維持係 20000101 30 20291231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成10年度 千現施設維持第１係 20000101 30 20291231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成10年度 千現施設維持第１係 20000101 30 20291231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 受理書 受理書（特定施設設置届出書） 施設管理・建設係 19990204 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 受理書 受理書（特定施設設置届出書） 施設管理・建設係 19990204 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ボイラー ボイラーの廃止報告について（無塵棟用） 施設係 19990217 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造廃止届出書について（無塵棟冷凍機） 施設係 19990217 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 少量危険物取扱い廃止届出書について（無塵棟ボイラー用タンク） 施設係 19990217 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物貯蔵所廃止届出書（無塵棟ボイラー用タンク） 施設係 19990217 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ボイラー ボイラーの廃止報告について（無塵棟用） 施設係 19990217 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ボイラー ボイラーの設置届出書について(無塵棟ボイラー） 施設係 19990401 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ボイラー ボイラーの設置届出書について(無塵棟ボイラー） 施設係 19990401 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ボイラー ボイラーの設置届出書について（廃棄物処理施設） 施設係 19990402 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ボイラー ボイラーの設置届出書について（廃棄物処理施設） 施設係 19990402 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 火を使用する設備設置届出書について（高圧棟-冷温水発生器、研究本館125号室-空調機） 安全係 19990416 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ボイラー ボイラー廃止報告届け（高圧棟ボイラー） 施設係 19990416 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 火を使用する設備設置届出書について（高圧棟-冷温水発生器、研究本館125号室-空調機） 安全係 19990416 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ボイラー ボイラー廃止報告届け（高圧棟ボイラー） 施設係 19990416 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等廃止届け（高圧棟冷凍機） 施設係 19990416 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物貯蔵所廃止届け（高圧棟地下オイルタンク） 施設係 19990416 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 少量危険物貯蔵取扱い廃止届け（高圧棟機械室オイルサービスタンク） 施設係 19990416 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書について（厚生棟） 施設係 19990416 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備当点検結果報告書について（平成9年から平成11年度） 施設係 19990624 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 変電設備 変電設備設置届出書について 施設係 19990706 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 変電設備 変電設備設置届出書について 施設係 19990706 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ボイラー ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成10年度 千現施設維持係 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特殊ｶﾞｽ防災設備定期点検報告書　平成10年度 千現維持第2 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特殊ｶﾞｽ防災設備定期点検報告書　平成10年度 千現維持第2 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特殊ｶﾞｽ防災設備点検整備　平成11年度 桜施設第2係 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 地下ﾀﾝｸ漏洩検査及びﾀﾝｸ清掃　平成10年度 千現施設維持係 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE日常点検記録　平成10年度 千現維持第2 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE日常点検記録　平成10年度 千現維持第2 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE定期自主検査報告　平成10年度 千現維持第2 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 液化ｶﾞｽ受入台帳　平成10年度 千現維持第2 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 液化ｶﾞｽ納品書　平成10年度 千現維持第2 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特殊ｶﾞｽ防災設備定期点検報告書　平成10年度 千現維持第2 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特殊ｶﾞｽ防災設備定期点検報告書　平成10年度 千現維持第2 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特殊ｶﾞｽ防災設備点検整備　平成11年度 桜施設第2係 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 地下ﾀﾝｸ漏洩検査及びﾀﾝｸ清掃　平成10年度 千現施設維持係 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE日常点検記録　平成10年度 千現維持第2 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE定期自主検査報告　平成10年度 千現維持第2 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 液化ｶﾞｽ受入台帳　平成10年度 千現維持第2 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 液化ｶﾞｽ納品書　平成10年度 千現維持第2 20000101 30 20291231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願　08/706,798　に関する特許証の送付について 業務係 19990106 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成05年特許願第047377号に関する特許証の送付について 業務係 19990106 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 米国特許出願　08/759,775　に関する特許証の送付について 業務係 19990106 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許証の送達について（六ﾎｳ化希土類電子放射材） 業務係 19990106 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 更新契約 更新契約書（写）の提出について 業務係 19990106 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19990108 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成07年特許願第206931号に関する特許証の送付について 業務係 19990112 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成08年特許願第204376号に関する特許証の送付について 業務係 19990112 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成07年特許願第070138号に関する特許証の送付について 業務係 19990125 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成02年特許願第226056号に関する特許証の送付について 業務係 19990209 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許証の送達について（凝集を抑制した超微細粉末の製造方法） 業務係 19990224 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書 業務係 19990301 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成5年特許願第249956号に関する特許証の送付について 業務係 19990302 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（易焼結体の酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ粉末の製造方法） 業務係 19990302 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同出願に係る特許出願の協議について（リン酸カルシウム系多孔質焼結体およびその製造方法） 業務係 19990304 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（リン酸カルシウム系多孔体およびその製造方法） 業務係 19990304 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ｎ型半導体の製造法） 業務係 19990304 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（新規ｸﾞﾘｺｻﾐﾝｸﾞﾘｶﾝ無機結合体、その製造方法、及びそれ

を含む医療材料）
業務係 19990304 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成04年特許願第108398号に関する特許証の送付について 業務係 19990305 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の協議について（新規なｸﾞﾘｺｻﾐﾝｸﾞﾘｶﾝ無機ｲｵﾝ複合体、その製造方法、及

びそれを含む医用材料）
業務係 19990309 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 専用実施権 「ﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ水硬性ｾﾒﾝﾄ」に係る専用実地権及び通常実施権の更新契約について 業務係 19990310 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録について 業務係 19990315 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明に伴う特許出願・審査請求及び共同出願契約の締結について（酸化物単結晶の製造方法及

び装置）
業務係 19990316 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同出願に係る特許出願の協議について（ｎ型半導体ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの製造方法） 業務係 19990320 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施申込 国有特許発明実施申込書について（微細薄片状酸化ﾁﾀﾝの製造技術） 業務係 19990330 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19990409 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19990412 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について　（ホーランダイト型光触媒による有機塩素化合物高速分

解除去方法）
業務係 19990513 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19990525 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願平 平成01年特許願第237293号に関する特許登録通知書の送付について 業務係 19990526 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19990602 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同出願に係る特許出願の協議について（2色ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ記憶装置） 業務係 19990603 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（酸化物分散粒子の形成方法） 業務係 19990606 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（靱性に優れた炭化ｹｲ素焼結体および製造方法） 業務係 19990606 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（熱ﾌﾟﾗｽﾞﾏのｴﾈﾙｷﾞｰ制御法） 業務係 19990606 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同出願に係る特許出願の協議について（微細結晶粒塑性炭化珪素焼結体とその製造方法） 業務係 19990609 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について（五酸化化合物とﾋﾞｽﾏｽ酸化物からなる複酸化物間の全域固溶体とその製造

法）
業務係 19990610 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19990614 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ホウ炭化スカンジウム及びその製造方法） 業務係 19990617 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（立方晶窒化ほう素焼結体用原料の製造方法） 業務係 19990617 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（フラーレン状窒化ホウ素の製造法） 業務係 19990617 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（透明酸化ｲｯﾄﾘｳﾑ焼結体の製造法） 業務係 19990622 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許証の送達について（薄片状酸化ﾁﾀﾝおよびその集合体である多孔体とそれらの製造方法） 業務係 19990625 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（Va族二ﾎｳ化物単結晶の育成法） 業務係 19990625 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について（鉄添加ﾆｵﾌﾞﾘﾁｳﾑ単結晶およびその熱処理方法および当該単結晶を含むﾎﾛｸﾞ

ﾗﾑ応用素子）
業務係 19990631 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（酸化亜鉛ﾊﾞﾘｽﾀの製造方法） 業務係 19990631 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（衝撃試料回収方法） 業務係 19990705 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（ﾎﾛｸﾞﾗﾑ記録用材料および当該材料を用いたﾎﾛｸﾞﾗﾑ記録装

置）
業務係 19990709 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（粘土複合粘土複合多孔体とその製造方法） 業務係 19990709 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同出願に係る特許出願の協議について（ｷﾄｻﾝｰﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ複合体およびその製造方法） 業務係 19990709 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ｷﾄｻﾝｰﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ複合体およびその製造方法） 業務係 19990709 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（無機陰ｲｵﾝ交換性に優れた含水ﾋﾞｽﾏｽ化合物とその製造法） 業務係 19990714 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾋﾞｽﾏｽ･ｶﾙｼｳﾑ化合物とその製造法） 業務係 19990714 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（六ﾎｳ化ﾗﾝﾀﾝ単結晶の育成法） 業務係 19990714 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録について 業務係 19990716 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19990722 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ｱﾙﾐﾆｳﾑ水酸化物架橋型層状ﾁﾀﾝ酸およびその製造法） 業務係 19990723 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同出願に係る特許出願の協議について（ｶﾞﾗｽの製造方法） 業務係 19990727 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19990802 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（非晶質高圧相窒化ホウ素の製造法） 業務係 19990803 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（立法晶窒化ほう素粒子を製造する方法） 業務係 19990803 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ﾋﾞｽﾏｽ複酸化物とその製造方法） 業務係 19990803 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について（Li5Ag2Hｆ3S8で示される立法晶系の構造を有する化合物およびその製造

法）
業務係 19990803 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（薄片状酸化ﾁﾀﾝおよびその集合多孔体とそれらの製造法） 業務係 19990803 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同出願に係る特許出願の協議について（ﾎﾛｸﾞﾗﾑ記録装置及びその方法） 業務係 19990810 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同出願に係る特許出願の協議について（2色ﾎﾛｸﾞﾗﾑ記録再生装置） 業務係 19990810 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許証の送達について（鉄添加ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶及びその熱処理方法及び当該単結晶を含むﾎﾛ

ｸﾞﾗﾑ応用素子）
業務係 19990810 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 注目発明 第59回注目発明の推薦について（回答） 業務係 19990811 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書 持分割合証明書の締結について 業務係 19990816 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19990819 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（ホウ炭化スカンジウム及びその製造方法） 業務係 19990819 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（軟X線分光素子用材料） 業務係 19990827 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（半導体ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞへの低抵抗ｵｰﾑ性電極形成技術） 業務係 19990827 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（軟X線分光素子用材料） 業務係 19990831 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明による特許出願及び審査請求について（半導体ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞへの低抵抗ｵｰﾐｯｸ電極及びその形

成）
業務係 19990831 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（窒化ﾎｳ素ﾅﾉﾁｭｰﾌﾞの製造方法） 業務係 19990908 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（2色ﾎﾛｸﾞﾗﾑ記録再生装置） 業務係 19990909 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書 持分割合証明書の締結について 技術展開係 19990914 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（薄片状酸化ﾁﾀﾝ） 業務係 19990920 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19990921 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（疎水性ｹﾞﾙによる金属ｲｵﾝ抽出分離法） 業務係 19990928 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 業務係 19991006 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19991013 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 19991020 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同出願に係る特許出願の協議について（腱又は靱帯用生体組織及びその製造法） 業務係 19991105 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（酸化物固体表面の高速疎水化およびその位置制御手法） 業務係 19991105 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19991115 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願に関する契約、代理人への委任状及び持分割合証明書の発

行及び特許出願について
業務係 19991116 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19991124 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明による特許出願及び審査請求について（親水化した酸化物固体表面の高速疎水化方法） 業務係 19991126 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う共同出願契約の締結について（親水化した酸化物固体表面の高速疎水化方法） 業務係 19991129 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19991201 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（TiO単結晶薄膜の製造方法） 業務係 19991203 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（立方晶窒化ホウ素およびその気相合成法） 業務係 19991203 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定に伴う審判請求書の提出について（アルカリ土類圭酸塩によるＣＯ2の固定化方法） 業務係 19991208 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定 拒絶査定に伴う審判請求書の提出について（リンドープダイヤモンドの合成法） 業務係 19991208 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 契約締結 平成11年度技術加工の課題実施に伴う契約書の締結について 業務係 19991209 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 19991217 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願に関する契約、代理人への委任状及び持分割合証明書の発

行及び特許出願について
業務係 19991217 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（モジュール化された人工骨部材） 業務係 19991221 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（ＳＰ3結合をもつ窒化ホウ素ナノチューブとその製造

法）
業務係 19991221 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（大きな熱起電力を有するランタン硫化物又はセリウム硫

化物とその合成方法）
業務係 19991221 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（金属材料技術研究所　その他　H.7～11） 総務・文書係 20000101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（無機材質研究所　H.11） 総務・文書係 20000101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 議事録 強磁場部会議事録（第３回）
極限場研究センター業

務室
19990118 30 20291231 紙 桜地区研究支援室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 実験施設 実験施設の設置
極高真空場ステーショ

ン
20000101 30 20291231 紙 桜地区研究支援室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 法令等 法令に基づく届出
極限場研究センター業

務室
20000101 30 20291231 紙 桜地区研究支援室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 法令等 法令に基づく届出 桜業務室 20000101 30 20291231 紙 桜地区研究支援室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 退職金 退職共済年金決定及び改定請求書の提出について 人事係 19990125 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 退職金 退職届の提出について 人事係 19990501 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 退職金 退職共済年金決定請求書の提出について 人事係 19990511 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄



人材部門 人事室 任免 任免関係（１１再任用制度） 人事係 20000101 30 20291231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１２人事異動） 人事係 20000101 30 20291231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１２選考採用関係） 人事係 20000101 30 20291231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１０任免②） 人事係 20000101 30 20291231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１１任免①） 人事係 20000101 30 20291231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１１客員研究官（金材研）） 人事係 20000101 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１１客員研究官（原子力、フロンティア、COE）） 人事係 20000101 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与 研究者格付（１１） 人事係 20000101 30 20291231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１１再任用制度） 人事係 20000101 30 20291231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１２人事異動） 人事係 20000101 30 20291231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１２選考採用関係） 人事係 20000101 30 20291231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１０任免②） 人事係 20000101 30 20291231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１１任免①） 人事係 20000101 30 20291231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１１客員研究官（金材研）） 人事係 20000101 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１１客員研究官（原子力、フロンティア、COE）） 人事係 20000101 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与 研究者格付（１１） 人事係 20000101 30 20291231 紙 人事室 人事室 廃棄

平成１２年度

経営企画部門 経営戦略室 評価 金属材料技術研究所機関評価
金属材料技術研究所企

画室
20010101 30 20291231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経営戦略室 廃棄

総務部門 調達室 会計検査 会計実地検査時等における綱紀粛正に関する協力依頼について 予算決算係 20000210 30 20300331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 調達室 会計検査 会計検査院の指摘事項の周知徹底と適正な予算執行について 予算決算係 20000316 30 20300331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 調達室 法令 内閣及び総理府所管契約事務取扱細則の一部改正について 予算決算係 20000413 30 20310331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 調達室 契約 工事に関する入札に係る総合評価落札方式について 契約係 20000413 30 20310331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 平成17年度　「環境物品等の調達の推進を図るための方針」 審査係 20000415 30 20351231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 経理室 資産 部局等調べについて 管財係 20000406 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産目録の送付について 管財係 20000406 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産目録の送付について 管財係 20000419 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成11年度国有財産増減及び現在額計算書の提出について 管財係 20000711 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成12年度「国有財産見込現在額報告書」の提出について 管財係 20000804 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産目録の送付について 管財係 20001211 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 平成13年度「国有財産見込現在額報告書」の提出について 管財係 20001221 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 出納 支出決定簿　平成12年度 出納係 20010401 30 20310331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 出納 支出決定簿　平成12年度　② 出納係 20010401 30 20310331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 出納 支出決定簿　平成12年度　③ 出納係 20010401 30 20310331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 出納 支出決定簿　平成12年度　④ 出納係 20010401 30 20310331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 固定財産台帳 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 不動産鑑定評価書綴 資産係 20010401 永久 - 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿(重要物品）工技院 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿(重要物品）6,　’50～’56 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿(重要物品）6,　’56～’60 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　Q　’62～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　F　’62～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　T　’62～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　S　’62～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　E　’62～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　M　’62～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　機T　’31～’61 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　P　’62～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　C　’62～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　光P　’31～’61 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　F　’34～’61 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　M　’34～’61 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要備品）　H，8～10AND13 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要備品）　H，8～１･2AND3 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　Q　’34～’61 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　庁．A．S　’31～’61 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　化．C　’31～’61 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　電．E　’31～’61 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品管理簿（重要物品）　H．8～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要備品）　H．8～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要備品）　H．8～7AND8 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要備品）　H．8～6-254～514 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要物品）　6-252～514 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要物品）　6-1～99 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要物品）　H．8～6-1～99 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要物品）　6（1）　S．63～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（一般備品）　F　S．63～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要物品）　電源特会 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　’91～H．3～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要物品）　10．13　　S．63～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要物品）　1．3．6．8．13 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要物品）　6 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品番号簿　’51～’90　S．51～H．2 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（一般備品） 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（一般備品） 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（一般備品）　P．Q．S．T　　H．5～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（一般備品）　P．Q．S．T　　S．63～H．4 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（一般備品）　C．E．F．M　　S．63～H．4 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要物品）　1．3．8．10．13　S．63～H．4 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（一般物品）　C．E．F．M　　H．5～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要物品）　1．3．8．10．13　H．5～ 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要物品）　6　　S．63～H．4 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要物品）　工技院 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要物品）6　H．5～. 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要物品） 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理簿（重要･一般）　電源 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 重要物品台帳 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品管理台帳 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 貴金属台帳 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 図書管理台帳 資産係 20010401 30 20310331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人成立に伴う物品の承継について（通知） 資産係 20010401 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人化に伴う物品の承継について（通知） 資産係 20010401 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 用途廃止財産の引受について 資産係 20010401 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 土地使用申請書 資産係 20010401 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 不動産（土地)の使用について（申請） 資産係 20010401 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 不動産（土地)の使用について 資産係 20010401 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 施設等の借受けについて（依頼） 資産係 20010401 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄



総務部門 経理室 資産 施設の工事承認真意書 資産係 20010401 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の現物出資について 資産係 20010401 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成11年10～12月分） 並木施設維持係 20000117 30 20301231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 エネルギー管理者選任（死亡、解雇）届出書について 並木施設維持係 20000118 30 20301231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 営繕計画 平成12年度官庁営繕関係の支出委任に係る事務手続きについて 施設係 20000322 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成11年10～12月分）の結果について（通知） 並木施設維持係 20000403 30 20301231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 受変電設備共用利用部分の定期点検整備費負担に関する覚書の更新について 並木施設維持係 20000407 30 20301231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 国有財産 平成11年度「庁舎等使用現況及び見込報告書」について 施設係 20000413 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 通信 通信端末装置等の設置に関する協定書について 施設係 20000414 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 国有財産 平成11年度庁舎等使用現況及び見込み報告書について 施設係 20000501 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書の提出について（平成12年1月～3月分） 並木施設維持係 20000501 30 20301231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 保安規程変更届について 並木施設維持係 20000510 30 20301231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成12年1月～3月分）の結果について（通知） 並木施設維持係 20000612 30 20301231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成12年4月～6月分）の提出について（通知） 並木施設維持係 20000721 30 20301231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成12年4月～6月分）の結果について（通知） 並木施設維持係 20001013 30 20301231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成12年7月～9月分）の提出について（通知） 並木施設維持係 20001023 30 20301231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 営繕工事完成施設事後調査について 並木施設維持係 20001206 30 20301231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 建築工事届等の提出について 施設管理・建設係 20001213 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成12年7月～9月分）の結果について（通知） 並木施設維持係 20001213 30 20301231 紙 並木施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 ｽｸﾘｭｰ冷凍機及び空冷ﾁﾗｰ点検整備　平成11年度 千現施設維持第１係 20010101 30 20301231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成11年度 千現施設維持第１係 20010101 30 20301231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成11年度 千現施設維持第１係 20010101 30 20301231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成11年度 千現施設維持第１係 20010101 30 20301231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 簡易専用水道管理検査　平成11年度 千現施設維持第１係 20010101 30 20301231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ CE日常点検記録　平成11年度 千現施設維持第２係 20010101 30 20301231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ CE定期自主検査報告　平成11年度 千現施設維持第２係 20010101 30 20301231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 液化ｶﾞｽ受入台帳　平成11年度 千現施設維持第２係 20010101 30 20301231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 液化ｶﾞｽ納品書　平成11年度 千現施設維持第２係 20010101 30 20301231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 特殊ｶﾞｽ防災設備定期点検報告書　平成11年度 千現施設維持第２係 20010101 30 20301231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 高圧ｶﾞｽ保安教育実施記録　平成11年度 千現施設維持第２係 20010101 30 20301231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 特殊ｶﾞｽ防災設備点検整備　平成12年度 桜施設維持係 20010101 30 20301231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火対象物（建築物）の立ち入り調査について 管財係 20000705 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 消防 地下ﾀﾝｸ漏洩検査及びﾀﾝｸ清掃　平成11年度 千現施設維持係 20010101 30 20301231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE日常点検記録　平成11年度 千現維持第2 20010101 30 20301231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE定期自主検査報告　平成11年度 千現維持第2 20010101 30 20301231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 液化ｶﾞｽ受入台帳　平成11年度 千現維持第2 20010101 30 20301231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 液化ｶﾞｽ納品書　平成11年度 千現維持第2 20010101 30 20301231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特殊ｶﾞｽ防災設備定期点検報告書　平成11年度 千現維持第2 20010101 30 20301231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安教育実施記録　平成11年度 千現維持第2 20010101 30 20301231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特殊ｶﾞｽ防災設備点検整備　平成12年度 桜施設第2係 20010101 30 20301231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 認可・契約 ﾄﾞﾒｲﾝ名及び登録原簿記載事項変更申請書の提出について 情報システム係 20010101 35 20351231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 認可・契約 不動産使用許可に伴う光ﾌｧｲﾊﾞｰの敷設に係る基本契約の締結について 情報システム係 20010101 35 20351231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 照会・通知 光ﾌｧｲﾊﾞｰの敷設置について 情報システム係 20010101 35 20351231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（炭酸水素アンモニウムを用いた湿式法によるＹＡＧ透明

焼結体の製造法）
業務係 20000107 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（サイアロン焼結体の製造法） 業務係 20000107 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（炭酸水素アンモニウムを用いた湿式法による単分散ＹＡ

Ｇ粉末の製造法）
業務係 20000107 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 20000112 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 20000112 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（TiO単結晶薄膜の製造方法） 業務係 20000114 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ホーランダイト型化合物の薄膜およびその製造法） 業務係 20000128 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（生体材料用複合体およびその製造方法） 業務係 20000128 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ケイ素を含むＧｄ多ホウ化物とその製造方法） 業務係 20000204 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録補償金 国家公務員の職務発明等に対する登録補償金の請求について（通知）（平成11年度） 業務係 20000210 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（プロトン導電性セラミックスの製造方法） 業務係 20000210 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（非晶質高圧相窒化ホウ素塊の製造方法） 業務係 20000216 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ガラス熱物性評価方法およびガラス物性評価装置） 業務係 20000217 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について　（陽イオン性アゾベンゼン誘導体を包接した層状無機有

機化合物及びその製造法）
業務係 20000217 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について 業務係 20000217 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（イオン注入装置および方法） 業務係 20000217 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 20000221 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の協議及び共同出願契約書並びに持分契約書の締結について（モジュール

化人工骨）
業務係 20000222 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（ＳＰ3結合をもつ窒化ホウ素ナノチューブとその

製造方法）
業務係 20000222 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（親水化した酸化物固体表面の高速疎水化方法） 業務係 20000228 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（ケイ素を含むＧｄ多ホウ化物とその製造方法） 業務係 20000302 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（セラミックス原材料粉末の製造方法） 業務係 20000303 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 「同軸型直衝突イオン散乱分光顕微鏡」に関する新技術開発あっせん受託契約等の更新について 業務係 20000307 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明に伴う特許出願及び審査請求について　（ガラス熱物性評価方法およびガラス物性評価装

置）
業務係 20000308 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明に伴う特許出願及び審査請求ニついて（陽イオン性アゾベンゼン誘導体を包接した層状無

機有機複合化合物およびその製造法）
業務係 20000308 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 「ルチル単結晶の製造技術」に係る実施企業の変更等について 業務係 20000308 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ﾁﾀﾆｱ超薄膜およびその製造方法） 業務係 20000313 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（ＹＡＧ透明焼結体の製造法） 業務係 20000313 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（ホーランダイト型光触媒による有機塩素化合物の

高速分解除去方法）
業務係 20000313 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（光多重記録用ガラス） 業務係 20000313 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（層状リチウムコバルトマンガン酸化物、およびその製造

方法）
業務係 20000313 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（立方晶リチウム鉄塩化物、およびその製造方法、ならび

にこれを用いたリチウム二次電池）
業務係 20000313 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（リチウム電池） 業務係 20000313 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（光学素子） 業務係 20000313 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同出願に係る特許出願の協議について（生体材料複合体およびその製造方法） 業務係 20000313 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（YAG微粉末の製造法） 業務係 20000313 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（リチウムイオン伝導性固体電解質） 業務係 20000314 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（ﾁﾀﾆｱ超薄膜およびその製造方法） 業務係 20000315 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（サイアロン焼結体の製造法） 業務係 20000315 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（酸化イットリウム微粉末の製造方法） 業務係 20000315 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（電子放出薄膜の製造方法） 業務係 20000315 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（光触媒の製造方法） 業務係 20000315 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同研究に係る特許出願の協議、共同出願契約書及び持分契約書の締結について（光学素子） 業務係 20000315 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 業務係 20000317 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書および手続補正書の提出について（ホウ炭化スカンジウム及びその製

造方法）
業務係 20000322 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 先の出願（H11-84999号）に基づく国内優先権主張について（酸化物単結晶の製造方法及び装置） 業務係 20000322 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願に関する契約、代理人への委任状及び持分割合証明書の発

行及び特許出願について
業務係 20000328 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録補償金 国家公務員の職務発明等に対する登録補償金支払について（通知）（平成11年度） 業務係 20000328 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書および手続補正書の提出について（乱層構造窒化ホウ素（βｔＢＮ）

の製造方法）
業務係 20000329 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明（考案）に係る認定及び決定報告書の提出について 業務係 20000403 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う補正書の提出について（アルカリ土類圭酸塩によるＣＯ２の固定化方法） 業務係 20000405 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（PEEM用対物レンズ） 業務係 20000405 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（半導体装置および半導体装置用基板） 業務係 20000405 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本
特許査定の謄本について（気相における一酸化炭素の還元分解・除去用光触媒及び該触媒を使用し

た浄化方法）
業務係 20000405 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ホウ化イットリウムおよび希土類多ホウ化物） 業務係 20000412 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（電子放出薄膜の製造方法） 業務係 20000414 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（酸化チタン光触媒の製造方法） 業務係 20000414 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（フラーレン状窒化ホウ素の中空微粒子の製造法） 業務係 20000414 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（銀ビスマス系化合物とその製造方法） 業務係 20000417 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について　（Cu2HfS3とその製造方法） 業務係 20000417 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（光誘起屈折率特性を改善したニオブ酸リチウム単結晶の製造方法） 業務係 20000417 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（リンドープダイヤモンドの合成法） 業務係 20000419 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の協議について（層状リチウムコバルトマンガン酸化物、およびその製造

方法）
業務係 20000421 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同出願に係わる特許出願の協議について 業務係 20000421 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の協議について（立方晶リチウム鉄塩化物およびその製造方法、ならびに

これを用いたリチウム二次電池）
業務係 20000421 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同出願に係る特許出願の協議について（リチウム電池） 業務係 20000421 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同出願に係る特許出願の協議について（リチウムイオン伝導性固体電解質） 業務係 20000421 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 覚書
韓国科学技術研究所との多結晶ダイヤモンドの合成と結晶性の評価に関する研究の合意覚書の締結

について
業務係 20000428 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書
手続補正指令書（方式）に対する手続補正書及び持分証明書の提出について（酸化物単結晶の製造

方法及び装置）
業務係 20000508 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（ストイキオメトリ組成タンタル酸リチウム単結晶の強誘

電分極反転を利用した光機能素子）
業務係 20000509 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分譲渡
個人持分の譲渡による共同出願に係る特許出願の協議について（熱電変換材料およびその製造方

法）
業務係 20000509 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（酸化イットリウム微粉末の製造方法） 業務係 20000510 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分契約
共同出願に係る持分契約書の締結について（層状リチウムコバルトマンガン酸化物粒子粉末、およ

びその製造方法）
業務係 20000515 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分契約
共同出願に係る持分契約書の締結について（立方晶リチウム鉄塩化物およびその製造方法、ならび

にこれを用いたリチウム二次電池）
業務係 20000515 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分契約 共同出願に係る持分契約書の締結について（リチウム電池） 業務係 20000515 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分契約 共同出願に係る持分契約書の締結について（リチウムイオン伝導性固体電解質） 業務係 20000515 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書
手続補正指令書に伴う手続補正書及び持ち分契約書の提出について（親水化した酸化物固体表面の

高速疎水化方法）
業務係 20000519 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（ペロブスカイト型酸化物の製造法） 業務係 20000519 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（パターン化酸化亜鉛膜の製造方法） 業務係 20000523 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（酸化物触媒を用いた窒化ホウ素ナノチューブの製造法） 業務係 20000523 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 更新契約 更新契約書（写）の提出について（同軸型直衝突イオン散乱分光顕微鏡） 業務係 20000525 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分契約 共同出願に係る持分契約書の締結について（立方晶窒化ほう素焼結体用原料の製造方法） 業務係 20000529 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分契約 共有特許権に係る持分契約書の締結について（ペロブスカイト型化合物の製造法） 業務係 20000530 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分契約
共有特許権に係る持分契約書の締結について（タングステンを含有するペロブスカイト型化合物の

製造法）
業務係 20000530 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分契約
共有特許権に係る持分契約書の締結について（ニオブ含有鉛系ペロブスカイト型複合酸化物セラ

ミックスの原料粉末の製造方法）
業務係 20000530 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ホウ化イットリウムおよび希土類多ホウ化物） 業務係 20000601 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について（気相における一酸化炭素の還元分解・除去用光触媒及び該触媒を使用した

浄化方法）
業務係 20000601 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ガラス複合体作製方法およびガラス複合体作製装置） 業務係 20000602 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 情報開示 特許情報開示について（酸化物単結晶の製造方法および装置） 業務係 20000606 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正書の提出について（サイアロン焼結体の製造法） 業務係 20000607 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（ｺﾛｲﾄﾞ結晶組織の均一化法、ｺﾛｲﾄﾞ結晶素子の製造法、ｺﾛ

ｲﾄﾞ結晶ｼｰﾄ製造法、および、ｺﾛｲﾄﾞ結晶素子）
業務係 20000608 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 「ﾆｭｰｶﾞﾗｽ設計支援装置」に関する新技術開発あっせん契約の解約について（回答） 業務係 20000608 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（ホーランダイト型化合物薄膜の製造方法） 業務係 20000609 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許共同出願について（二色ﾌｫﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸ記録装置） 業務係 20000612 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許共同出願について（フォトリフラクティブ材料） 業務係 20000612 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 情報開示 特許情報開示について（酸化物単結晶の製造方法および装置） 業務係 20000614 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 解約契約 解約契約書（写）の提出について（ﾆｭｰｶﾞﾗｽ設計支援装置） 業務係 20000614 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 手続補正書の提出について（ﾁﾀﾆｱ超薄膜およびその製造方法） 業務係 20000620 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分契約 共同出願に係る持分契約書の締結について（腱又は靱帯用生体組織及びその製造法） 業務係 20000621 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許共同出願について（2色ﾎﾛｸﾞﾗﾑ記録再生装置） 業務係 20000621 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許共同出願について（ﾎﾛｸﾞﾗﾑ記録装置及びその方法） 業務係 20000621 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許を受ける権利の持分移転登録申請書の提出について（化粧料） 業務係 20000621 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約
「高純度立方晶窒化ホウ素焼結体の製造法」に関する新技術開発あっせん受託契約及び新技術あっ

せん契約の更新について
業務係 20000621 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承認について（カーボンナノチューブを原料とする高圧合成ナノダイヤ

モンド）
業務係 20000622 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（石英ガラス接着加工用低膨張ガラス組成物） 業務係 20000622 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（廃液濃縮ｼｽﾃﾑ） 業務係 20000623 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審査請求 共同出願に係る審査請求について（ｶﾞﾗｽの製造方法） 業務係 20000626 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化が望まれる新技術の募集について 業務係 20000630 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ホウ炭化スカンジウム及びその製造方法） 業務係 20000630 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（アルカリ土類圭酸塩によるＣＯ２の固定化方法） 業務係 20000630 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 情報開示 特許情報開示について（酸化物単結晶の製造方法および装置） 業務係 20000704 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書および手続補正書の提出について（乱層構造窒化ホウ素（αｔBN）

及びその製造方法）
業務係 20000704 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願に関する契約、代理人への委任状及び持分割合証明書の発

行及び特許出願について
業務係 20000710 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願

職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（ｺﾛｲﾄﾞ、結晶、並びにｹﾞﾙ化ｺﾛｲﾄﾞ結晶の形成方

法、並びこれに基づくｺﾛｲﾄﾞ結晶素子、ｹﾞﾙ化ｺﾛｲﾄﾞ結晶素子、並びにｺﾛｲﾄﾞ結晶ｼｰﾄ作製方法と、作

製されるｺﾛｲﾄﾞ結晶素子、ｹﾞﾙ化ｺﾛｲﾄﾞ結晶素子、並びにｺﾛｲﾄﾞ結晶ｼｰﾄ）

業務係 20000710 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（ﾀﾝﾀﾙ酸を含むﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄｾﾗﾐｯｸｽ製造方法） 業務係 20000710 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書および手続補正書の提出について（TiO単結晶薄膜の製造方法） 業務係 20000710 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 情報開示 特許情報開示について（酸化物単結晶の製造方法および装置） 業務係 20000711 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 持分契約
共同出願に係る持分契約書の締結について（リン酸カルシウム系多孔質焼結体およびその製造方

法）
業務係 20000711 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（ジルコン酸鉛の製造方法） 業務係 20000711 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分契約 共有特許に係る持分契約書の締結について（立法相窒化ほう素の製造方法） 業務係 20000711 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分契約 共有特許に係る持分契約書の締結について（立方相窒化ほう素の製造方法） 業務係 20000711 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（高選択的捕獲剤を用いた金属イオンの分離法） 業務係 20000712 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（窒化ケイ素焼結体およびその製造方法） 業務係 20000712 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ホウ炭化スカンジウムおよびその製造方法） 業務係 20000712 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ScB19単結晶体の製造方法） 業務係 20000712 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ScB19C0.8単結晶体の製造方法） 業務係 20000712 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（乱層構造窒化ホウ素（βｔＢＮ）の製造方法） 業務係 20000713 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（新規多元系反応物質の製造方法） 業務係 20000713 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（ガラス複合体の製造方法とその製造装置） 業務係 20000713 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書および手続補正書の提出について（ホウ炭化スカンジウム及びその製

造方法）
業務係 20000714 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について（電気伝導性セリウム複酸化物セラミックスとその製

造方法）
業務係 20000718 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（骨再生誘導材料） 業務係 20000719 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許共同出願について（生体材料） 業務係 20000720 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の協議及び共同出願契約書並びに持分契約書締結について（骨再生誘導材

料）
業務係 20000724 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の協議及び共同出願契約書並びに持分契約書の締結について（電子顕微鏡

用対物レンズ）
業務係 20000725 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（低膨張ガラス組成物） 業務係 20000725 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に係る認定及び決定報告書の提出について（第1四半期） 業務係 20000727 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 更新契約 更新契約書（写）の提出について（高純度立方晶窒化ほう素焼結体の製造法） 業務係 20000727 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の協議及び共同出願契約書並びに持分契約書の締結について（半導体層形

成用基板とそれを利用した半導体装置）
業務係 20000728 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（光機能素子、単結晶基板、および使用方法） 業務係 20000731 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（炭素および窒素を含む希土類多ホウ化物およびその製造

法）
業務係 20000731 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（希土類ホウ炭化物（RE1-XB28.5C4-y）とその製造方

法）
業務係 20000731 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転登録 特許権の持分移転登録申請書の提出について（粘土-フミン酸複合多孔体及びその製造方法） 業務係 20000803 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（ガラスの製造方法） 業務係 20000804 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（ホウ炭化スカンジウムおよびその製造方法） 業務係 20000804 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（ScB19単結晶体の製造方法） 業務係 20000804 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（ScB19C0.８単結晶体の製造方法） 業務係 20000804 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定に伴う審判請求書および手続補正書の提出について（硬質乱層構造BN薄膜の合成方法と

装置）
業務係 20000807 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（立方晶スピネル型窒化ケイ素の化学的分離・精製法） 業務係 20000814 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（組織再生マトリックスとしてのグリコサミノグリカン-

ポリカチオン複合体とその製造方法）
業務係 20000814 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（酸化亜鉛基化合物パターン化膜の製造方法） 業務係 20000815 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（窒化ケイ素質焼結体とその製造方法） 業務係 20000817 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る共同出願契約書及び持分契約書の締結について（光機能素子、該素子用単結晶基

板、およびその使用方法）
業務係 20000821 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（光機能素子、該素子用単結晶基板、およびその使

用方法）
業務係 20000821 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る共同出願契約書及び持分契約書の締結について（タンタル酸リチウム単結晶の強誘

電分極反転を利用した光機能素子）
業務係 20000821 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（タンタル酸リチウム単結晶の強誘電分極反転を利

用した光機能素子）
業務係 20000821 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の協議及び共同出願契約書並びに持分契約書の締結について（酸化物触媒

を用いた窒化ホウ素ナノチューブの製造方法）
業務係 20000821 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、金属材料研究所職員等の持分の譲渡及び譲渡による共同出願に関す

る契約、特許出願について
業務係 20000822 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（ナノダイヤモンドとその製造方法） 業務係 20000823 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書 拒絶理由通知書に伴う意見書および手続補正書の提出について（金属ｲｵﾝの高選択的分離方法） 業務係 20000824 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書及び手続補正書の提出について（蛍石型またはその派生構造の酸化物

焼結体とその製造方法）
業務係 20000824 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（炭素および窒素、または炭素のみを含む希土類多

ホウ化物とその製造方法）
業務係 20000828 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について(希土類ホウ炭化物とその製造方法） 業務係 20000828 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願に関する契約、代理人への委任状及び特許出願について 業務係 20000831 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（窒素酸化物吸着材） 業務係 20000907 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の協議及び共同出願契約書並びに持分契約書の締結について（組織再生マ

トリックス用グリコサミノグリカン-ポリカチオン複合体）
業務係 20000908 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（窒素酸化物吸着材およびその処理方法） 業務係 20000911 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許権の放棄について（ＰＬＺＴの製造方法） 業務係 20000914 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（リチウムイオン伝導性固体電解質成型体） 業務係 20000918 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（酸化亜鉛光触媒の製造法） 業務係 20000919 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（透明ｽﾋﾟﾈﾙ焼結体製造法） 業務係 20000919 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（リチウムイオン伝導性固体電解質薄膜） 業務係 20000919 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（金属イオンの分離法） 業務係 20000920 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 契約締結 平成12年度技術加工の課題実施に伴う契約書の締結について 業務係 20000921 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（乱層構造窒化ホウ素（αｔＢＮ）およびその製造方法） 業務係 20000921 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（TiO単結晶薄膜の製造方法） 業務係 20000922 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同研究に係る特許出願の協議及び共同出願契約書並びに持分契約書の締結について（リチウムイ

オン伝導性固体電解質薄膜の製造方法）
業務係 20000922 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分契約 共同出願に係る持分契約書の締結について（透明イットリア焼結体の製造方法） 業務係 20000925 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許査定謄本 特許査定の謄本について（透明イットリア焼結体の製造方法） 業務係 20000925 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ホウ炭化スカンジウム及びその製造方法） 業務係 20000925 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（アルカリ土類圭酸塩によるＣＯ２の固定化方法） 業務係 20000925 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（乱層構造窒化ホウ素（βｔＢＮ）の製造方法） 業務係 20000925 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（新規多元系反応物質の製造方法） 業務係 20000925 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（ガラスの製造方法） 業務係 20000925 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の協議及び共同出願契約書並びに持分契約書の締結について（リチウムイ

オン伝導性固体電解質成型体とそれを用いたリチウム電池）
業務係 20000926 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ系多孔体及び製造方法） 業務係 20001002 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の協議及び共同出願契約書並びに持分契約書の締結について（立方晶スピ

ネル型窒化ケイ素の化学的分離・精製法）
業務係 20001002 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許を受ける権利の持分譲渡について（廃棄ｶﾞｽ浄化触媒） 業務係 20001011 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の協議及び共同出願契約書並びに持分契約書の締結について（ﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ

系多孔体およびその製造方法）
業務係 20001013 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（ｽﾋﾟﾈﾙ型ｻｲｱﾛﾝおよびその粉末の製造方法） 業務係 20001013 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ｽﾋﾟﾈﾙ型ｻｲｱﾛﾝおよびその粉末の合成法） 業務係 20001013 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 新技術 実用化が望まれる新技術の募集について（回答） 業務係 20001013 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（ﾁﾀﾆｱ超薄膜及びその製造方法） 業務係 20001017 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（立方晶窒化ﾎｳ素及びその気相合成法） 業務係 20001017 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（単結晶の育成方法） 業務係 20001023 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ﾀﾝﾀﾙ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶、およびその光機能素子） 業務係 20001023 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（ｶﾞﾗｽ熔融装置およびｶﾞﾗｽ熔融方法） 業務係 20001023 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（微粒ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ焼結体の製造方法） 業務係 20001023 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（（窒化ｹｲ素質焼結体およびその製造方法） 業務係 20001023 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承認について（光波長変換素子およびその製造方法） 業務係 20001023 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（窒化ｹｲ素質焼結体およびその製造方法） 業務係 20001024 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（透明ｽﾋﾟﾈﾙ焼結体の製造方法） 業務係 20001030 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明に係る認定及び決定報告書の提出について（第2四半期） 業務係 20001031 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書および手続補正書の提出について（水酸化イットリウム凝集粒子およ

びその製造方法）
業務係 20001102 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同外国特許出願について（硫化ﾗﾝﾀﾝまたは硫化ｾﾘｳﾑ焼結体およびその製造方法） 業務係 20001107 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（ｶﾞﾗｽ熔融装置および熔融方法） 業務係 20001115 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
先の出願（特願2000‐45069号）に基づく国内優先権主張について（立方晶窒化ﾎｳ素およびその気

相合成法）
業務係 20001115 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の虚偽及び共同出願契約書並びに持分契約書の締結について（微粒ﾀﾞｲﾔﾓﾝ

ﾄﾞ焼結体の製造方法）
業務係 20001116 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 共同出願に係る特許出願契約書並びに持分契約書の締結について（水溶性廃液濃縮装置） 業務係 20001117 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（酸化亜鉛光触媒） 業務係 20001117 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承認について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞP‐N接合紫外発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞの作製法） 業務係 20001122 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（スピネル型酸窒化ケイ素およびその製造法） 業務係 20001123 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の協議及び共同出願契約書並びに持分契約書の締結について（単結晶の育

成方法）
業務係 20001124 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の協議及び共同出願契約書並びに持分契約書の締結について（ﾀﾝﾀﾙ酸ﾘﾁｳﾑ

単結晶、およびその光機能素子）
業務係 20001124 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（擬似アルコキシド法によるナノサイズ易焼結性セリア粉

末の製造法）
業務係 20001125 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ紫外光発光素子） 業務係 20001128 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書および手続補正書の提出について（ホウ炭化スカンジウムおよびその

製造方法）
業務係 20001130 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（電気伝導性セリウム複酸化物セラミックスとその製造法） 業務係 20001205 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 秘密保持契約 秘密保持契約書の締結について（光機能素子、該素子用単結晶基板、およびその使用方法） 業務係 20001208 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の協議及び共同出願契約書並びに持分契約書の締結について（Si及びSiC

を還元剤に用いた、高圧高温下における炭酸塩融体からの新しいダイヤモンド合成法）
業務係 20001208 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定及び権利の承継について（Si及びSiCを還元剤に用いた、高圧高温下における炭酸

塩融体からの新しいダイヤモンド合成法）
業務係 20001211 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（スピネル型酸窒化ケイ素粉末及びその製造法） 業務係 20001211 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（誘電体共振器材料の製造方法） 業務係 20001214 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の提出について（複合セラミックの製造方法） 業務係 20001214 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願について 業務係 20001215 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 課題実施 技術加工の課題実施に伴う契約書の締結について 業務係 20001215 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同研究に係る特許出願の協議、共同出願契約書及び持分契約書の締結について（光波長変換素子

およびその製造方法）
業務係 20001215 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定及び権利の承継について（人工椎体とその固定法） 業務係 20001218 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他 識別番号付与請求書、電子情報処理組織使用届及び識別ラベル交付申請書の提出について 業務係 20001219 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（乱層構造窒化ホウ素（αｔＢＮ）及びその製造方法） 業務係 20001226 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（TiO単結晶薄膜の製造方法） 業務係 20001226 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 職務発明に伴う特許出願及び審査請求について（ナノセリア粉末の製造方法） 業務係 20001227 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 ミレニアムプロジェクト研究チームの運営規程の設置について 法規係 20000331 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 法令等 科学技術庁職員の勤務時間に関する訓令の一部を改正する訓令について 庶務係 20000717 30 20301231 紙 総務課 総務室 廃棄

総務部門 総務室 議事録 強磁場部会議事録（第４回）
極限場研究センター業

務室
20000117 30 20301231 紙 桜地区研究支援室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１２再任用制度） 人事係 20010101 30 20301231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免
任免関係（人事院規則8-12第15条の2第2項の規定に基づく官職の指定及び任期付採用の承認につ

いて）
人事係 20010101 30 20301231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１１任免②） 人事係 20010101 30 20301231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１２任免①） 人事係 20010101 30 20301231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２特別研究員（コンビ関係）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１０常勤的非常勤（金材研）①） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１０常勤的非常勤（金材研）②） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１１常勤的非常勤（金材研）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１１常勤的非常勤（無機材研）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２構造材料特別研究員） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄



人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２特別研究員（開放融合）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２特別研究員（総合研究）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２非常勤職員（非常勤・パート）（無機材）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２非常勤職員（コンビ、ミレニアム）（無機材）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２客員研究官（原子力、フロンティア、COE）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２客員研究官） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１１客員研究官（無機材研）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与 研究者格付（１２） 人事係 20010101 30 20301231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１２再任用制度） 人事係 20010101 30 20301231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免
任免関係（人事院規則8-12第15条の2第2項の規定に基づく官職の指定及び任期付採用の承認につ

いて）
人事係 20010101 30 20301231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１１任免②） 人事係 20010101 30 20301231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１２任免①） 人事係 20010101 30 20301231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２特別研究員（コンビ関係）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１０常勤的非常勤（金材研）①） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１０常勤的非常勤（金材研）②） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１１常勤的非常勤（金材研）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１１常勤的非常勤（無機材研）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２構造材料特別研究員） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２特別研究員（開放融合）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２特別研究員（総合研究）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２非常勤職員（非常勤・パート）（無機材）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２非常勤職員（コンビ、ミレニアム）（無機材）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２客員研究官（原子力、フロンティア、COE）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２客員研究官） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１１客員研究官（無機材研）） 人事係 20010101 30 20301231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与 研究者格付（１２） 人事係 20010101 30 20301231 紙 人事室 人事室 廃棄

平成１３年度

監査室 監査室 業務監査 平成１３年度内部監査報告書１　総務課 監査室 20020101 30 20311231 紙 物性棟書庫 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成１３年度内部監査報告書２　企画室 監査室 20020101 30 20311231 紙 物性棟書庫 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成１３年度内部監査報告書３　業務推進課 監査室 20020101 30 20311231 紙 物性棟書庫 監査室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 セクシャル・ハラスメントに関する相談体制について 人事課長 20010629 30 20311231 紙 ファイン棟1F文書倉庫 内部統制推進室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 業務方法書、中期計画等官報告示について 予算企画係 20020101 30 20311231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄



経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構業務方法書 予算企画係 20020101 30 20311231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構中期計画 予算企画係 20020101 30 20311231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成１３年度年度計画 予算企画係 20020101 30 20311231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価
独立行政法人物質・材料研究機構　第１期事業年度

（平成１３年４月１日～平成１４年３月３１日）
評価・国際室 20020101 30 20311231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成１３年度データ集 評価・国際室 20020101 30 20311231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成１３年度年度計画 予算企画係 20020101 30 20311231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

企画部門 広報室 広報チーム 科学技術庁史 広報チーム 20020101 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 広報室 廃棄

総務部門 調達室 法令
政府調達に関する協定に係る物品等又は特定役務の調達手続の特例を認める細則の適用を受ける競

争入札に伴う技術審査要領の制定について
審査係 20010614 30 20311231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 監督事務実施要領の制定について 審査係 20010614 30 20311231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 検査事務実施要領の制定について 審査係 20010614 30 20311231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 談合情報対応要領の制定について 審査係 20010614 30 20311231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 「監督事務実施要領」の一部改正について（No.9の改正） 審査係 20011025 30 20311231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 「検査事務実施要領」の一部改正について（No.10の改正） 審査係 20011025 30 20311231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産使用願について 管財係 20010109 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 通知書 工事完了通知書の提出について 管財係 20010222 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産目録の送付について（提出） 管財係 20010226 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産（土地）使用許可について 管財係 20010302 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産台帳の価格改定について 管財係 20010302 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 行政財産（土地等）の用途廃止について 管財係 20010315 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 その他 ﾏｲﾗｲﾝ申込書 管財係 20010321 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 建築基準法第18条第7項の規定による検査済証 管財係 20010326 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 国有財産関係通達の改正等について 管財係 20010330 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 普通財産に係る運用関係通達の一部改正について（通知） 管財係 20010330 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 国有財産関係通達の改正等について（通知） 管財係 20010330 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 提供財産関係通達の廃止について（通知） 管財係 20010330 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 「特定国有財産整備計画の策定及び実施要領について」通達の一部改正について（通知） 管財係 20010330 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 簡易文書及び事務連絡の廃止について（通知） 管財係 20010330 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 国有財産総轄事務処理規則の一部改正について（通知） 管財係 20010330 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 通知書 工事変更通知書 管財係 20010330 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 事務連絡 中央省庁等改革に伴う国有財産関係通知の改正等について（通知） 管財係 20010330 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の引渡しについて 管財係 20010330 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 法令 行政財産等の使用状況実態調査に係る実施要領の一部改正及び取扱いについて（通知） 管財係 20010330 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 事務連絡 中央省庁等改革に伴う国有財産関係通達の改正等について（通知） 管財係 20010330 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 事務連絡 国有財産関係簡易文書及び事務連絡の改正等について（通知） 管財係 20010330 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の受渡しについて 資産係 20010402 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 施設等の借受けについて（依頼） 資産係 20010402 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 「引継引受財産受渡証書」の送付について 資産係 20010402 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の受渡について 資産係 20010402 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構運営費交付金請求書について 予算決算係 20010402 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 財産使用申請書 資産係 20010402 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 不動産（建物等）使用願 資産係 20010402 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 固定資産の使用承認について 資産係 20010402 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産
独立行政法人物質・材料研究機構に承継される権利及び義務並びに出資があったとされる財産の指

定の通知について
資産係 20010402 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構に対して政府が出資した財産の価額の決定について 資産係 20010514 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について 予算決算係 20010525 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 会計検査 会計検査院法第27条の規定による報告について 予算決算係 20010605 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産
平成14年度分「国有資産等市町村交付金」算定標準額の決定に必要な平成13年度固定資産税標準

額の調査依頼について
資産係 20010618 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 その他 「ﾏｲﾗｲﾝ」等について 資産係 20010619 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産無償貸付状況報告書の提出について 資産係 20010622 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（通知） 予算決算係 20010626 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 規程類 資産外物品管理要領の制定について 予算決算係 20010626 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 加入改称届書について 資産係 20010702 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産
平成14年度「国有財産并所在市町村交付金」算定標準額の決定に必要な平成13年度固定資産課税

標準額の調査依頼について（回答）
資産係 20010706 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 札幌市に所有する固定資産の調査について(照会） 資産係 20010801 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 登記嘱託書の提出について 資産係 20010813 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲渡願について 資産係 20010828 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 出納 預金口座（産業技術研究助成事業費助成金用）の開設について 出納係 20011025 30 20320331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書 資産係 20011217 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の貸与について 資産係 20011217 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成13年度4月） 経理係 20020401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成13年度5月） 経理係 20020401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成13年度6月） 経理係 20020401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成13年度7月） 経理係 20020401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成13年度8月） 経理係 20020401 永久 - 紙 経理課 経理課 -



総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成13年度9月） 経理係 20020401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成13年度10月） 経理係 20020401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成13年度11月） 経理係 20020401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成13年度12月） 経理係 20020401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成13年度1月） 経理係 20020401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成13年度2月） 経理係 20020401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成13年度3月①） 経理係 20020401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成13年度3月②） 経理係 20020401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成13年度） 資産係 20020401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成13年度） 財務班 20020401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建築基準法第18条第3項の規定による確認済証 施設管理・建設係 20010124 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 研究学園都市計画一団地の官公庁施設の都市計画の廃止について 施設管理・建設係 20010220 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 ｽｸﾘｭｰ冷凍機及び空冷ﾁﾗｰ点検整備　平成12年度 千現施設維持第１係 20020101 30 20311231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成12年度 千現施設維持第１係 20020101 30 20311231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成12年度 千現施設維持第１係 20020101 30 20311231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成12年度 千現施設維持第１係 20020101 30 20311231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 簡易専用水道管理検査　平成12年度 千現施設維持第１係 20020101 30 20311231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ CE日常点検記録　平成12年度 千現施設維持第２係 20020101 30 20311231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ CE定期自主検査報告　平成12年度 千現施設維持第２係 20020101 30 20311231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 液化ｶﾞｽ受入台帳　平成12年度 千現施設維持第２係 20020101 30 20311231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 特殊ｶﾞｽ防災設備定期点検報告書　平成12年度 千現施設維持第２係 20020101 30 20311221 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 高圧ｶﾞｽ保安教育実施記録　平成12年度 千現施設維持第２係 20020101 30 20311231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 特殊ｶﾞｽ防災設備点検整備　平成13年度 桜施設維持係 20020101 30 20311231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 平成13年度地下ﾀﾝｸ漏洩検査 桜施設維持係 20020101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線同位元素等使用許可証（千現地区） 安全係 20020101 30 20311231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線同位元素等使用許可証（並木地区） 安全係 20020101 30 20311231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線同位元素等使用許可証（桜地区） 安全係 20020101 30 20311231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線障害予防規定様式一覧（千現） 安全係 20020101 30 20311231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線障害予防規定様式一覧（並木） 安全係 20020101 30 20311231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線障害予防規定様式一覧（桜） 安全係 20020101 30 20311231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 個人線量通知票 安全係 20020101 30 20311231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 地下ﾀﾝｸ漏洩検査及びﾀﾝｸ清掃　平成12年度 千現施設維持係 20020101 30 20311231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE日常点検記録　平成12年度 千現維持第2 20020101 30 20311231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス CE定期自主検査報告　平成12年度 千現維持第2 20020101 30 20311231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 液化ｶﾞｽ受入台帳　平成12年度 千現維持第2 20020101 30 20311231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特殊ｶﾞｽ防災設備定期点検報告書　平成12年度 千現施設維持係 20020101 30 20311221 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安教育実施記録　平成12年度 千現維持第2 20020101 30 20311231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特殊ｶﾞｽ防災設備点検整備　平成13年度 桜施設第2係 20020101 30 20311231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 平成13年度地下ﾀﾝｸ漏洩検査 桜施設第1 20020101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 認可・契約 「光ﾌｧｲﾊﾞｰ敷設に係る基本契約書」の変更契約について 情報システム係 20010402 35 20351231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 認可・契約 「属性型（組織区別型）地域型JPﾄﾞﾒｲﾝ名登録原簿記載事項変更届」について 情報システム係 20010413 35 20351231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
共同出願に係る特許出願の協議及び共同出願契約書並びに持分契約書の締結について（人工椎体と

その固定法）
業務係 20010104 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書および手続補正書の提出について（水酸化イットリウム凝集粒子およ

びその製造方法）
業務係 20010202 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（体心立方晶系構造のビスマス希土類酸化物固溶体） 業務係 20010215 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

総務部門 総務室 文書 法人文書ファイル管理簿 総務・文書係 20010401 常用 ― 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 受領証明書　独立行政法人物質・材料研究機構設立登記申請書について 法規係 20010402 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 就業規則の届出について 法規係 20010402 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 職員の給与及び職員の勤務時間等について（届出） 法規係 20010402 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟
独立行政法人又はその行政庁を当事者とする訴訟及び独立行政法人の事務に関する訴訟について

（通知）
法規係 20010404 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 筑波研究学園都市における試験研究機関の名称変更について（通知） 総務・文書係 20010404 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 援助等 特定独立行政法人が行う補償及び福祉事業の実施に対する援助等について 労務係 20010404 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 申請書 入会申込書及び役員の災害に係る資金の借り入れについての特別加入申請書 労務係 20010404 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 口座登録 口座の登録について 労務係 20010405 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 法務局への申請について 総務・文書係 20010405 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 独立行政法人物質・材料研究機構設立事務の引継について 総務・文書係 20010406 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 倫理
国家公務員倫理規程第11条第3項の規程に基づく贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項の同意につ

いて（申請）
総務・文書係 20010531 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 倫理
国家公務員倫理規程第11条第3項に規程する贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項の同意について

（通知）
総務・文書係 20010611 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 職員の給与について（変更届出） 総務・文書係 20010629 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 運営会議事務局準備室の設置について 法規係 20010716 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成１３年度規程類の制定及び改正について① 法規係 20010810 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 各特定独立行政法人における職員の転移に係る倫理の保持のための体制整備について 総務・文書係 20010824 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 職員の給与について（変更届出） 総務・文書係 20011004 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 平均給与額 特別一時金に相当する給与の支払いに伴う平均給与額の計算等について 労務係 20011204 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（金属材料技術研究所　企画室　H.7～13） 総務・文書係 20020101 30 20321231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄



総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（金属材料技術研究所　庶務課　H.7～13） 総務・文書係 20020101 30 20321231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（金属材料技術研究所　会計課　H.7～13） 総務・文書係 20020101 30 20321231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（金属材料技術研究所　その他　H.12・13） 総務・文書係 20020101 30 20321231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 幹部会議資料　No.1　（H.13） 総務・文書係 20020101 30 20321231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 幹部会議資料　No.2　（H.13） 総務・文書係 20020101 30 20321231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 事務部門連絡調整会議　No.1 総務・文書係 20020101 30 20321231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 事務部門連絡調整会議　No.2 総務・文書係 20020101 30 20321231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成13年連絡調整会議 総務・文書係 20020101 30 20321231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 法令等 国家公務員倫理法等 法規係 20020101 30 20321231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成１３年規程類の制定及び改正について② 法規係 20020101 30 20321231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成１３年登記関係 法規係 20020101 永久 - 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成１３年公印登録簿 総務・文書係 20020101 30 20321231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 議事録 強磁場部会議事録（第５回）
極限場研究センター業

務室
20010124 30 20311231 紙 桜地区研究支援室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 労働組合 労働協約の締結について 労務係 20010523 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 法令 「障害等等級の決定について」の一部改正について(通知） 労務係 20010612 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 法令 「災害補償制度の運用について」の一部改正について 労務係 20010716 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労務 意見書の提出について（依頼） 労務係 20011112 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 規定類 特別研究員就業規則及び非常勤職員就業規則の変更届について 労務係 20011129 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 文書 文書原簿（平成７年～平成１３年） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１３採用計画） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１３選考採用関係） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１３採用関係） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１３任免①） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１３任免②） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１２任免②） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１３特別研究員の委嘱及び確認事項の締結について） 人事係 20020101 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２特別研究員（耐熱材料）） 人事係 20020101 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１３非常勤職員関係） 人事係 20020101 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１３客員研究官） 人事係 20020101 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２客員研究官（無機材研）①） 人事係 20020101 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２客員研究官（無機材研）②） 人事係 20020101 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与 研究者格付（１３） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 任免 任免関係（事務官、技官名簿） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（履歴事項追加） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 文書 文書原簿（平成７年～平成１３年） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１３採用計画） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１３選考採用関係） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１３採用関係） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１３任免①） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１３任免②） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１２任免②） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１３特別研究員の委嘱及び確認事項の締結について） 人事係 20020101 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２特別研究員（耐熱材料）） 人事係 20020101 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１３非常勤職員関係） 人事係 20020101 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１３客員研究官） 人事係 20020101 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２客員研究官（無機材研）①） 人事係 20020101 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１２客員研究官（無機材研）②） 人事係 20020101 30 20311231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与 研究者格付（１３） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（事務官、技官名簿） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（履歴事項追加） 人事係 20020101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

平成１４年度

監査室 監査室 業務監査 平成１３年度内部監査報告書４　施設課 監査室 20030101 30 20321231 紙 物性棟書庫 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成１３年度内部監査報告書５　情報技術課 監査室 20030101 30 20321231 紙 物性棟書庫 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成１３年度内部監査報告書６　人事課 監査室 20030101 30 20321231 紙 物性棟書庫 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成１４年度内部監査報告書１　購買プロセス 監査室 20030101 30 20321231 紙 物性棟書庫 監査室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価
独立行政法人物質・材料研究機構　第２期事業年度

（平成１４年４月１日～平成１５年３月３１日）
評価・国際室 20030101 30 20321231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成１４年度データ集 評価・国際室 20030101 30 20321231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 運営会議係 運営会議資料（平成１３年１０月～１２月） 運営会議係 20030101 30 20321231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 産学独連携室 協定・覚書締結　平成１４年～ 産学独連携室 20030101 30 20321231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画
独立行政法人物質・材料研究機構の中期目標を達成するための計画（中期計画）変更許可申請につ

いて
予算企画係 20030101 30 20321231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構の中期目標を達成するための計画（中期計画）変更許可について 予算企画係 20030101 30 20321231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成１３年度第２次補正予算に係る中期計画の変更 予算企画係 20030101 30 20321231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成１４年度年度計画 予算企画係 20030101 30 20321231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成１４年度年度計画 予算企画係 20030101 30 20321231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄



総務部門 経理室 資産 土地の継続使用について（申請） 資産係 20020401 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構に追加出資される財産の指定の通知について 資産係 20020401 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 使用承認承諾書 資産係 20020401 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 部屋の借用について（依頼） 資産係 20020401 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 土地使用申請書 資産係 20020401 30 20320331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国有財産の現物出資について（申請） 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る償却遺産の指定について（依頼） 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 土地使用申請書 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 土地使用申請書 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 土地使用申請書 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 施設等の借受けについて（依頼） 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 固定資産の使用承認について 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 施設等の借受けについて（依頼） 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 固有財産の現物出資について 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 固有財産の現物出資について 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算
第I期事業年度（平成13年4月1日から平成14年3月31日まで）独立行政法人物質・材料研究機構財

務諸表等に係る理事長の確認書の提出について
予算決算係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 第I期事業年度独立行政法人物質・材料研究機構財務諸表等の監査について 予算決算係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 第I期事業年度独立行政法人物質・材料研究機構財務諸表等の監査について 予算決算係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 第1期事業年度財務諸表等の提出について 予算決算係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査任の選任について 予算決算係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構に対して政府が出資した財産の価額の決定について 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（通知） 予算決算係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算 独立行政法人物質・材料研究機構第Ⅰ期事業年度財務諸表に関する公告について 予算決算係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 出納 情報公開制度に係る普通預金口座の開設について 出納係 20030401 30 20330331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算 独立行政法人物質・材料研究機構第一期財務諸表の承認について（通知） 予算決算係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 出納 機構取扱普通預金口座の名義人変更について 出納係 20030401 30 20330331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について（依頼） 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 会計検査 実地検査の結果について 予算決算係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 普通財産の所属替について（金属材料技術研究所） 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 普通財産の所属替について（無機材質研究所） 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄



総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について（通知） 資産係 20030401 30 20330331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度4月）① 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度4月）② 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度5月） 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度6月） 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度7月） 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度8月） 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度9月） 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度10月） 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度11月）① 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度11月）② 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度12月）① 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度12月）② 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度1月）① 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度1月）② 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度2月）① 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度2月）② 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度3月）① 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成14年度3月）② 経理係 20030401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成14年度） 資産係 20030401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 財務 財務諸表（平成14年度） 財務班 20030401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成14年度） 財務班 20030401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（平成14年度） 財務班 20030401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成13年7～9月分）の結果について（通知） 千現施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成13年7～9月分）の結果について（通知） 並木施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成13年10～12月分）の結果について（通知） 並木施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成13年10～12月分）の結果について（通知） 千現施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 地区計画の区域における行為の届出書の提出について 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 地区計画適合通知書 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 確認申請書（建築物）の申請について 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 茨城県景観形成条例に関する届出書の提出について 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設管理者変更届について（千現地区） 千現施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 審査済通知書 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 氏名等変更届出書の提出について 目黒施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 指定作業場氏名等変更届出書の提出について 目黒施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 氏名等変更届出書の提出について 目黒施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境
平成14年度汚染負荷量賦課金申告書の提出及び同賦課金の納付並びに名称等変更届出書の提出につ

いて
目黒施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「独立行政法人物質・材料研究機構目黒地区電気設備保安規程」の一部改正について 目黒施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 誓約書の提出について 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB ポリ塩化ビニフェル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出について 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成13年10～12月分）の結果について（通知） 並木施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成13年1～3月分）の提出について（通知） 並木施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成13年1～3月分）の提出について（通知） 千現施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成13年10～12月分）の結果について（通知） 千現施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 電気需給契約電力量変更について 並木施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 許可申請書（建築物） 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 自家用電気使用申込書の提出について（目黒地区51号棟） 目黒施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 電気需給契約書及び協定書について（並木地区） 並木施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 クレーン 並木地区共同研究棟クレーン落成検査申請について 並木施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 給水装置工事申請書の提出について 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成14年4～6月分）の提出について（通知） 千現施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成14年1～3月分）の結果について（通知） 千現施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成14年1～3月分）の結果について（通知） 並木施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 目黒地区51号棟主任技術者兼任承認申請等について 目黒施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 許可通知書 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 「中間検査申請書」の提出について 桜施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 目黒地区電気需給契約の申し込み等について 目黒施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 中間検査合格証 桜施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成14年4～6月分）の提出について 並木施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 確認申請書（建築物）等の申請について 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 「道路工事等施工変更承認申請書」の提出について 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 誓約書の提出について 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「目黒地区」保安規程変更届出書及び需要設備の最大電力変更報告書の提出について 目黒施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 確認申請書（建築物）等の提出について 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 契約書の提出について 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建設リサイクル法に伴う届出書の提出について 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成14年4～6月分）の提出について 千現施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成14年7～9月分）の提出について 千現施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成14年4～6月分）の結果について（通知） 並木施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成14年7～9月分）の提出について（通知） 並木施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建設リサイクル法に伴う届出書の提出について 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 給水装置工事申込書及び給水装置工事設計審査申請書の提出について 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 エレベータ 昇降機及び昇降機等定期検査報告書の提出について 目黒施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 地下タンク漏洩検査 桜施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 特殊ガス防災設備点検整備 桜施設維持係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ CE定期自主検査報告 千現施設維持第２係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ CE日常点検記録 千現施設維持第２係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 液化ガス受入台帳 千現施設維持第２係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 液化ガス納品書 千現施設維持第２係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 高圧ガス保安教育実施記録 千現施設維持第２係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 特殊ガス防災設備定期点検報告書 千現施設維持第２係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 簡易専用水道管理検査 千現施設維持第１係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃 千現施設維持第１係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 スクリュー冷凍機及び空冷チラー点検整備 千現施設維持第１係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定 千現施設維持第１係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ボイラー及び圧力容器等点検整備 千現施設維持第１係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 並木地区研究本館特殊ガス供給配管工事（原図） 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成13年度 千現施設維持第１係 20030101 30 20321231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者等届書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 定期検査 定期検査合格証 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成13年下期核燃料物質管理報告書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 アルコール アルコール使用許可書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 エックス線装置設置届の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 立入検査 立入検査結果通知書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 立入検査 立入検査結果通知書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 蓄電池 蓄電池設備設置届出書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 発電設備 発電設備設置届出書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事証明書の発行について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事者承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事者承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事者承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者代理者の選解任並びに保安監督者の選解任について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 規程類 計量管理規定の変更認可申請書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物保安監督者選任・解任届出書について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事者承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書 施設管理・建設係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 アルコール アルコール使用業務報告書及びアルコール譲受け一覧表の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 X線装置設置届の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 コッククロフト・ワルトン型加速装置放射線管理者及び施設管理者の指名及び解除について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事者承諾書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出に

ついて
安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線障害予防規定要領等の制定について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物取扱主任者の指名について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 規程類 計量管理規定の変更認可について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 国際規制物資使用変更届の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査申請書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成13年度放射線管理状況報告書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成14年上期核燃物質管理報告書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査申請書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線
陽電子消滅特殊実験施設及び荷電粒子応用特殊実験装置における放射線管理者及び施設管理者の指

名について
安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者等届出書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 定期検査 定期検査申請書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出に

ついて
安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出に

ついて
安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査事前検査報告書について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請承諾書兼放射線業務従事者認定証明書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 検査通知書 検査通知書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 解任・選任 主任技術者解任・選任及び指名について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 許可使用 許可使用に関する軽微な変更に係る変更届 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 クレーン クレーン設置報告書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 定期検査 定期検査合格証 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備申請書（25769） 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可状 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可状 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者等届書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成13年下期核燃料物質管理報告書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 エックス線 エックス線装置設置届の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事証明書の発行について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事者承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事者承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事者承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者代理者の選解任並びに保安監督者の選解任について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 規程類 計量管理規定の変更認可申請書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物保安監督者選任・解任届出書について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事者承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 X線装置設置届の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事者承諾書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出に

ついて
安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線障害予防規定要領等の制定について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 規程類 計量管理規定の変更認可について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成13年度放射線管理状況報告書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成14年上期核燃物質管理報告書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
陽電子消滅特殊実験施設及び荷電粒子応用特殊実験装置における放射線管理者及び施設管理者の指

名について
安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者等届出書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 中間検査 「中間検査申請書」の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 定期検査 定期検査申請書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出に

ついて
安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出に

ついて
安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請承諾書兼放射線業務従事者認定証明書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安協会保安検査受検届書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 許可使用 許可使用に関する軽微な変更に係る変更届 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 クレーン クレーン設置報告書 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出に

ついて
安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 定期検査 定期検査合格証 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等休止届出書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について 安全係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備申請書（25769） 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可状 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可状 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書 支援管理係 20030101 30 20321231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 覚書 「光ﾌｧｲﾊﾞｰ敷設に係る基本契約書」の覚書の締結について（平成14年度分） 情報システム係 20020401 35 20371231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

総務部門 総務室 倫理 国家公務員倫理規程第３条第２項第８号の運用について 総務・文書係 20021106 30 20321231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 平均給与額 「特例一時金の支給に伴う平均給与額の計算等について」の廃止について（通知） 労務係 20021127 30 20321231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 幹部会議資料　Ｎｏ．３ 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 幹部会議資料　Ｎｏ．４ 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 幹部会議資料　Ｎｏ．５ 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 幹部会議資料　Ｎｏ．６ 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄



総務部門 総務室 会議 事務部門連絡調整会議資料Ｎｏ．３ 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書綴Ｎｏ．１ 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（情報技術課H13・14） 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（施設課H13・14） 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（契約課H13・14） 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（技術支援課H13・14） 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（経理課H13・14） 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（総務課H13・14） 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（業務推進課H13・14） 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（総務課番H13・14） 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（運営５室・企画室H13・14） 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（人事課H13・14） 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 決裁完了文書番号帳（H14） 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 起案文書原簿（物質研・ナノマテ研・材料研・材試H13・14） 総務・文書係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成１４年規程類の制定及び改正について① 法規係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成１４年規程類の制定及び改正について② 法規係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成１４年登記関係 法規係 20030101 永久 - 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 各課所掌の内部規程(平成１３年～平成１４年) 法規係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 法令等
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の施行期日を定める政令」及び「独立行政法

人等の保有する情報の公開に関する法律施行令」公布について(周知依頼）
法規係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 法令等
「情報公開審査会運営規則」及び「不服申立手続の承継等に係る通知に関する細則」の送付につい

て
法規係 20030101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

人材部門 人事室 労働組合
「NIMSジュニア研究員就業規則」の制定並びに「就業規則」及び「時間外勤務並びに週休日及び

休日勤務に関する労使協定書」変更の届け出について
労務係 20020403 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 規定類 特別研究員就業規則変更届出 労務係 20020418 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 事務連絡 通勤による災害の認定における飲酒運転等の取扱いについて 労務係 20020905 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 法令 「通勤による災害の認定について」の一部改正について（通知） 労務係 20020905 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労働組合 賃金控除に関する労使協定について 労務係 20020927 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労働組合 賃金控除による労使協定について（供覧） 労務係 20021010 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 法令 人事院規則の公布等について（通知） 労務係 20021127 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 法令 「災害補償制度の運用について」の一部改正について（通知） 労務係 20021127 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 法令 「特例一時金の支給に伴う平均給与額の計算等について」の廃止について（通知） 労務係 20021127 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労務 職員給与規程届出 労務係 20021128 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（教官・助手等の公募） 人事係 20030101 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 出向制度関係 人事係 20030101 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 任免 任免関係（NIMSジュニア研究員応募者一覧） 人事係 20030101 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１３任免③） 人事係 20030101 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１３任免④） 人事係 20030101 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１４任免①） 人事係 20030101 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１４任免②） 人事係 20030101 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１４非常勤職員採用①） 人事係 20030101 30 20321231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 非常勤職員等（１３非常勤職員関係②） 人事係 20030101 30 20321231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任免関係（育児休業） 人事係 20030101 30 20321231 紙 人事室 人事室 廃棄

平成１５年度

監査室 監査室 業務監査 平成１４年度内部監査報告書２　業務室 監査室 20040101 30 20331231 紙 物性棟書庫 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成１４年度内部監査報告書３　リスク抽出調査 監査室 20040101 30 20331231 紙 物性棟書庫 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成１４年度内部監査報告書４　フォローアップ 監査室 20040101 30 20331231 紙 物性棟書庫 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成１５年度内部監査報告書１　情報システム 監査室 20040101 30 20331231 紙 物性棟書庫 監査室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 独立行政法人評価委員会　総会・分科会・部会資料　No.1 評価・国際室 20040101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 独立行政法人評価委員会　総会・分科会・部会資料　No.2 評価・国際室 20040101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 独立行政法人評価委員会　総会・分科会・部会資料　No.3 評価・国際室 20040101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 独立行政法人評価委員会　総会・分科会・部会資料　No.4 評価・国際室 20040101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 独立行政法人評価委員会　総会・分科会・部会資料　No.5 評価・国際室 20040101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価
独立行政法人物質・材料研究機構　第３期事業年度

（平成１５年４月１日～平成１６年３月３１日）
評価室 20040101 30 20331231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成１５年度データ集 評価室 20040101 30 20331231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 運営会議係 運営会議資料（平成１４年１月～１２月） 運営会議係 20040101 30 20331231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成１５年度年度計画 予算企画係 20040101 30 20331231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成１５年度年度計画 予算企画係 20040101 30 20331231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 「検査事務実施要領」の一部改正について 審査係 20030325 30 20331231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 平成15年度「環境物品の調達の推進を図る為の方針」について 審査係 20030331 30 20331231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 「低入札価格調査実施要領」の一部改正について 審査係 20031225 30 20331231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 経理室 決算
第Ⅱ期事業年度（平成14年4月1日から平成15年度3月31日まで）

独立行政法人　物質・材料研究機構　財務諸表等に係る理事長の確認書の提出について
予算決算係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算
第Ⅱ期事業年度　独立行政法人　物質・材料研究機構

財務諸表等の監査について
予算決算係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 第Ⅱ期事業年度　財務諸表等の提出について　① 予算決算係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 第Ⅱ期事業年度　財務諸表等の提出について　② 予算決算係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について 予算決算係 20040401 30 20340331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（通知） 予算決算係 20040401 30 20340331 紙 経理課 経理課 廃棄



総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について(通知) 予算決算係 20040401 30 20340331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算 独立行政法人　物質・材料研究機構　第2期財務諸表の承認について 予算決算係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算
独立行政法人　物質・材料研究機構　第2期事業年度

財務諸表に関する公告について
予算決算係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 資産
独立行政法人　物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る

償却資産の指定について
資産係 20040401 30 20340331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産
独立行政法人　物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る

償却資産の指定について(回答)
資産係 20040401 30 20340331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度4月） 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度5月） 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度6月）① 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度6月）② 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度7月）① 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度7月）② 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度8月）① 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度8月）② 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度9月）① 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度9月）② 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度10月）① 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度10月）② 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度11月） 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度12月）① 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度12月）② 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度1月）① 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度1月）② 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度2月）① 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度2月）② 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度3月）① 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成15年度3月）② 経理係 20040401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成15年度） 資産係 20040401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 財務 財務諸表（平成15年度） 財務班 20040401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成15年度） 財務班 20040401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（平成15年度） 財務班 20040401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「目黒地区」適用契約種別変更申込書等の提出について 目黒施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 完了検査申請書の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水設備設置計画確認申請書の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 コンクリート工事施工計画報告書の提出について 施設管理・建設係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水設備工事完了届の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 電気需給契約等の締結について（並木地区） 並木施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 千現地区電気料金適用種別申込書について 千現施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「目黒地区」電気需給契約の協定及びピーク時間調整契約の締結について 目黒施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 中間検査申請書の提出について 施設管理・建設係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 中間検査申請書 施設管理・建設係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 主任技術者選任・解任及び指名について 千現施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 千現地区電気需給契約等の締結について 千現施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 「ばい煙発生施設設置届出書」の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 夏季休日契約「１年契約型」申込書の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 千現地区電気使用状況届出書の提出について 千現施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水設備設置計画確認申請書の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 電気使用状況届出書の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 夏季休日契約「１年契約型」契約書の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 主任技術者選任又は解任届出書について（並木地区） 並木施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 確認申請書（昇降機）の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 定期報告書について（並木地区） 並木施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 ポリ塩化ビフェニール廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 特定施設 完了検査申請書の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 確認申請書（建築物） 施設管理・建設係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「協定書」の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ガス 「目黒地区」ガス需給契約更新に係る契約締結及び適用申込書の提出について 目黒施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 「計画変更確認申請書（建築物）」の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 「完了検査申請書」の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水設備工事完了届の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 特定施設 機械等設置届の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 防火対象物使用開始届出書の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 桜施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 土地賃貸面積の変更について（土地賃貸借契約書） 並木施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 並木地区廃水処理施設改修工事届出書について（Ⅰ期工事） 並木施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 並木地区ナノ生体実験棟蓄熱調整契約Ｂについて 並木施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 並木地区ナノ生体実験棟工事計画届出書について 並木施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 特定施設 昇降機及び昇降機等定期検査報告書の提出について 目黒施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 計画変更確認申請（建築物） 施設管理・建設係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 特定施設 特定施設設置届出書（振動）について 並木施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 特定施設 特定施設設置届出書（騒音）について 並木施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙発生施設設置届出書について 並木施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 火を使用する設備等の設置届出書について 並木施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成14年10～12月分）の提出について 並木施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成14年10～12月分）の提出について 千現施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成14年７～９月分）の結果について 並木施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成14年７～９月分）の結果について 千現施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 名称変更（交通信号機の維持管理に関する協定）について 並木施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成１４年１０～１２月分）の結果について 千現施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成１５年１～３月分）の提出について 千現施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成１４年１０～１２月分）の結果について 並木施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成１５年１～３月分）の提出について 並木施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成１５年１～３月分）の結果について 並木施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成１５年１～３月分）の結果について 千現施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 確認済証 施設管理・建設係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成１５年４～６月分）の提出について（通知） 並木施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成１５年４～６月分）の提出について（通知） 千現施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 土地使用許可書（変更） 並木施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 名称変更（交通信号機の維持管理に関する協定について） 並木施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成１５年４～６月分）の結果について 千現施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成１５年４～６月分）の結果について 並木施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成１５年７～９月分）の提出について（通知） 並木施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成１５年７～９月分）の提出について（通知） 千現施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 ポリ塩化ビフェニール廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出について 千現施設維持係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成14年度 千現施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 ｽｸﾘｭｰ冷凍機及び空冷ﾁﾗｰ点検整備　平成14年度 千現施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 簡易専用水道管理検査　平成14年度 千現施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成14年度 千現施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成14年度 千現施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 引渡書 施設管理・建設係 20040401 30 20340331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ガス 千現地区ガス受給契約及び覚書の締結について 千現施設維持第１係 20040401 30 20331231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線施設等の立入検査結果の通知について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 サイクロトロン施設メンテナンス業者の放射線業務従事者登録について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事者承諾書の提出

について
安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出に

ついて
安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火対象物使用開始届出書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成１４年下期核燃料物質管理報告書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出に

ついて
安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者証明書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防設備等設置届出書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 エックス線作業主任者の指名について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 使用許可に係る変更許可申請書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 特定施設 特定施設設置届出書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 火を使用する設備等の設置届出書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出に

ついて
安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者修了書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者登録について及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出に

ついて
安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事証明書について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請承諾書兼放射線業務従事者認定証明書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全 入会申込書について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 「独立行政法人物質・材料研究機構消防計画」の一部改正について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者等届出書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特定高圧ガス消費施設等変更届書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射性同位元素等の許可使用に係る変更の許可について（通知） 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全 アルコール使用業務報告書及びアルコール譲受け一覧表の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ボイラー 「ボイラー設置届出書」の提出について 桜施設維持第１係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期検査申請書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 特定施設 特定施設設置届出書の提出について 桜施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成１４年度放射線管理状況報告書（使用者）の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査申請書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線障害予防規程変更届の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 特定施設 クレーン設置届の提出について 桜施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」発行について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区放射線障害予防規程要領の一部改正について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成１５年度上期核燃料物質管理報告書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査申請書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」発行について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 特定施設 クレーン落成検査申請書の提出について 桜施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書等の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査事前検査記録について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 消防 危険物貯蔵所設置許可申請書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書（材料創製実験棟　酸素集合減圧装置）の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 特定施設 確認申請書（昇降機）の提出について 施設管理・建設第２係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 発電設備設置、変電設備設置、蓄電池設備設置届出書の提出について 桜施設維持第２係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査事前検査報告書について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請承諾書兼放射線業務従事者認定証明書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査時の指摘事項に対する改善計画書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者届書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 少量危険物・指定可燃物　貯蔵（取扱い）届出書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 計量管理規定の変更許可申請書の提出について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 立入検査結果通知書 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 立入検査結果通知書 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 立入検査結果通知書 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射性同位元素等の許可使用に係る変更の許可について（通知） 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 検査通知書 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期検査合格証 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 立入検査結果通知書 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等の変更の許可について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者の登録について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防計画実施細則の改正について 安全係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 支援管理係 20040101 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 毒・劇物 毒物及び劇物等の化学物質、病原性微生物等の管理の徹底について 安全係 20040401 30 20331231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 覚書 「光ﾌｧｲﾊﾞｰ敷設に係る基本契約書」の覚書の締結について（平成15年度分） 情報システム係 20030523 35 20381231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

技術開発・共用部門
科学情報プラット

フォーム
図書 覚書の締結について

科学情報プラット

フォーム長
20040101 30 20331231 紙 科学情報プラットフォーム

科学情報プラット

フォーム
廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

規程類 ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｾﾝﾀｰの内部組織を定める達の改正について 総務Ｇ 20040101 30 20341231 紙 国際ナノテクノロジーネットワーク拠点運営室

国際ナノテクノロジー

ネットワーク拠点運営

室

廃棄

総務部門 総務室 規程類 勤務時間管理事務取扱要領の改正について（案） 法規係 20031027 30 20331231 紙 総務課 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 理事会議資料　No. 3 法規係 20040101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 幹部会議資料　Ｎｏ．７ 総務・文書係 20040101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 事務部門連絡調整会議資料 No. 4 総務・文書係 20040101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成１５年規程類の改正及び制定について 法規係 20040101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成１５年各課所掌の内部規程 法規係 20040101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成１５年本施起案文書原簿 総務・文書係 20040101 30 20341231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成１５年本受起案文書原簿 総務・文書係 20040101 30 20341231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他
独立行政法人物質・材料研究機構材料基盤ステーション材料データベース懇談会及び同検討会の旅

費及び謝金の取り決めについて
目黒業務室 20040101 30 20331231 紙 総務室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１４任免④） 人事係 20040101 30 20331231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１５任免①） 人事係 20040101 30 20331231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１５任免②） 人事係 20040101 30 20331231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１５年客員研究員 人事係 20040101 30 20331231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１６年度職員採用関係（事務職） 人事係 20040101 30 20331231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１６年度職員採用関係（研究職） 人事係 20040101 30 20331231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１４年度非常勤採用（特別研究員②） 人事係 20040101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１４年度非常勤採用（その他非常勤②） 人事係 20040101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１５年度非常勤採用① 人事係 20040101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１５年度非常勤採用② 人事係 20040101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 文書 平成１５年人事関係文書番号簿（施行） 人事係 20040101 30 20331231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 文書 平成１５年人事関係文書番号簿（接受） 人事係 20040101 30 20331231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１４任免④） 人事係 20040101 30 20331231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１５任免①） 人事係 20040101 30 20331231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１５任免②） 人事係 20040101 30 20331231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１５年客員研究員 人事係 20040101 30 20331231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１６年度職員採用関係（事務職） 人事係 20040101 30 20331231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１６年度職員採用関係（研究職） 人事係 20040101 30 20331231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１４年度非常勤採用（特別研究員②） 人事係 20040101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄



人材部門 人事室 非常勤 平成１４年度非常勤採用（その他非常勤②） 人事係 20040101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１５年度非常勤採用① 人事係 20040101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１５年度非常勤採用② 人事係 20040101 30 20331231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 文書 平成１５年人事関係文書番号簿（施行） 人事係 20040101 30 20331231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 文書 平成１５年人事関係文書番号簿（接受） 人事係 20040101 30 20331231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 公務災害 災害補償関係　　　　　 　　　　　　平成１３年～平成１５年 労務係 20040101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

平成１６年度

監査室 監査室 業務監査
科学研究費補助金に関する監査報告書

平成１５年度（平成１６年度実施）
監査室 20050101 30 20341231 紙 物性棟書庫 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成１６年度内部監査報告書　委員会の機能・活動調査 監査室 20050101 30 20341231 紙 物性棟書庫 監査室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価
独立行政法人物質・材料研究機構　第４期事業年度

（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日）
評価室 20050101 30 20341231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成１６年度データ集 評価室 20050101 30 20341231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室
法人見直し・中期計画

策定係
独立行政法人の組織・業務の見直し（第一期）資料No.1

法人見直し・中期計画

策定係
20050101 30 20341231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室
法人見直し・中期計画

策定係
独立行政法人の組織・業務の見直し（第一期）資料No.2

法人見直し・中期計画

策定係
20050101 30 20341231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室
法人見直し・中期計画

策定係
独立行政法人の組織・業務の見直し（第一期）資料No.3

法人見直し・中期計画

策定係
20050101 30 20341231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成１６年度年度計画 予算企画係 20050101 30 20341231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成１６年度補正予算に係る中期計画の変更 予算企画係 20050101 30 20341231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 連携係 物質・材料工学専攻における教員人事選考について 独立連携専攻事務室 20050101 30 20341231 紙 専攻事務室（桜） 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成１６年度年度計画 予算企画係 20050101 30 20341231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 国立大学法人筑波大学と独立行政法人物質・材料研究機構の連係協力に関する協定書 独立連携専攻事務室 20050101 30 20341231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 申し合わせ 物質・材料工学専攻の運営方針についての申し合わせ 独立連携専攻事務室 20050101 30 20341231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 申し合わせ 物質・材料工学専攻の運営方針についての申し合わせ 独立連携専攻事務室 20050101 30 20341231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度４月　１／１） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度４月　１／１） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度５月　１／１） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度６月　１／２） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度６月　２／２） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度７月　１／１） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度８月　１／２） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度８月　２／２） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度９月　１／２） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度９月　２／２） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度１０月　１／１） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -



総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度１１月　１／２） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度１１月　２／２） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度１２月　１／２） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度１２月　２／２） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度１月　１／２） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度１月　２／２） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算
第Ⅲ期事業年度（平成15年4月1日から平成16年度3月31日まで）独立行政法人物質・材料研究機構

財務諸表等に係る理事長の確認書の提出について
予算決算係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 第3期事業年度　独立行政法人物質・材料研究機構　財務諸表等の監査について 予算決算係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 第3期事業年度　財務諸表等の提出について 予算決算係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について 予算決算係 20050401 30 20350331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（通知） 予算決算係 20050401 30 20350331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（通知） 予算決算係 20050401 30 20350331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算
第4期事業年度（平成16年4月1日から平成17年度3月31日まで）独立行政法人物質・材料研究機構

財務諸表等に係る理事長の確認書の提出について
予算決算係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 独立行政法人物質・材料研究機構　第3期財務諸表の承認について 予算決算係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 独立行政法人物質・材料研究機構　第3期事業年度財務諸表に関する広告について 予算決算係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質･材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について 資産係 20050401 30 20350331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質･材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について（回答) 資産係 20050401 30 20350331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度２月　１／２） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度２月　２／２） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度３月　１／２） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１６年度３月　２／２） 経理係 20050401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成16年度） 資産係 20050401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 財務 財務諸表（平成16年度） 財務班 20050401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成16年度） 財務班 20050401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（平成16年度） 財務班 20050401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 消防設備点検報告書 目黒施設維持係 20050101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物（マニフェスト）関係書類（Ｈ１６） 目黒施設維持係 20050101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物リサイクル数量表関係書類（Ｈ１６） 目黒施設維持係 20050101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 地下貯蔵タンク等の漏洩の定期点検関係書類（Ｈ１６） 目黒施設維持係 20050101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ 暖房用ボイラーの定期整備及び性能検査関係書類（Ｈ１６） 目黒施設維持係 20050101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１５年７～９月分）の結果について（通知） 並木施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１５年７～９月分）の結果について（通知） 千現施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１５年１０～１２月分）の提出について（通知） 千現施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１５年１０～１２月分）の提出について（通知） 並木施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１５年１０～１２月分）の結果について（通知） 並木施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１５年１０～１２月分）の結果について（通知） 千現施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１６年１～３月分）の提出について（通知） 並木施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１６年１～３月分）の提出について（通知） 千現施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水の水質検査結果について（通知） 並木施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水の水質検査結果について（通知） 千現施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１６年１～３月分）の結果について（通知） 並木施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１６年１～３月分）の結果について（通知） 千現施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１６年４～６月分）の提出について（通知） 千現施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１６年４～６月分）の提出について（通知） 並木施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ
日本標準産業分類の改訂に伴う省エネ法のエネルギー管理指定工場の指定番号の変更について（並

木地区）
並木施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１６年４～６月分）の結果について（通知） 並木施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１６年４～６月分）の結果について（通知） 千現施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１６年７～９月分）の提出について（通知） 千現施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１６年７～９月分）の提出について（通知） 並木施設維持第２係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 千現地区倉庫建設に伴う申請書提出について 施設管理・建設係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 完了検査申請書 施設管理・建設係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 完了検査申請書 施設管理・建設係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 並木地区排水設備（変更）計画確認申請書について 並木施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 並木地区排水設備工事完了届について 並木施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「目黒地区」適用契約種別変更申込書の提出について 目黒施設維持係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 完了検査申請 施設管理・建設係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 並木地区特定施設設置届出書について（ナノ・生体棟） 並木施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 並木地区特定施設期間短縮願書について（ナノ・生体棟） 並木施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 完了検査申請書 施設管理・建設係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ガス 並木地区ガス需給契約書について（並木地区１６年度） 並木施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「目黒地区」電気需給契約の協定及びピーク時間調整契約の締結について 目黒施設維持係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 千現地区「受電状態自動伝達装置の設置に関する契約書」の提出について 千現施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「受電状態自動伝達装置の設置に関する契約書」の提出について 桜施設維持係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 通信 「通信端末装置の設置に関する契約書」の提出について（並木地区） 並木施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「受電状態自動伝達装置の設置に関する契約書」の提出について 目黒施設維持係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「蓄熱調整契約B契約書」の提出について（並木地区） 並木施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「電気需要契約書」の提出について（並木地区） 並木施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「適用契約種別変更申込書」の提出について（並木地区） 並木施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 並木地区廃水処理施設内資材の再資源化の届出について 並木施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ 定期報告書の提出について（並木地区） 並木施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「適用契約種別変更申込書」の提出について（並木地区） 並木施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「電気需要契約書」の提出について（並木地区） 並木施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 電気料金値下げにおける覚書の締結について 目黒施設維持係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「電力の遠隔測定用装置の保守・運用等に関して」覚書の提出について 目黒施設維持係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ガス 並木地区ガス需給契約書について（並木地区１６年度） 並木施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 安全係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処分委託書、産業廃棄物成分表及び誓約書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 安全係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 安全係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 安全係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 エレベータ 昇降機及び昇降機等定期検査報告書の提出について 目黒施設維持係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 安全係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 県外産業廃棄物搬入届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 特定施設 並木地区除害施設計画確認（変更）申請書の提出について 並木施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書及び覚書の締結について 安全係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書及び覚書の締結について 安全係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成15年度 千現施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 ｽｸﾘｭｰ冷凍機及び空冷ﾁﾗｰ点検整備　平成15年度 千現施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 簡易専用水道管理検査　平成15年度 千現施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成15年度 千現施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成15年度 千現施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 消防設備点検報告書 目黒施設維持係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造（施設等変更）許可に伴う完成検査証の交付について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 立入検査結果通知書 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 立入検査結果通知書 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 国規物 計量管理規定の変更許可について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設等の変更許可について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造届書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者の登録及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成１５年度下期核燃料物質管理報告書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 ナノ・生体材料研究棟建築に係る消防用設備等設置届出書等の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス
製造施設完成検査申請書、完成検査事前検査記録及び高圧ガス施設配管工事等完成報告書の提出に

ついて
安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 設計 並木地区機械等設置届について（ナノ・生体棟） 並木施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 変電設備設置届出書及び蓄電池設備設置届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 サイクロトロンメンテナンス業者の放射線業務従事者登録について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造保安監督者届書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等点検結果報告書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 危険物貯蔵所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者証明書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等　設置・移転・変更届の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等点検結果報告書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録証明書について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録証明書について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防計画作成（解任）届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録証明書について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者届書及び高圧ガス保安統括者代理者届書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者届書及び高圧ガス保安統括者代理者届書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請承諾書兼放射線業務従事者認定証明書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 千現地区燃料等使用状況届出書の提出について 千現施設維持第１係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 危険物保安監督者選任・解任届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ製造施設等の変更許可について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造（施設等変更）許可に伴う完成検査証の交付について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 立入検査結果通知書 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 立入検査結果通知書 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造届書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者の登録及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 ナノ・生体材料研究棟建築に係る消防用設備等設置届出書等の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス
製造施設完成検査申請書、完成検査事前検査記録及び高圧ガス施設配管工事等完成報告書の提出に

ついて
安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 変電設備設置届出書及び蓄電池設備設置届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 サイクロトロンメンテナンス業者の放射線業務従事者登録について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造保安監督者届書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等点検結果報告書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 危険物貯蔵所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者証明書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等点検結果報告書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録証明書について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録証明書について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防計画作成（解任）届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録証明書について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者届書及び高圧ガス保安統括者代理者届書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者届書及び高圧ガス保安統括者代理者届書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請承諾書兼放射線業務従事者認定証明書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 消防 危険物保安監督者選任・解任届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 承認使用に関する軽微な変更に係る変更届の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線施設の廃止に伴う措置の報告書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成１５年度放射線管理状況報告書（使用者）の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査申請書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の交付について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査申請書の提出について（千現地区） 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査申請書の提出について（並木地区） 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の交付について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安技術管理者等届書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 危険物保安監督者選任・解任届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査事前検査記録について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線業務従事者認定証明書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書及び消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査事前検査報告書について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査事前検査報告書について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線障害予防規定変更届の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特定高圧ガス消費施設等変更届の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について（谷口尚、中山敦子） 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について（茂筑高士） 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者終了書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について（若手国際研究拠点） 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線障害予防規定変更届の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 計量管理規定の変更許可について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成１５年度下期核燃料物質管理報告書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成１６年上期核燃料物質管理報告書の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 国際規制物資使用変更届の提出について 安全係 20050101 30 20341231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 認可・契約 「ﾀﾞｰｸﾌｧｲﾊﾞ回線ｻｰﾋﾞｽ利用申込書」について 情報システム係 20040302 35 20391231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 認可・契約 「ﾀﾞｰｸﾌｧｲﾊﾞ回線ｻｰﾋﾞｽ利用契約書」について 情報システム係 20040420 35 20391231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 認可・契約 土地使用許可申請書（継続）の提出について（平成16年度分） 情報システム係 20040913 35 20391231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 規程類 「ＮＩＭＳマッチングファンドによる共同研究に係る実施要領」について 技術展開室 20040101 30 20331231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

技術開発・共用部門
科学情報プラット

フォーム
図書 物質・材料研究機構図書室における外部利用者の複写要領 図書係長 20050101 30 20341231 紙 科学情報プラットフォーム

科学情報プラット

フォーム
廃棄

技術開発・共用部門
科学情報プラット

フォーム
図書 「図書資料業務の運営について」 図書係長 20050101 30 20341231 紙 科学情報プラットフォーム

科学情報プラット

フォーム
廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

規程類 ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ総合支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｾﾝﾀｰの内部組織を定める達の改正について 総務Ｇ 20050101 30 20351231 紙 国際ナノテクノロジーネットワーク拠点運営室

国際ナノテクノロジー

ネットワーク拠点運営

室

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

規程類 運営委員会の設置に関する達の改正について 総務Ｇ 20050101 30 20351231 紙 国際ナノテクノロジーネットワーク拠点運営室

国際ナノテクノロジー

ネットワーク拠点運営

室

廃棄

総務部門 総務室 規程類 「若手国際研究拠点評価委員会の設置について」 総務G 20050101 30 20341231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 「若手国際研究拠点運営委員会の設置について」 総務G 20050101 30 20341231 紙 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 総務 覚書の締結及びメンバーズカードの発行について 総務課 20040315 30 20341231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 勤務時間管理事務取扱要領の改正について（案） 法規係 20040324 30 20341231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」の一部改正について（通知） 法規係 20040416 30 20341231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 効率化の推進について（通知） 総務課 20040705 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 勤務時間管理事務取扱要領の改正について 法規係 20040804 30 20341231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 勤務時間管理事務取扱要領の一部改正について（案） 法規係 20041111 30 20341231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 勤務時間管理事務取扱要領の一部改正について 法規係 20041130 30 20341231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 勤務時間管理事務取扱要領の一部改正について 法規係 20041220 30 20341231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 理事会議資料　Ｎｏ．４ 法規係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 理事会議資料　Ｎｏ．５ 法規係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 幹部会議資料　Ｎｏ．８ 総務・文書係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 幹部会議資料　Ｎｏ．９ 総務・文書係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 幹部会議資料　Ｎｏ．１０ 総務・文書係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 幹部会議資料　Ｎｏ．１１ 総務・文書係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 事務部門連絡調整会議資料　Ｎｏ．５ 総務・文書係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 事務部門連絡調整会議資料　Ｎｏ．６ 総務・文書係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 事務部門連絡調整会議資料　Ｎｏ．７ 総務・文書係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 事務部門連絡調整会議資料　Ｎｏ．8 総務・文書係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の改正について 法規係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の改正について 法規係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の改正について 法規係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成１６年規程類の改正及び制定について① 法規係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成１６年規程類の改正及び制定について② 法規係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成１６年各課所掌の内部規程 法規係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成１６年本施起案文書原簿 総務・文書係 20050101 30 20351231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成１６年本受起案文書原簿 総務・文書係 20050101 30 20351231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 ユニット長達（平成１６年） 法規係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 運営会議資料（平成１５年１月～１２月） 総務・文書係 20050101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 勤務時間管理事務取扱要領の一部改正について 総務・文書係 20050401 30 20351231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 VAMAS VAMAS国内対応委員会の旅費及び謝金の取り決めについて 目黒業務室 20050101 30 20341231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 覚書 覚書の締結について(２件） 超耐熱材料G 20050101 30 20341231 紙 総務室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 労務 労基署規程等届出 労務係 20050101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 任免 任免関係（１６任免①） 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１６任免②） 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１６任免③） 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１６任免④） 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１６任免⑤） 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１６年客員研究員① 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１６年客員研究員② 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（事務職） 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（研究職①） 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（研究職②） 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１６年度非常勤採用① 人事係 20050101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１６年度非常勤採用② 人事係 20050101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１６年度非常勤採用③ 人事係 20050101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１６年度非常勤採用④ 人事係 20050101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１６年度非常勤採用⑤ 人事係 20050101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１６任免①） 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１６任免②） 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１６任免③） 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１６任免④） 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１６任免⑤） 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１６年客員研究員① 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１６年客員研究員② 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（事務職） 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（研究職①） 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（研究職②） 人事係 20050101 30 20341231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１６年度非常勤採用① 人事係 20050101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１６年度非常勤採用② 人事係 20050101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１６年度非常勤採用③ 人事係 20050101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１６年度非常勤採用④ 人事係 20050101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１６年度非常勤採用⑤ 人事係 20050101 30 20341231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

平成１７年度

監査室 監査室 業務監査 科学研究費補助金に関する監査報告書(平成１７年度実施分) 監査室 20060101 30 20351231 紙 物性棟書庫 監査室 廃棄



監査室 監査室 業務監査 業務簡素化･効率化に関する業務監査検討会　監事監査業務支援関係資料 監査室 20060101 30 20351231 紙 物性棟書庫 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 個人情報保護に関する調査　監事監査業務支援関係資料 監査室 20060101 30 20351231 紙 物性棟書庫 監査室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価

第２回物質・材料研究機構作業部会　資料５（平成１７年７月１３日発表資料）

（独立行政法人物質・材料研究機構　第４期事業年度資料の一部・平成１６年４月１日～平成１７

年３月３１日）

評価室 20060101 30 20351231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知） 評価チーム 20060101 30 20351231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価
独立行政法人物質・材料研究機構　第５期事業年度

（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）
評価室 20060101 30 20351231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成１７年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知） 評価チーム 20060101 30 20351231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成１７年度年度計画及び予算 予算企画係 20060101 30 20351231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成１７年度年度計画変更届出について 予算企画係 20060101 30 20351231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 連携係 定年を控える教員に関する申し合わせ 連携係 20060101 30 20351231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画
独立行政法人物質・材料研究機構の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更認可申請に

ついて
総括係 20060101 30 20351231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 規程類 「総合戦略室内の推進オフィスの設置について」の制定について 外部資源係 20060101 30 20351231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画
独立行政法人物質・材料研究機構の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更認可につい

て（認可）
総括係 20060101 30 20351231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成１７年度年度計画及び予算 予算企画係 20060101 30 20351231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成１７年度年度計画変更届出について 予算企画係 20060101 30 20351231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 次世代育成支援 一般事業主行動計画策定届の届け出について 総務課長 20060101 30 20351231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 会議議事資料 平成17年度物質・材料工学専攻会議議事資料 連携係 20060101 30 20351231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書
学校法人千葉工業大学と独立行政法人物質・材料研究機構研究機構の教育研究協力に関する協定書

の締結について
連携係 20060101 30 20351231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書
東北大学多元物質科学研究所と物質・材料研究機構との連携ラボによる共同研究に係わる協定の締

結について
連携係 20060101 30 20351231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書
独立行政法人物質・材料研究機構と静岡大学大学院電子科学研究科間の研究交流促進のための協定

書の締結について
連携係 20060101 30 20351231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 同志社大学及び独立行政法人物質・材料研究機構との教育研究に関する協定書の締結について 連携係 20060101 30 20351231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連携教員
国立大学法人筑波大学大学院の教育研究への協力に関する協定書における連携教員の職名について

（依頼）
外部資源係 20060101 30 20351231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

総務部門 調達室 引渡書 引渡書 審査係 20060101 30 20351231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 委託調査研究事務処理要項・委託調査研究事務処理要領の制定について 審査係 20060101 30 20351231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度４月　１／１） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度５月　１／１） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度６月　１／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度６月　２／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度７月　１／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度７月　２／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度８月　１／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度８月　２／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度９月　１／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -



総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度９月　２／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度１０月　１／１） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度１１月　１／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度１１月　２／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度１２月　１／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度１２月　２／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 平成17年度　独立行政法人物質・材料研究機構運営費交付金第4・四半期分請求書について 予算決算係 20060401 30 20360331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算
第4期事業年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）独立行政法人物質・材料研究機構　財

務諸表等に係る理事長の確認書の提出について
予算決算係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算
第5期事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）独立行政法人物質・材料研究機構　財

務諸表等に係る理事長の確認書の提出について
予算決算係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 第4期事業年度　独立行政法人物質・材料研究機構　財務諸表等の監査について 予算決算係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 第4期事業年度　財務諸表等の提出について 予算決算係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について 予算決算係 20060401 30 20360331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算 会計監査人の選任について（通知） 予算決算係 20060401 30 20360331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算 独立行政法人物質・材料研究機構第4期財務諸表の承認について 予算決算係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 独立行政法人物質・材料研究機構第4期事業年度財務諸表に関する公告について 予算決算係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度１月　１／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度１月　２／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度２月　１／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度２月　２／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度３月　１／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１７年度３月　２／２） 経理係 20060401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成17年度） 資産係 20060401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 財務 財務諸表（平成17年度） 財務班 20060401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成17年度） 財務班 20060401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（平成17年度） 財務班 20060401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

外部連携部門 学術連携室 協定書 Spring-8における研究協力に関する協定書の締結について 外部資源係 20060101 30 20351231 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物（マニフェスト）関係書類（Ｈ１７） 目黒施設維持係 20060101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物リサイクル数量表関係書類（Ｈ１７） 目黒施設維持係 20060101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ 暖房用ボイラーの定期整備及び性能検査関係書類（Ｈ１７） 目黒施設維持係 20060101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 並木地区除害施設計画確認（変更）申請書の提出について 並木施設維持第１係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「目黒地区」適用契約種別変更申込書の提出について 目黒施設維持係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 目黒地区電気設備主任技術者の選任及び解任の届出 目黒施設維持係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 安全 資料提出書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「目黒地区」電器需給契約の協定及びピーク時間調整契約の締結について 目黒施設維持係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 電力測定用パルス検出器の変換器の設置等の協定について 目黒施設維持係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「適用契約種別変更申込書」の提出について（並木地区） 並木施設維持第１係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ガス 並木地区ガス需給契約書について（並木地区１７年度） 並木施設維持第１係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書及び覚書の締結について 安全係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「電気需給契約書」の提出について（並木地区） 並木施設維持第１係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 夏季休日契約[1年契約] 桜施設維持係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処分委託書、廃棄物成分表及び誓約書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 夏季休日契約[1年契約]契約書の提出について 桜施設維持係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 安全係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 安全係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 安全 改修（計画）報告書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 安全係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の追加覚書の締結について 安全係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 エレベータ 昇降機及び昇降機等定期検査の提出について 目黒施設維持係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書及び覚書の締結について 安全係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１６年７月～９月分）の結果について（通知） 千現施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１６年１０月～１２月分）の提出について（通知） 千現施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１６年７月～９月分）の結果について（通知） 並木施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設維持管理報告書（平成１６年１０月～１２月分）の提出について（通知） 並木施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除外施設等維持管理報告書（平成16年10月～12月分）の結果について（通知） 千現施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除外施設等維持管理報告書（平成17年1月～3月分）の提出について（通知） 千現施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除外施設等維持管理報告書（平成16年10月～12月分）の結果について（通知）（並木地区） 並木施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書(平成17年1～3月分)の提出について 並木施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 「吹きつけアスベスト（石綿）等の使用状況調査票」 安全係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成17年4～6月分）の提出について 千現施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成17年1月～3月分）の結果について（通知） 千現施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書(平成17年1～3月分)の結果について（通知） 並木施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 並木地区除害施設等維持管理報告書（平成17年4月～6月分）の提出について 並木施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境
学校施設等における吹きつけアスベスト使用実態調査の中間報告の結果及び当面の対応について

（通知）
安全係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成１７年４月～６月分）の結果について（通知） 千現施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成１７年７月～９月分）の提出について（通知） 千現施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成17年4月～6月分）の結果について（通知） 並木施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成17年7月～9月分）の提出について 並木施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 平成１８年度並木地区研究本館耐震診断調査 施設管理・建設係 20060101 30 20351231 紙 物性棟電気室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成１７年４月～６月分）の結果について（通知） 千現施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成１７年７月～９月分）の提出について（通知） 千現施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成17年4月～6月分）の結果について（通知） 千現施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成17年7月～9月分）の提出について 千現施設維持第２係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成16年度 千現施設維持第１係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 ｽｸﾘｭｰ冷凍機及び空冷ﾁﾗｰ点検整備　平成16年度 千現施設維持第１係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 簡易専用水道管理検査　平成16年度 千現施設維持第１係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成16年度 千現施設維持第１係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成16年度 千現施設維持第１係 20060101 30 20351231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 消防設備点検報告書 目黒施設維持係 20060101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機会等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更届について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成１６年下期核燃料物質管理報告書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者届書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事承諾書／承認申請書、放射線業務従事者歴証明書及び放射線管理区域立ち入りに関

わる教育訓練の修了証明書の提出について
安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 危険物保安監督者の選任及び解任の届出 目黒施設維持第３係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全 資料提出書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全 向精神薬試験研究施設設置者登録申請書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書に提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書等の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書等の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者終了書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 危険物取扱主任者の指名、指名解除及び危険物保安監督者選任・解任届出書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線障害予防規定変更の届出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書および放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従

事承諾書の提出について
安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者の登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者届書及び高圧ガス保安統括者代理者届出書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者の登録および放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て
安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録および放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書研放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
平成16年度　放射線管理状況報告書（使用者）の提出並びに放射線管理状況報告に際しての放射性

同位元素等に関する点検及び報告依頼について（回答）
安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査申請書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者の登録および放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て
安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事者承諾書及び承諾書（兼）ユーザー登録届の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録および放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成17年度上期核燃料物質管理報告書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の交付について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の交付について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者の登録および業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全 改修（計画）報告書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査事前検査記録について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安技術管理者等届書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 危険物取扱主任者の指名、指名解除及び危険物保安監督者選任・解任届出書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査申請書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査事前検査報告書について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事認定証明書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業十時承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者終了書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等休止届書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び「放射線業務従事者に係る教育及び訓練の証明」の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 立入検査結果通知書（移動タンク貯蔵所以外） 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 立入検査結果通知書（移動タンク貯蔵所以外） 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全 「吹きつけアスベスト（石綿）等の使用状況調査票」 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証のの交付について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全
学校施設等における吹きつけアスベスト使用実態調査の中間報告の結果及び当面の対応について

（通知）
安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 平成17年秋季全国火災予防運動に対する協力について（依頼） 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 安全 生活関連等施設の安全確保の留意点について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造所（冷凍）の立入検査について（通知） 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造所（冷凍）の立入検査について（通知） 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全 生活関連等施設の安全確保の留意点について 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等の変更 安全係 20060101 30 20351231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 認可・契約 歴史的経緯をもつﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ非依存ｱﾄﾞﾚｽ割り当てに関する確認書の提出について 情報システム係 20050316 35 20401231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 覚書 「光ﾌｧｲﾊﾞｰ敷設に係る基本契約書」の覚書の締結について（平成17年度分） 情報システム係 20050401 35 20401231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 覚書
（敷地使用料単価の変更）「光ﾌｧｲﾊﾞｰ敷設に係る基本契約書」の覚書の締結について（平成17年度

分）
情報システム係 20050901 35 20401231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 規程類 知的財産室内のチームの設置について 知的財産室 20050101 30 20341231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

総務部門 総務室 文書 非公務員化規程類検討作業チームの設置について 総務・文書係 20050601 30 20351231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 倫理
国家公務員倫理法第2条第7項に基づく本省課長補佐級以上及び指定職以上相当職員の範囲の公表に

ついて
総務・文書係 20050607 30 20351231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 効率化の推進について（通知） 総務・文書係 20050823 30 20351231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 勤務時間管理事務取扱要領の一部改正について（案） 法規係 20050930 30 20351231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 勤務時間管理事務取扱要領の一部改正について（案） 法規係 20051012 30 20351231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 ｢情報システム推進オフィスの設置について」の制定について 法規係 20051201 30 20351231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 幹部会議資料　Ｎｏ．１２ 総務・文書係 20060101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 幹部会議資料　Ｎｏ．１３ 総務・文書係 20060101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 幹部会議資料　Ｎｏ．１４ 総務・文書係 20060101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 事務部門連絡調整会議資料　Ｎｏ．９ 総務・文書係 20060101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 事務部門連絡調整会議資料　Ｎｏ．１0 総務・文書係 20060101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 事務部門連絡調整会議資料　Ｎｏ．１1 総務・文書係 20060101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成１７年規程類の改正及び制定について① 法規係 20060101 30 20351231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成１７年本施起案文書原簿 総務・文書係 20060101 30 20351231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成１７年本受起案文書原簿 総務・文書係 20060101 30 20351231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 VAMAS VAMAS国内対応委員会の旅費及び謝金の取り決めについて 目黒業務室 20060101 30 20351231 紙 総務室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 規定類 勤務時間管理事務取扱要領の一部改正について 労務係 20050401 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 公務災害 平成16年度の災害補償等報告書の提出について 労務係 20050530 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 公務災害 公務災害による補償（療養補償、休業補償）及び福祉事業（休業援護金）の支給について 労務係 20050719 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 公務災害 公務災害の認定及び通知につて 労務係 20050801 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 公務災害 公務災害の治癒認定及び通知について 労務係 20050805 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 公務災害 公務災害補償費（療養補償）の支給について 労務係 20050901 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 公務災害 公務災害補償費（療養補償）の支給について 労務係 20050929 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 公務災害 公務災害補償費（療養補償）の支給について 労務係 20051114 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１７年度非常勤採用① 人事係 20060101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１７年度非常勤採用② 人事係 20060101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１７年度非常勤採用③ 人事係 20060101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１７年度非常勤採用④ 人事係 20060101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成１７年度非常勤採用⑤ 人事係 20060101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年客員研究員① 人事係 20060101 30 20361231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年客員研究員② 人事係 20060101 30 20361231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１7任免①） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１7任免②） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１7任免③） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１7任免④） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（事務職①） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（事務職②） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（事務職③） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（研究職①） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（研究職②） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（研究職③） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与 研究者格付（１７）① 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与 研究者格付（１７）② 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１８任免①） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１８任免②） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１８年度職員採用関係（事務職①） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１８年度職員採用関係（事務職②） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１８年度職員採用関係（事務職③） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年客員研究員① 人事係 20060101 30 20361231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年客員研究員② 人事係 20060101 30 20361231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１7任免①） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１7任免②） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１7任免③） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１7任免④） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（事務職①） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（事務職②） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（事務職③） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（研究職①） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（研究職②） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１７年度職員採用関係（研究職③） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与 研究者格付（１７）① 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与 研究者格付（１７）② 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１８任免①） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１８任免②） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１８年度職員採用関係（事務職①） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１８年度職員採用関係（事務職②） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１８年度職員採用関係（事務職③） 人事係 20060101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

平成１８年度

経営企画部門 経営戦略室 評価 第5期事業年度及び中期目標期間における業務の実績報告書の提出について 評価チーム 20070101 30 20361231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 中期目標期間における事業報告書の提出について 評価チーム 20070101 30 20361231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価
独立行政法人物質・材料研究機構　第６期事業年度

（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日）
評価室 20070101 30 20361231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 業務方法書の変更に係る認可申請 戦略室 20070101 30 20361231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 第２期中期目標・中期計画
法人見直し・中期計画

策定係
20070101 30 20361231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画
独立行政法人物質・材料研究機構の中期目標を達成するための計画'（中期計画）の認可申請につ

いて

法人見直し・中期計画

策定係
20070101 30 20361231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構業務方法書の改正に関わる認可申請について 戦略室 20070101 30 20361231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 協定
物質・材料研究機構、理化学研究所、日本原子力研究開発機構の三独立行政法人による量子ビーム

テクノロジーの先端的研究開発に関する研究協力協定について
戦略室 20070101 30 20361231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構の達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）について
法人見直し・中期計画

策定係
20070101 30 20361231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機講の中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可について
法人見直し・中期計画

策定係
20070101 30 20361231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構業務方法書の変更に係る申請について（認可） 戦略室 20070101 30 20361231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成１８年度年度計画および予算 総合戦略室 20070101 30 20361231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 採用審査 平成18年度採用審査資料 人材開発室 20060401 30 20360331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 「採用システム要領」の制定について 人材開発室 20070101 30 20361231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 「リクルートセミナー要領」の制定について 人材開発室 20070101 30 20361231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 18本施30年 補助金担当 20070101 30 20361231 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１８年度　４月　１／１） 経理係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１８年度　５月　１／１） 経理係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１８年度　６月　１／１） 経理係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -



総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１８年度　７月　１／１） 経理係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１８年度　８月　１／１） 経理係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１８年度　９月　１／２） 経理係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１８年度　９月　２／２） 経理係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１８年度　１０月　１／１） 経理係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１８年度　１１月　１／１） 経理係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１８年度　１２月　１／１） 経理係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１８年度　１月　１／１） 経理係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１８年度　２月　１／１） 経理係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１８年度　３月　１／２） 経理係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１８年度　３月　２／２） 経理係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について 資産 20070401 30 20370331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 国庫納付金計算書の提出について 予算決算係 20070401 30 20370331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算
第5期事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）独立行政法人物質・材料研究機構　財

務諸表等に係る理事長の確認書の提出について
予算決算係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 第5期事業年度　財務諸表等の提出について 予算決算係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算
第6期事業年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）独立行政法人物質・材料研究機構　財

務諸表等に係る理事者確認書の提出について
予算決算係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 第5期事業年度財務諸表に関する公告について 予算決算係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 第5期事業年度　財務諸表等の監査について 予算決算係 20070401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について 予算決算係 20070401 30 20370331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査
監査人交代に伴う前任監査人への質問及び監査調書の閲覧の承諾および

守秘義務に関する確認書の提出について
予算決算係 20070401 30 20370331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成18年度） 資産係 20070401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 財務 財務諸表（平成18年度） 財務班 20070401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成18年度） 財務班 20070401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（平成18年度） 財務班 20070401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物（マニフェスト）関係書類（Ｈ１８） 目黒施設維持係 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物リサイクル数量表関係書類（Ｈ１８） 目黒施設維持係 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 地下貯蔵タンク等の漏洩の定期点検関係書類（Ｈ１８） 目黒施設維持係 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ 暖房用ボイラーの定期整備及び性能検査関係書類（Ｈ１８） 目黒施設維持係 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ 「第一種エネルギー管理指定工場指定通知書」について 千現施設維持第１係 20070101 30 20361231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成17年度 千現施設維持第１係 20070101 30 20361231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 ｽｸﾘｭｰ冷凍機及び空冷ﾁﾗｰ点検整備　平成17年度 千現施設維持第１係 20070101 30 20361231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 簡易専用水道管理検査　平成17年度 千現施設維持第１係 20070101 30 20361231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成17年度 千現施設維持第１係 20070101 30 20361231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成17年度 千現施設維持第１係 20070101 30 20361231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成17年下期核燃料部物質管理報告書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について（冷凍施設） 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者終了書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安技術管理者等届書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 蓄電池 蓄電池設備設置届出書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 冷凍保安責任者届書及び冷凍保安責任者代理者届書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 報告書 第一種圧力容器廃止報告書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安協会保安検査受検届書の提出について（冷凍施設） 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査申請書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 完成検査事前検査報告書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
産業廃棄物処理委託契

約
産業廃棄物処理委託契約書の締結について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特定高圧ガス消費施設等変更届書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 「公害防止に関する確認書」の取り交わし及び公害防止計画の届出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス容器の賃貸借覚書の締結について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期検査申請書及び定期確認申請書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者証明書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 規程類 計量管理規定の変更認可申請書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線障害予防規程変更届の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者証明書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者証明書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事者承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者届書及び高圧ガス保安統括者代理者届書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理責任者選任（解任）届出及び消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
産業廃棄物処理委託契

約
産業廃棄物処理委託契約書及び覚書の締結について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事者承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 冷凍保安責任者届書及び冷凍保安責任者代理者届書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成17年度　放射線会入り状況報告書（使用者）の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」発行について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 PCB ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査申請書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
産業廃棄物処理委託契

約
産業廃棄物処理委託契約書について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講終了証」発行について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成１８年上期核燃料物質管理報告書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物保安監督者選任・解任届出書の提出について。 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査申請書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安技術管理者等届書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請承諾書兼放射線業務従事者認定証明書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期検査申請書及び定期確認申請書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査事前検査記録について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線障害予防規程変更届の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者証明書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 定期自主検査報告書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬 火薬類受許可申請書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 変電設備 変電設備設置届出書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事者承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事作業承諾書の提出につい

て
安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録及び放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 クレーン クレーン休止報告書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線従事承諾書の提出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 今冬の雪害に対する防災態勢の強化について（依頼） 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全 「公害防止に関する確認書」に関する説明会について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 向精神薬 向精神薬製造量等の届出について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等の変更について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期確認通知書 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 検査通知書 検査通知書 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 規程類 計量管理規程の変更認可について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 規程類 計量管理規程の変更認可について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期検査合格証 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期検査合格証 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 その他 降積雪期における防災態勢の強化について（依頼） 安全係 20070101 30 20361231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 覚書 「光ﾌｧｲﾊﾞｰ敷設に係る基本契約書」の覚書の締結について（平成18年度分） ＩＴ室 20060401 35 20411231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 覚書
（敷地使用料単価の変更）「光ﾌｧｲﾊﾞｰ敷設に係る基本契約書」の覚書の締結について（平成18年度

分）
ＩＴ室 20060904 35 20411231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 規程類 「知的財産室内のチームの設置について」の一部改正について 知的財産室 20060101 30 20351231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 資産賃貸借 NIMS Wave 株式会社の資産賃貸借（居室）について 知的財産室 20060101 30 20351231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 独立行政法人物質・材料研究機構文書取扱要領 法規係 20060328 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 独立行政法人物質・材料研究機構監督事務実施要領 法規係 20060328 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 独立行政法人物質・材料研究機構検査事務実施要領 法規係 20060328 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 独立行政法人物質・材料研究機構談合情報対応要領 法規係 20060328 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 独立行政法人物質・材料研究機構低入札価格調査等実施要領 法規係 20060328 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類

独立行政法人物質・材料研究機構政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役

務の調達手続の特例を定める細則の適用を受ける競争契約に伴う技術審査要領 法規係 20060328 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 独立行政法人物質・材料研究機構資産外物品管理要領 法規係 20060328 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 独立行政法人物質・材料研究機構図書資料業務の運営について 法規係 20060328 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 独立行政法人物質・材料研究機構勤務時間管理事務取扱要領 法規係 20060328 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 情報化統括責任者(CIO)の設置について 法規係 20060616 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 役員報酬規程等の一部改正について 法規係 20060803 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の一部改正について 法規係 20060915 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 法人開示文書請求書 契約課 20060921 30 20361231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 定年制職員給与規程等一部改正について 法規係 20061013 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 法人文書の開示の実施方法等の申出について 契約課 20061020 30 20361231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 定年制職員給与規程の一部改正について 法規係 20061215 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の一部改正について 法規係 20061227 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成１８年本施起案文書原簿 総務・文書係 20070101 30 20371231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成１８年本受起案文書原簿 総務・文書係 20070101 30 20371231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 廃止ユニット長達（H15～H18） 法規係 20070101 30 20361231 紙 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 規程類 平成18年規程類の制定及び改正① 法規係 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成18年規程類の制定及び改正② 法規係 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成18年理事会議資料 文書・法規係 20070101 30 20361231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成18年幹事会資料 文書・法規係 20070101 30 20361231 電子 総務室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 公務災害 公務災害補償費（療養補償）の支給について 労務係 20060112 30 20361231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 公務災害 公務災害補償費（療養補償）の支給について 労務係 20060228 30 20361231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 公務災害 公務災害の認定及び通知について 労務係 20060309 30 20361231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 公務災害 公務災害の認定及び通知について 労務係 20060330 30 20361231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 公務災害 公務災害の認定及び通知について 労務係 20060330 30 20361231 紙 人事室 人事室 廃棄

平成１９年度

秘書室 会議
拡大役員

連絡会議
拡大役員連絡会議資料　平成19年度　① 秘書室 20080401 30 20380331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 会議
拡大役員

連絡会議
拡大役員連絡会議資料　平成19年度　② 秘書室 20080401 30 20380331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 会議 役員連絡会議 役員連絡会議資料　平成19年度　① 秘書室 20080401 30 20380331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 会議 役員連絡会議 役員連絡会議資料　平成19年度　② 秘書室 20080401 30 20380331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成１８年度における業務の実績報告書の提出について 評価チーム 20080101 30 20371231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成１８年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知） 評価チーム 20080101 30 20371231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構平成１９年度計画の策定及び届出について 戦略室 20080101 30 20371231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成１９年度年度計画予算 総合戦略室 20080101 30 20371231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 採用審査 平成19年度採用審査資料 人材開発室 20070401 30 20370331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 「採用システム要領」の改正について 人材開発室 20080101 30 20371231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 ユニット長達「採用評価員の委嘱について」の制定について 人材開発室 20080101 30 20371231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 国立大学法人筑波大学大学院の教育研究への協力に関する協定書について（照会） 人材開発室 20080101 30 20371231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 次世代育成支援 一般事業主行動計画変更届の提出について 総務課長 20080101 30 20371231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 「検査・検収事務実施要領の一部改正について」 審査係 20070620 30 20371231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 19本施30年 補助金担当 20080101 30 20371231 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 19連携（契）（施）30年 補助金担当 20080101 30 20371231 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１９年度　４月　１／１） 経理係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１９年度　５月　１／１） 経理係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１９年度　６月　１／１） 経理係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１９年度　７月　１／１） 経理係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１９年度　８月　１／１） 経理係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１９年度　９月　１／１） 経理係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -



総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１９年度　１０月　１／１） 経理係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１９年度　１１月　１／１） 経理係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１９年度　１２月　１／１） 経理係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１９年度　１月　１／１） 経理係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１９年度　２月　１／１） 経理係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１９年度　３月　１／２） 経理係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成１９年度　３月　２／２） 経理係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について 資産 20080401 30 20380331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構資産外物品管理要領の一部改正について 資産 20080401 30 20380331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構資産等貸付取扱要領の制定について 資産 20080401 30 20380331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第９条に係る償却資産の指定について（回答） 資産 20080401 30 20380331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算
第6期事業年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）独立行政法人物質・材料研究機構　財

務諸表等に係る理事者確認書の提出について
予算決算係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 第6期事業年度　財務諸表等の監査について 予算決算係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 会計監査人候補者審査実施要領の施行について 予算決算係 20080401 30 20380331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（同意） 予算決算係 20080401 30 20380331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（通知） 予算決算係 20080401 30 20380331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算 第6期事業年度　財務諸表等の提出について 予算決算係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 予算 第6事業年度　財務諸表における利益の処分案について 予算決算係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算
第7期事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）独立行政法人物質・材料研究機構　財

務諸表等に係る理事者確認書の提出について
予算決算係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 平成１８事業年度における利益の処理について 予算決算係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 独立行政法人物質・材料研究機構第６期財務諸表の承認について 予算決算係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 独立行政法人物質・材料研究機構第６期財務諸表に関する公告について 予算決算係 20080401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成19年度） 資産係 20080401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 財務 財務諸表（平成19年度） 財務班 20080401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成19年度） 財務班 20080401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（平成19年度） 財務班 20080401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 平成１９年度千現地区物性解析実験棟耐震診断調査 施設管理・建設係 20080101 30 20371231 紙 物性棟電気室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 消防設備点検報告書 目黒施設維持係 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物（マニフェスト）関係書類（Ｈ１９） 目黒施設維持係 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物リサイクル数量表関係書類（Ｈ１９） 目黒施設維持係 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 地下貯蔵タンク等の漏洩の定期点検関係書類（Ｈ１９） 目黒施設維持係 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ 暖房用ボイラーの定期整備及び性能検査関係書類（Ｈ１９） 目黒施設維持係 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「電気主任技術者の選任届出書」の提出について 千現施設維持第１係 20080101 30 20371231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「適用料金率等に関する協定書、覚書」の提出について 千現施設維持第１係 20080101 30 20371231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ 「第一種エネルギー管理指定工場現地調査」について 千現施設維持第１係 20080101 30 20371231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成18年度 千現施設維持第１係 20080101 30 20371231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 ｽｸﾘｭｰ冷凍機及び空冷ﾁﾗｰ点検整備　平成18年度 千現施設維持第１係 20080101 30 20371231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成18年度 千現施設維持第１係 20080101 30 20371231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成18年度 千現施設維持第１係 20080101 30 20371231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 消防設備点検報告書 目黒施設維持係 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成１８年下期核燃料物資管理報告書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について（冷凍施設） 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
産業廃棄物処理委託契

約
産業廃棄物処理委託契約書の締結について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届出書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特定高圧ガス取扱主任者届出書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 完成検査 製造施設完成検査申請書の提出について（冷凍施設） 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 作業責任者 作業責任者の届出について（冷凍施設） 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者」及び「業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書」の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者」及び「業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書」の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区放射線取扱主任者の指名及び放射線取扱主任者選任解任届出の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
「業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書」及び「放射線業務従事者登録申請書兼放射線作

業従事承諾書」の提出について
安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物保安監督者選任・解任届出書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事承諾書（他機関管理従事者用）の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 クレーン クレーン使用再開検査申請書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 許可使用に関する軽微な変更に係る変更届の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
「放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書」及び「業務従事者認定証明書兼放射線作

業従事承諾書」の提出について
安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
「放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書」及び「業務従事者認定証明書兼放射線作

業従事承諾書」の提出について
安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者証明書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」発行について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書及び消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
並木地区放射線障害予防規程及び放射線障害予防委員会規則の改正及び放射線障害予防規程変更届

の提出について
安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線施設の廃止に伴う措置の報告書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成18年度放射線管理状況報告書（許可届出使用者）の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 国際規制物資使用変更届の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査申請書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 PCB ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
産業廃棄物処理委託契

約
産業廃棄物処理委託契約書の締結について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故報告 事故報告書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成１９年上期核燃料物質管理報告書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者棟の教育訓練講習「受講修了証」の発行について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区放射線取扱主任者の代理者の指名及び放射線取扱主任者の代理者選任届の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微等変更届書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査申請書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査事前検査記録について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査申請書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安技術管理者等届出書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者証明書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 その他 優良保安従事者推薦書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査の定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期検査申請書及び定期確認申請書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 事故報告 火災事故の報告について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
産業廃棄物処理委託契

約
産業廃棄物処理委託標準契約書の締結について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査の定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故報告 事故報告書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
産業廃棄物処理委託契

約
産業廃棄物処理委託標準契約書の締結について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者修了書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ばい煙 ばい煙発生施設設置届出書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
産業廃棄物処理委託契

約
産業廃棄物処理委託契約書の締結について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更届書の提出について（冷凍） 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬 火薬類譲受許可申請書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 その他 日頃から環境保全の推進に関しまして、 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 向精神薬 向精神薬製造量等の届出について（通知） 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可について（通知） 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等の変更について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等検査済証 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査証の交付について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 検査通知書 検査通知書 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期確認通知書 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期検査合格証 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期検査合格証 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 受理書 受理書 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等検査済証 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可通知について 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可について（通知） 安全係 20080101 30 20371231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 照会・通知 「サーバ証明書発行・導入における啓発・評価研究プロジェクト」の機関責任者について（回答） ＩＴ室 20070524 30 20371231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 資産賃貸借 NIMS Wave株式会社の資産賃貸借（居室）について 知的財産室 20070101 30 20361231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 規程類 材料研究プラットフォーム実施要領の制定について 連携推進室 20070101 30 20361231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同研究 NIMSマッチングファンドのよる共同研究に係る実施要領の改正について 連携推進室 20070101 30 20361231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 覚書 ＮＩＭＳベンチャー企業との覚書に係る有効期間の変更について（回答） 連携推進室 20070101 30 20361231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 覚書 ＮＩＭＳベンチャー企業との覚書に係る有効期間の変更について（回答） 連携推進室 20070101 30 20361231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 覚書 ＮＩＭＳベンチャー企業との覚書に係る有効期間の変更について（回答） 連携推進室 20070101 30 20361231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 覚書 ＮＩＭＳベンチャー企業との覚書に係る有効期間の変更について（回答） 連携推進室 20070101 30 20361231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他 外部利用設備等指定内容の変更について 連携推進室 20070101 30 20361231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 資産賃貸借 NIMS Wave株式会社の資産賃貸借（居室）について 連携推進室 20070101 30 20361231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 覚書 NIMSベンチャー企業との覚書の締結について 連携推進室 20070101 30 20361231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＮＩＭＳベンチャー ＮＩＭＳベンチャー企業認定機関変更申請について 技術展開係 20070101 30 20361231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 企業認定期間 NIMSベンチャー企業認定期間変更申請について 技術展開係 20070101 30 20361231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＮＩＭＳベンチャー NIMSベンチャー企業認定期間変更申請について 技術展開係 20070101 30 20361231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＮＩＭＳベンチャー NIMSベンチャー企業認定期間変更申請について 技術展開係 20070101 30 20361231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 認定申請 NIMSベンチャー企業認定申請書 知的財産チーム 20070101 30 20361231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施許諾
実施許諾承認申請について（回答）

「Ni-BASED SINGLE CRYSTAL SUPER ALLOY etc.」
研究連携室 20070101 30 20360228 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 実施許諾承認申請について（回答） 研究連携室 20070101 30 20360321 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 覚書 覚書（特許の予約）の締結について 研究連携室 20070101 30 20360207 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾
「タンタル酸リチウム単結晶、およびその光素子、およびその製造方法」に係る実施契約の解約に

ついて
研究連携室 20070101 30 20360320 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 「特願２００４－１９５８３８」に係る実施契約の解約について 研究連携室 20070101 30 20360320 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特願昭 「特願２００４－３６１８６７」に係る実施契約の解約について 研究連携室 20070101 30 20360320 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「水の検知装置」
研究連携室 20070101 30 20360117 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「合成ガス製造触媒及びその製造方法、並びに合成ガス製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360116 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「六方晶ダイヤモンドの合成法」
研究連携室 20070101 30 20360217 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「電解析出物の作成装置」
研究連携室 20070101 30 20360313 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「銅－亜鉛合金粉末の作成方法」
研究連携室 20070101 30 20360313 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「窒化ケイ素質焼結体およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360125 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「窒化ケイ素質焼結体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360125 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「多元化合物作製装置」
研究連携室 20070101 30 20360120 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「フェライト系耐熱鋼」
研究連携室 20070101 30 20360120 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「フェライト系耐熱鋼」
研究連携室 20070101 30 20360120 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「溶接疲労強度を向上させる溶接方法」
研究連携室 20070101 30 20360201 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「C60-C70混合細線とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360127 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 寄付／研究助成

寄付/研究助成の申込について

内容「電子・光ﾃﾞﾊﾞｲｽ創製に向けた有機/無機複合ﾎﾟﾘﾏｰの探索研究に対する寄付および助成」

※物質研　樋口昌芳

研究連携室 20070101 30 20360106 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 寄付／研究助成
寄付/研究助成の申込について

※材料研　微少造形ｸﾞﾙｰﾌﾟ　後藤真宏
研究連携室 20070101 30 20360106 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 寄付／研究助成

寄付/研究助成の申込について

内容「高耐食性金属材料の局部腐食評価に関する基礎研究」

※腐食研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ　篠原正

研究連携室 20070101 30 20360106 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「金属ナノワイヤーの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360120 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「キチン誘導体ーリン酸カルシウム複合体繊維とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360201 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証

特許証の送達について

「インバー合金材のＣｕｂｅ集合組織の抑制制御とその方法により得られるインバー合金薄板並び

にシャドーマスク材」

研究連携室 20070101 30 20360131 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「粒子の被膜方法および装置」
研究連携室 20070101 30 20360131 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「全反射蛍光Ｘ線分析法およびその装置」
研究連携室 20070101 30 20360131 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「六ホウ化希土類単結晶の育成法」
研究連携室 20070101 30 20360201 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「光集積回路の作成方法」
研究連携室 20070101 30 20360320 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「有機分子の固定化方法とマイクロ・ナノ物品」
研究連携室 20070101 30 20360224 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書

拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「カドミウム内含硫化亜鉛カドミウムナノケーブルおよび硫化亜鉛カドミウムナノチューブの製造

方法」

研究連携室 20070101 30 20360314 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「消耗電極式ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞｱｰｸ溶接方法とその装置」
研究連携室 20070101 30 20360201 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「水中での有機塩素化合物除去用光触媒」
研究連携室 20070101 30 20360202 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「ﾁﾀﾝ酸繊維の製造法」
研究連携室 20070101 30 20360201 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴うて手続補正書及び意見書の提出について

「配向性基板を用いた酸化物超伝導膜及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360315 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書及び意見書の提出について

「超微細ﾌｪﾗｲﾄ組織鋼」
研究連携室 20070101 30 20360320 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書及び意見書の提出について

「整列イオンビームアシスト成膜法」
研究連携室 20070101 30 20360316 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ＭｇＢ２超電導材料の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360207 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ＭｇＢ２超電導材料の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360207 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「巨大磁気抵抗効果を有する擬３元系金属間化合物とこの化合物を使用した磁気センサー」
研究連携室 20070101 30 20360209 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「NB3Sn超電導線材」
研究連携室 20070101 30 20360206 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「溶接方法」
研究連携室 20070101 30 20360206 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書およに意見書の提出について

「酸化銅薄膜の成膜方法」
研究連携室 20070101 30 20360313 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「酸化亜鉛光触媒薄膜の処理方法」
研究連携室 20070101 30 20360401 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「シート状銀構造物の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360401 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書

拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「窒化ホウ素前駆物質の形成方法と窒化ホウ素前駆物質を利用した窒化ホウ素ナノチューブの製造

方法」

研究連携室 20070101 30 20360331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「酸化物超電導線材の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360208 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証

特許証の送達について

「コロイド単結晶作製容器、この容器を用いたコロイド結晶の単結晶化方法、及び乾燥コロイド結

晶作製方法」

研究連携室 20070101 30 20360207 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「アルミニウム含有耐摩耗鋳鉄」
研究連携室 20070101 30 20360207 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「六ﾌｯ化二ｹｲ素の合成法」(特許第2664048号)
研究連携室 20070101 30 20360210 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「酸窒化物蛍光体」
研究連携室 20070101 30 20360410 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「サイアロン蛍光体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360410 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書および上申書および手続補足書の提出について

「インジウム系複合酸化物可視光応答性光触媒とそれを用いた有害化学物質分解除去法」
研究連携室 20070101 30 20360410 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書

拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「ペブロスカイト型系複合酸化物可視光応答性光触媒とそれを用いた水素の製造方法及び有害化学

物質分解除去法」

研究連携室 20070101 30 20360407 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「アルミナ粒子分散複合材料の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360407 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定に伴う＿＿の提出について

「CNxナノ組成物とBNCxナノ組成物ならびにそれらの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360407 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「酸化物超電導材の製造方法及び酸化物超電導材」
研究連携室 20070101 30 20360331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「透過電子顕微鏡の軸調整方法およびその装置」
研究連携室 20070101 30 20360220 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「基材にナノメートルオーダーの加工をする方法とその装置」
研究連携室 20070101 30 20360331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「物質の光応答を測定する方法およびその装置」
研究連携室 20070101 30 20360417 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書及び意見書の提出について

「サブミクロン粒子の平均粒径の高精度決定方法とこの方法を実現する装置」
研究連携室 20070101 30 20360419 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「珪素-セレン化亜鉛接合ナノワイヤーの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360420 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「珪素－硫化亜鉛複合ナノワイヤーとその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360424 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定に伴う審判請求書の提出について

「フラーレンシェルチューブとその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360323 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う___＿の提出について

「透光性超微粒ダイヤモンド焼結体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360323 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う___＿の提出について

「高硬度超微粒ダイヤモンド複合焼結体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360323 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ゼオライト自立膜の合成方法」
研究連携室 20070101 30 20360308 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「金属ホウ酸塩ナノワイヤーの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360308 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「磁性流体シール回転軸受け」
研究連携室 20070101 30 20360316 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「超伝導ホウ素化合物ＭｇＢ２の合成方法」
研究連携室 20070101 30 20360307 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「定比組成ﾆｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ、ﾀﾝﾀﾙ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶の製造方法および装置
研究連携室 20070101 30 20360307 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「高分子複合材料成形体及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360310 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定に伴う審判請求書の提出について

「非熱的結晶回復法および微細加工方法」
研究連携室 20070101 30 20360330 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う___＿の提出について

「Ｎｉ基単結晶超合金」
研究連携室 20070101 30 20360330 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補足書および意見書の提出について

「酸化亜鉛薄膜の低圧低温気相合成方法」
研究連携室 20070101 30 20360425 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「低変態温度溶接材料を使用するアーク溶接方法」
研究連携室 20070101 30 20360410 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補足書および意見書の提出について

「活性化ポリリンゴ酸誘導体と高分子架橋体」
研究連携室 20070101 30 20360425 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書及び意見書の提出について

「ポリリンゴ酸共重合体の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360418 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書・意見書および手続補足書の提出について

「ポーラスメンブレン孔内のナノ構造体とその作製方法」
研究連携室 20070101 30 20360501 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「合金メッキ方法と合金成形品の成形方法」
研究連携室 20070101 30 20360316 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「非磁性高強度材料の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360316 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補足書および意見書の提出について

「溶接継手強度を向上させる溶接材料」
研究連携室 20070101 30 20360501 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「透過電子顕微鏡の高精度な軸調整方法及びその装置」
研究連携室 20070101 30 20360428 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「生体適合性複合体」
研究連携室 20070101 30 20360426 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「乳酸系複合体及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360426 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「溶接材料および溶接継手の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360508 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証

特許証の送達について

「多孔質酸化物超薄膜および該超薄膜をシェル、ポリマーをコアとするコア・シェル粒子と該コ

ア・シェル粒子から誘導されてなる多孔質中空酸化物シェル構造体およびこれらの製造方法」

研究連携室 20070101 30 20360316 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「ナノ樹木状構造物とその作製方法」
研究連携室 20070101 30 20360515 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「ジルコニア系超塑性セラミックス」
研究連携室 20070101 30 20360511 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ｎ型半導体ダイヤモンド及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360324 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「Ni基単結晶合金」
研究連携室 20070101 30 20360403 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続き補正書および意見書の提出について

「多孔質セラミックスインプラント材料およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360508 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続き補正書および意見書の提出について

「多孔質セラミックス材料およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360508 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「酸化物近赤外線発光素子とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360425 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「TiB粒子強化Ti2AlNb金属間化合物基複合材料とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360414 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「MgB2超伝導体の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360417 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う___＿の提出について

「Ni基単結晶超合金」
研究連携室 20070101 30 20360531 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書及び補正書の提出について

「Nb3Al化合物系超電導線およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360531 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う___＿の提出について

「超微細粒フェライト組織鋼の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360615 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「高クロムフェライト耐熱鋼」
研究連携室 20070101 30 20360421 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ホーランダイト型光触媒による有機塩素化合物の高速分解除去方法」
研究連携室 20070101 30 20360502 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ガラス材料中に誘起された構造変化のその場診断法」
研究連携室 20070101 30 20360425 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「複合生体材料」
研究連携室 20070101 30 20360425 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「MgB2超伝導線材の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360529 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「溶接方法」
研究連携室 20070101 30 20360414 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書

拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「インジウムバリウム複合酸化物可視光応答性光触媒の創製とそれを用いた水素の製造方法及び有

害化学物質分解方法」

研究連携室 20070101 30 20360524 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「基体上に形成されたチタニア系結晶体からなる光触媒の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360517 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「散乱体がランダムに分布した光学材料とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360529 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「高アスペクト比プローブ」
研究連携室 20070101 30 20360424 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「長繊維フラーレン細線及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360515 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う_手続補正書および意見書の提出について

「触媒作用を有する塩化物と収束電子線を用いる微細構造物の製造方法とその装置」
研究連携室 20070101 30 20360526 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う___＿の提出について

「固体中の欠陥測定方法および欠陥測定装置」
研究連携室 20070101 30 20360608 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「超微細組織鋼とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360411 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続き補正書および意見書の提出について

「Nb3Al化合物系超電導線およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360526 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「希土類元素を付活させた酸窒化物蛍光体」
研究連携室 20070101 30 20360411 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「ﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｰﾌﾞ二夜微小部品・微小構造物の作成方法」
研究連携室 20070101 30 20360411 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「金属微細粉末の製造」
研究連携室 20070101 30 20360411 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「金属微粒子ｺﾛｲﾄﾞ溶液、導電性ﾍﾟｰｽﾄ材料、導電ｲﾝｸ材料とそれらの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360411 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「結晶配向膜製造装置と結晶配向膜製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360413 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「結晶配向膜製造装置とその成膜方法」
研究連携室 20070101 30 20360413 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「NbとAl共晶合金の複合化方法」
研究連携室 20070101 30 20360424 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証

特許証の送達について

「電界電子放出特性を利する自己造形的表面形状を有するｓｐ３結合性窒化ホウ素薄膜とその製造

方法及びその用途」

研究連携室 20070101 30 20360427 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う___＿の提出について

「Ｎｉ基単結晶超合金」
研究連携室 20070101 30 20360315 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「炭素細線及び炭素細線の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360315 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「水素貯蔵合金粉末の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360523 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「酸窒化物粉末およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360113 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状

委任状の発行について

「電界電子放出特性を利する自己造形的表面形状を有するｓｐ３結合性窒化ホウ素薄膜とその製造

方法及びその用途」

研究連携室 20070101 30 20360113 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「発光素子及び照明器具」
研究連携室 20070101 30 20360113 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「リチウムイオン伝導性無機固体電解質の製造方法及び該電解質を用いたリチウム電池」
研究連携室 20070101 30 20360117 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「ﾁｯﾌﾟの使用方法及び検査ﾁｯﾌﾟ」
研究連携室 20070101 30 20360120 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「ｸﾛﾑ基合金とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360111 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「蛍光体とその製造方法および発光器具」
研究連携室 20070101 30 20360206 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「炭素多孔体、炭素多孔体を製造する方法、吸着剤および生体分子素子」
研究連携室 20070101 30 20360201 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継

権利の承継、産業財産権出願等通知書の提出及び特許出願について

「A material which detects moisture and temperature with color change in the solid state and

method of its preparation」

研究連携室 20070101 30 20360120 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定に伴う手続補正書（審判請求理由補充書）の提出について

「金属焼結体の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360123 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願に関する名義変更について

「Ni基一方向凝固合金の製造方法
研究連携室 20070101 30 20360127 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「耐水性粘土高分子複合体及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360202 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「ﾋﾞｽﾏｽ・ｴﾙﾋﾞｳﾑ・ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ酸化物固溶体からなる酸化物ｲｵﾝ伝導材料およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360126 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 同意書
同意書の発行について

「ﾋﾄ成長ﾎﾙﾓﾝの徐放性微粒子製剤およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360131 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「結晶成長に伴い発生する対流の抑制方法とその装置」
研究連携室 20070101 30 20360201 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書
手続補正書の提出について

「高強度・高延性ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ合金及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360126 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「可視光応答型酸化チタン-活性炭複合系光触媒及びその製造法」
研究連携室 20070101 30 20360202 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「Vertical parallel processor」
研究連携室 20070101 30 20360127 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定に伴う手続補正書（審判請求理由補充書および内容補正書）の提出について「ﾀﾞﾗｲ粉の固

化成形方法」
研究連携室 20070101 30 20360130 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「溶接ﾜｲﾔ」
研究連携室 20070101 30 20360210 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「溶接ﾜｲﾔ」
研究連携室 20070101 30 20360210 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「ｼﾞﾙｺﾆｱ-炭化水素ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ膜」
研究連携室 20070101 30 20360201 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「光の回折方法および回折装置、これらに用いる回折格子、ならびに位置ｴﾝｺｰﾀﾞ装置」
研究連携室 20070101 30 20360213 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360214 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360214 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「有機分子の注入方法とその装置」
研究連携室 20070101 30 20360214 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「光エネルギーを利用した環境浄化装置」
研究連携室 20070101 30 20360207 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について

「黒鉛を原料とするｱﾐﾉ酸の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360207 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「ｾﾙﾌﾋﾟｱｽﾘﾍﾞｯﾄの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360220 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「ｾﾙﾌﾋﾟｱｽﾘﾍﾞｯﾄの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360220 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「ｾﾙﾌﾋﾟｱｽﾘﾍﾞｯﾄおよびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360220 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「ﾗｲﾌﾞﾗﾘ分析方法及びﾗｲﾌﾞﾗﾘ分析装置」
研究連携室 20070101 30 20360220 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

[物質担持フラーレンチューブとその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360214 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分割合証明書の発行について

「発光ﾃﾞﾊﾞｲｽ」
研究連携室 20070101 30 20360223 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分割合証明書の発行について

「発光ﾃﾞﾊﾞｲｽ及び照明装置」
研究連携室 20070101 30 20360223 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書
手続補正書の提出について

「光ヒューズおよび光ヒューズ作製用部品」
研究連携室 20070101 30 20360208 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「薄片状珪酸塩粉末の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360203 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ半導体整流素子」
研究連携室 20070101 30 20360207 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「ﾅﾉｻｲｽﾞ粉体の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360201 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「超微細粒組織鋼からなる高強度成形品及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360228 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「生体分子固定化用三脚型機能性界面分子及びそれを用いた遺伝子検出デバイス」
研究連携室 20070101 30 20360228 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許出願に関する寄託の委任状発行について 研究連携室 20070101 30 20360306 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「ＴｉＯ2スパッタコーティング膜の作製方法」
研究連携室 20070101 30 20360224 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「無機結晶の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360302 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「層状ｹｲ酸塩複合体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360221 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「可視光応答型複合酸化物光触媒」
研究連携室 20070101 30 20360222 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「蛍光体とその製造方法および発光器具」
研究連携室 20070101 30 20360224 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「炭化珪素ﾅﾉﾜｲﾔｰの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360224 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ酸ｲﾝｼﾞｳﾑｻﾌﾞﾐｸﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360224 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「二酸化ﾁﾀﾝを製造する方法」
研究連携室 20070101 30 20360228 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「電磁波共振器とその製造方法、および電磁波の共振方法」
研究連携室 20070101 30 20360224 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「光学分析用ﾁｯﾌﾟとその製造方法、光学分析用装置、および光学分析方法」
研究連携室 20070101 30 20360224 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
研究試料提供契約について

「PLGAｺﾗｰｹﾞﾝ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ・ﾒｯｼｭの骨再生における有用性の検討」
研究連携室 20070101 30 20360314 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ超微粉及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360213 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「複合銅微粉及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360213 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について

「発光ﾃﾞﾊﾞｲｽ及び照明装置」
研究連携室 20070101 30 20360313 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について

「発光ﾃﾞﾊﾞｲｽ」
研究連携室 20070101 30 20360313 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書

持分割合証明書の発行について

「水中に含まれる有機ハロゲン化合物除去用の光触媒および水中に含まれる有機ハロゲン化合物の

除去方法」

研究連携室 20070101 30 20360313 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「酸化亜鉛基積層構造体及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360313 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「材料試験片及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360306 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「耐圧室付き試験機とこれを使用した試験方法」
研究連携室 20070101 30 20360306 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「新規なﾃﾞﾊﾞｲｽ」
研究連携室 20070101 30 20360127 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「混紡型高分子ﾌｧｲﾊﾞｰとその不織布並びにそれらの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360116 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継

研究助成金の領収書について

「溝ﾛｰﾙ加工の難加工材への適応」

金2,000,000円也

研究連携室 20070101 30 20360313 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「強誘電体単結晶に形成された分極反転領域を固定化する方法、および、それを用いた光学素子」
研究連携室 20070101 30 20360317 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「セラミックス内包型クローズドセル構造金属を有する機能性複合材料とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360214 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「高速高精度の海塩粒子発生装置」
研究連携室 20070101 30 20360214 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権

産業財産権等出願通知書の提出及び国内優先権主張出願について

「種々の形態のナノ／ミクロ構造の金属酸化物、それらの誘導体及びコンポジット構造体でコート

されたキャピラリーと、その製造方法」

研究連携室 20070101 30 20360313 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 手続補正書
手続補正書の提出について

「炭化水素の水蒸気改質用触媒」
研究連携室 20070101 30 20360313 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、知的財産権出願等通知書の提出及び特許出願について

「ﾅﾉ超薄膜誘電体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360213 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「非調質高強度ﾏｲｸﾛねじの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360313 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願に関する名義変更について

「酸化物分散鋼とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360322 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360322 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願に関する名義変更について

「溶接性に優れた鋼製厚肉材料とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360322 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、代理人への委任状提出及び特許出願につい

て

「X線集束素子及びX線利用機器」

研究連携室 20070101 30 20360221 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「Ni基超合金」
研究連携室 20070101 30 20360320 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について

「環境雰囲気制御による材料試験方法」
研究連携室 20070101 30 20360320 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権持分移転登録について

「酸化物超伝導体の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360320 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＰＣＴ出願
ＰＣＴ出願国内段階移行手続依頼書の発行について

「ﾚﾝｽﾞ用材料、光学電子部品及び光学電子装置」
研究連携室 20070101 30 20360327 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「炭化物単結晶とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360324 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「医療用生分解性マグネシウム材」
研究連携室 20070101 30 20360320 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「Ni基超合金とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「絶緑膜用材料およびその成膜方法」
研究連携室 20070101 30 20360401 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「蛍光体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360320 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「蛍光体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360320 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360405 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、持分割合証明書の発行、代理人への委任状

提出及び特許出願について

「ｼﾘｺﾝ結晶析出方法及びｼﾘｺﾝ結晶材料」

研究連携室 20070101 30 20360220 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、持分割合証明書の発行、代理人への委任状

提出及び特許出願について

「ｼﾘｺﾝﾅﾉ結晶材料の製造方法及び核製造方法で製造されたｼﾘｺﾝﾅﾉ結晶材料」

研究連携室 20070101 30 20360220 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分譲渡
持分譲渡による「持分契約書」の発行について

「ｹﾞﾙ固定化ｺﾛｲﾄﾞ結晶の作製方法」
研究連携室 20070101 30 20360413 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について

「ｹﾞﾙ固定化ｺﾛｲﾄﾞ結晶の作製方法」
研究連携室 20070101 30 20360413 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡
特許を受ける権利の譲渡及びそれに伴う委任状の発行について

「喘息治療剤」
研究連携室 20070101 30 20360413 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「コバルトフリーのＮｉ基超合金」
研究連携室 20070101 30 20360324 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「耐熱部材」
研究連携室 20070101 30 20360328 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「プラズマプロセス装置」
研究連携室 20070101 30 20360208 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、代理人への委任状提出及び特許出願につい

て

「可視光での光触媒を発現する薄片状窒素ドープ型酸化チタン」

研究連携室 20070101 30 20360310 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「制御された外壁寸法を有する窒化ホウ素ナノチューブ及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360320 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「非晶質金属複合材とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360313 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「高硬度ガラス組成物」
研究連携室 20070101 30 20360324 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について

「三次元培養装置を用いた細胞集塊の大量形成法」
研究連携室 20070101 30 20360331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「医療機器の生物学的評価方法」
研究連携室 20070101 30 20360310 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「光学素子及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360303 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、持分契約書の締結、委任状の提出及び特許

出願について

「キチン誘導体複合材料及び医療用材料」

研究連携室 20070101 30 20360307 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、委任状の提出及び特許出願について

「キチン誘導体複合材料及び医療用材料」
研究連携室 20070101 30 20360314 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「複合ﾌｨﾙﾑとその製造

方法」
研究連携室 20070101 30 20360227 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「窒化ホウ素ナノ

チューブ分散液及びその製造方法並びに窒化ホウ素ナノチューブの精製方法」
研究連携室 20070101 30 20360301 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「ポリエーテルエステ

ルアミド系エラストマー樹脂組成物およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360301 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「耐熱樹脂組成物およ

びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360301 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「機械的特性に優れた

耐熱樹脂組成物およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360214 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「耐熱樹脂組成物およ

びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360214 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「耐熱性、機械特性を

向上させた樹脂組成物および製造法」
研究連携室 20070101 30 20360210 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「強化樹脂組成物およ

びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360210 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「耐熱性、寸法安定性

に優れた樹脂組成物およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360127 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「機械特性に優れた耐

熱樹脂組成物およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360127 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「強化フェノキシ樹脂

系組成物およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360127 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「熱安定性に優れたポ

リエーテルスルホン系樹脂組成物及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360127 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「立体規則性ポリアク

リロニトリル系樹脂組成物およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360126 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「耐熱性樹脂組成物お

よびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360126 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「熱伝導性樹脂組成

物」
研究連携室 20070101 30 20351130 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「ポリカーボネート系

樹脂組成体およびその製造法」
研究連携室 20070101 30 20351130 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「芳香族ポリアミドに

より被服された窒化ホウ素ナノチューブ」
研究連携室 20070101 30 20351130 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「樹脂組成物およびそ

の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20351129 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「樹脂組成物およびそ

の成形体」
研究連携室 20070101 30 20351129 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「窒化ホウ素ナノ

チューブ含有ポリマー分散液」
研究連携室 20070101 30 20351118 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「芳香族ポリアミド成

形体およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20351118 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「透明耐熱樹脂組成物

およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360324 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「蛍光体とその利用」 研究連携室 20070101 30 20360202 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「ハイブリッド溶接ワイヤ」
研究連携室 20070101 30 20360602 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について

「蛍光体と蛍光体を用いた発光器具」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「セラミックス製歯科用修復物及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360320 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、知的財産権出願等通知書の提出及び特許出願について及び特許出願

について「形質転換細胞集団の作成方法」
研究連携室 20070101 30 20360314 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「複合窒化物または複合酸窒化物セラミックス合成用前駆体およびそれを使用した複合窒化物また

は複合酸窒化物セラミックスの製造方法」

研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「電磁波共振の共振方法、およびこれに用いる電磁波共振器とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「加工熱処理再現試験装置」
研究連携室 20070101 30 20360411 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「さび安定度測定装置」
研究連携室 20070101 30 20360414 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「TMS138系合金」
研究連携室 20070101 30 20360414 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「高強度・高導電率銅合金板材」
研究連携室 20070101 30 20360414 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「半導体層形成用基板」
研究連携室 20070101 30 20360418 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「炭化ケイ素焼結体の製造技術」
研究連携室 20070101 30 20360419 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「白色LEDに関する蛍光体」
研究連携室 20070101 30 20360424 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「NbSn超電導線材」
研究連携室 20070101 30 20360424 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書

特許権等実施状況報告書の提出について

1.「ﾎﾛｸﾞﾗﾑ用鉄添加SLN」

2.「SHGﾃﾞﾊﾞｲｽ」

研究連携室 20070101 30 20360414 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「多孔体ｾﾗﾐｯｸｽ」
研究連携室 20070101 30 20360509 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「TMS196系合金」
研究連携室 20070101 30 20360414 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「ﾎﾛｸﾞﾗﾑ用鉄添加SLN」
研究連携室 20070101 30 20360508 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書

特許権等実施状況報告書の提出について

1.「ﾎﾛｸﾞﾗﾑ用鉄添加SLN」

2.「ｱﾙｶﾘ金属及びAgのﾋﾞｽﾏｽ複合酸化物可視光応答性光触媒とそれを用いた有害化学物質分解除去

研究連携室 20070101 30 20360509 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「六方晶ダイヤモンド粉末の合成法」
研究連携室 20070101 30 20360501 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続き補正書および意見書の提出について

「リン酸カルシウム系多孔質焼結体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360607 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「配向性基板を用いた酸化物超伝導膜及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360607 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「個々の粒子がナノサイズに分離したセリア粉末の製造法」
研究連携室 20070101 30 20360530 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「水溶液中の砒素除去処理方法及び水溶液中の砒素除去システム」
研究連携室 20070101 30 20360519 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「アルミニウム低減化耐熱鋼の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360523 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「層状化合物ナノシートの層状再構築凝集体およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360523 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「磁気クロマトグラフィー装置」
研究連携室 20070101 30 20360523 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「パルス式磁束計」
研究連携室 20070101 30 20360523 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「微小物３次元アセンブル装置」
研究連携室 20070101 30 20360523 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「溶接割れを抑制する補強溶接方法」
研究連携室 20070101 30 20360522 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「導電材用高強度銅合金の製造技術」
研究連携室 20070101 30 20360613 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書

特許権等実施状況報告書の提出について

1.「高圧型加熱装置」

2.「磁性流体の製造法」

研究連携室 20070101 30 20360512 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定

拒絶査定に伴う審判請求書の提出及び手続補正書(審判理由補充書およびないよう補正)の提出につ

いて

「超微細フェライト組織鋼」

研究連携室 20070101 30 20360609 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定に伴う＿＿の提出について

「酸化亜鉛光触媒薄膜の処理方法」
研究連携室 20070101 30 20360725 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「酸化物材料」
研究連携室 20070101 30 20360710 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「温度感知素子とその製造方法ならびにナノ温度計」
研究連携室 20070101 30 20360620 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「ルテニウムペロブスカイトの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360718 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「ナノ針状セリア粉末の製造法」
研究連携室 20070101 30 20360713 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「マンガン酸ナノシートおよびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360718 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について

「中空状ホウ酸アルミニウムの単結晶ウイスカーとその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360704 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「垂直磁気異方性を有するFePt磁性薄膜とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360627 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「近接場光学顕微鏡及びそれを用いた偏光評価方法」
研究連携室 20070101 30 20360714 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「ナノテクノロジーによる情報記録再生方法」
研究連携室 20070101 30 20360518 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「大ひずみの均一導入加工方法」
研究連携室 20070101 30 20360524 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定に伴う＿＿の提出について

「整列イオンビームアシスト成膜法」
研究連携室 20070101 30 20360524 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「Ni基超合金、その製造方法およびガスタービン部品」
研究連携室 20070101 30 20360524 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「大型高品質酸化物単結晶育成方法」
研究連携室 20070101 30 20360519 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「ゲートならびにＣＭＯＳ構造およびＭＯＳ構造」
研究連携室 20070101 30 20360519 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「層状スズ酸化物とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360710 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「サイアロン蛍光体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360721 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書

拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「カドミウム内含硫化亜鉛カドミウムナノケーブルおよび硫化亜鉛カドミウムナノチューブとそれ

らの製造方法」

研究連携室 20070101 30 20360724 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「P含有超微細粒鋼とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360621 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「S含有高強度微細粒鋼とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360621 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「透光性超微粒ダイヤモンド焼結体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360621 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶査定に伴う＿＿の提出について

「MX型炭窒化物析出強化型耐熱鋼の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360713 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「微小サイズの温度感知素子を用いる温度計測方法」
研究連携室 20070101 30 20360731 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「フラーレンウィスカーの加圧焼結体及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360801 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「ＭｇＢ２超伝導膜状体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360731 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「高感度磁場センサー」
研究連携室 20070101 30 20360731 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「細胞培養方法とその装置」
研究連携室 20070101 30 20360602 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「貴金属基非平衡合金の表面改質法」
研究連携室 20070101 30 20360602 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「超微粒子製造装置」
研究連携室 20070101 30 20360602 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書

拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「炭化ケイ素－二酸化ケイ素－炭素共軸ナノケーブルとその製造方法ならびに炭化ケイ素ナノロッ

ドとカーボンナノチューブが接合したナノチェーンとその製造方法」

研究連携室 20070101 30 20360605 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「深紫外線センサー」
研究連携室 20070101 30 20360605 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「微細薄片状酸化ﾁﾀﾝの製造技術」
研究連携室 20070101 30 20360612 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書

特許権等実施状況報告書の提出について

1.「高密度炭化ケイ素焼結体の製造技術」

2.「高純度・多結晶型立方晶窒化ホウ素の製造技術」

研究連携室 20070101 30 20360612 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書

特許権等実施状況報告書の提出について

1.「ﾁﾀﾝ酸繊維の製造法（溶融法）」

2.「磁性流体の製造法」

研究連携室 20070101 30 20360612 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う出願取下書の提出について

「窒化マグネシウム前駆物質を用いた酸化マグネシウムナノベルトの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360627 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「ポーラスメンブレン孔内のナノ構造体の作製方法」
研究連携室 20070101 30 20360801 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書、手続補足書の提出について

「深紫外線固体発光素子」
研究連携室 20070101 30 20360807 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「ＭｇＯ単結晶基板の熱処理方法」
研究連携室 20070101 30 20360807 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「高純度超微粒子立方晶窒化ホウ素焼結体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360807 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定に伴う＿＿の提出について

「有機分子の固定化方法とマイクロ・ナノ物品」
研究連携室 20070101 30 20360718 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「X線反射率測定装置およびX線反射率測定方法」
研究連携室 20070101 30 20360612 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「セラミックス多孔体の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360619 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「塗膜の耐食性評価方法」
研究連携室 20070101 30 20360619 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「シート状銀構造物の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360619 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「均一磁気力発生磁石」
研究連携室 20070101 30 20360619 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「溶接材料および溶接継手の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360619 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定に伴う＿＿の提出について

「多孔質セラミックス材料およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書の提出について

「スピネル型窒化ゲルマニウムの分離、精製法」
研究連携室 20070101 30 20360719 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書の提出について

「固体状窒素を内含する窒化ホウ素ナノ粒子とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360627 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「マルチグレーティングを有する波長変換素子およびそれを用いた光発生装置」
研究連携室 20070101 30 20360808 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「円柱状強誘電体単結晶を有する波長変換素子およびそれを用いた光発生装置」
研究連携室 20070101 30 20360808 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「低反射材料の作製方法」
研究連携室 20070101 30 20360809 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「真空容器内壁表面の改質方法」
研究連携室 20070101 30 20360809 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「Ni3Al合金箔の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360802 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証

特許証の送達について

「水中に含まれる有機ハロゲン化合物除去用の光触媒および水中に含まれる有機ハロゲン化合物の

除去方法」

研究連携室 20070101 30 20360622 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「高強度・高靱性棒材とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360622 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「鋼材の温感圧延方法とその方法により得られる鋼材」
研究連携室 20070101 30 20360622 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定

拒絶査定に伴う＿＿の提出について

「無機層状化合物にレーザー色素を包接して合成した蛍光発光性の層状無機有機複合体およびその

製造法」

研究連携室 20070101 30 20360622 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「NbC添加Fe-Mn-Si系形状記憶合金の加工熱処理」
研究連携室 20070101 30 20360622 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「溶接継手強度を向上させる溶接材料」
研究連携室 20070101 30 20360711 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「ＮｂＣ添加Ｆｅ－Ｍｎ－Ｓｉ系形状記憶合金の加工熱処理方法」
研究連携室 20070101 30 20360711 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「アルミニウム系鋳造合金の凝固結晶組織を制御する方法」
研究連携室 20070101 30 20360816 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書

拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「ペブロスカイト型系複合酸化物可視光応答性光触媒とそれを用いた水素の製造方法及び有害化学

物質分解除去法」

研究連携室 20070101 30 20360807 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「光機能素子用単結晶基板材料の使用方法」
研究連携室 20070101 30 20360807 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「多孔質アルミナを用いた高能率磁気力発生材」
研究連携室 20070101 30 20360807 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「光ヒューズおよび光ヒューズ作製用部品」
研究連携室 20070101 30 20360810 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「高C（炭素）添加超微細鋼とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360821 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「リン酸カルシウム系多孔質焼結体およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360821 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「定比組成二ｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ、ﾀﾝﾀﾙ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶の製造方法および装置」
研究連携室 20070101 30 20360628 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「ﾏﾝｶﾞﾝ基制振合金」
研究連携室 20070101 30 20360628 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「ﾅﾉｲﾝﾃﾞﾝﾃｰｼｮﾝ用超微小硬さ基準片」
研究連携室 20070101 30 20360628 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「コバルトのナノワイヤーを包含した窒化ホウ素ナノチューブとその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360802 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う_＿の提出について

「金属モリブデンナノ粒子が内含されている窒化ホウ素ナノチューブとその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360725 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書および宣誓陳述書の提出について

「酸化ガリウムを触媒とする窒化ホウ素ナノチューブの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360810 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について

「配向性多層ナノチューブの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360828 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「窒化ホウ素ナノチューブの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360828 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「ネジまたはタッピングネジ」
研究連携室 20070101 30 20360821 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「窒化層を有する超微細粒綱」
研究連携室 20070101 30 20360821 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「酸化亜鉛ナノベルトとその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360821 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「光ポンピング核スピン偏極装置」
研究連携室 20070101 30 20360821 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書の提出について

「β－アルミナまたはβ”－アルミナ配向焼結体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360825 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「3C-SiCナノウィスカーの合成方法及び3C-SiCナノウィスカー」
研究連携室 20070101 30 20360825 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「ダイヤモンド状炭素膜の合成方法」
研究連携室 20070101 30 20360825 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定

拒絶査定に伴う審判請求書及び手続補正書(内容補正書)の提出及び持分放棄による出願人名義変更

について

「薄膜素子及びその製造方法」

研究連携室 20070101 30 20360621 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「高硬度超微粒ダイヤモンド複合焼結体の製造法」
研究連携室 20070101 30 20360707 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「消耗電極式ｶﾞｽｼｰﾙﾄﾞｱｰｸ溶接方法とその装置」
研究連携室 20070101 30 20360714 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定に伴う＿＿の提出について

「細胞培養方法とその装置」
研究連携室 20070101 30 20360714 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書の提出について

「炭素鋼及び低合金鋼の溶接後熱処理方法」
研究連携室 20070101 30 20360721 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「酸化物超電導複合材及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360721 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「仮想タービン計算法」
研究連携室 20070101 30 20360721 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「ドライエッチング方法」
研究連携室 20070101 30 20360721 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「ニオブ酸リチウム単結晶」
研究連携室 20070101 30 20360721 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「Ｎｉ基単結晶超合金」
研究連携室 20070101 30 20360728 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「イオン注入による特性探索方法」
研究連携室 20070101 30 20360728 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書

拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「耐熱鋼のクリープ損傷の自己修復方法と自己修復法を有した強析出型オーステナイトステンレス

系耐熱鋼。」

研究連携室 20070101 30 20360728 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う＿＿の提出について

「高強度強析出型オーステナイトステンレス系耐熱鋼」
研究連携室 20070101 30 20360728 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う意見書および宣誓書の提出について

「水素吸蔵用材料としての窒化ホウ素（BN）ナノチューブとその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360905 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
拒絶理由通知書に伴う手続補正書および意見書・宣誓書の提出について

「水素吸蔵用窒化ホウ素ナノチューブの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360828 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「Ni基単結晶超合金、その製造方法およびガスタービン部品」
研究連携室 20070101 30 20360728 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「実環境ｼﾐｭﾚｰﾄ大気腐食試験装置」
研究連携室 20070101 30 20360726 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「アルミニウム含有制振鋳鉄」
研究連携室 20070101 30 20360821 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「旧オーステナイト粒界を組織に持つ鋼の結晶粒界測定法」
研究連携室 20070101 30 20360824 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「レーザ溶接方法」
研究連携室 20070101 30 20360811 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「磁気プローブ」
研究連携室 20070101 30 20360816 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「酸化物超電導材料(Bi系超電導線)の製造技術」
研究連携室 20070101 30 20360816 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「耐熱・耐ｱﾙｶﾘ性ｱﾙﾐﾉｹｲ酸塩ｶﾞﾗｽの製造法」
研究連携室 20070101 30 20360816 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「定比組成二ｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ、ﾀﾝﾀﾙ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶の製造方法および装置」
研究連携室 20070101 30 20360816 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「リンゴ酸ハイドロゲル」
研究連携室 20070101 30 20360822 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「磁場誘起強磁性珪素化合物」
研究連携室 20070101 30 20360822 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「固体中の欠陥測定方法および欠陥測定装置」
研究連携室 20070101 30 20360824 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「基体上に形成されたチタニア系結晶体からなる光触媒の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360830 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「電子セラミックスデバイス」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証

特許証の送達について

「炭化ケイ素－二酸化ケイ素－炭素共軸ナノケーブルとその製造方法ならびに炭化ケイ素ナノロッ

ドとカーボンナノチューブが接合したナノチェーンとその製造方法」

研究連携室 20070101 30 20360828 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「二酸化珪素ナノワイヤーの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360828 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「X線回折顕微鏡装置およびX線回折顕微鏡装置によるX線回折測定方法」
研究連携室 20070101 30 20360901 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「光集積回路の作製方法」
研究連携室 20070101 30 20360828 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ニッケルまたは珪化ニッケルが充填された窒化ホウ素ナノチューブの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360829 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「窒化ホウ素で被覆された炭化珪素ナノワイヤー製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360828 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「窒化ホウ素ナノチューブの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360828 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ZnO単結晶の育成炉と単結晶育成法」
研究連携室 20070101 30 20360901 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「局所ポテンシャル障壁高さのパラメータ依存性測定方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「散乱体がランダムに分布した光学材料」
研究連携室 20070101 30 20360905 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証

特許証の送達について

「インジウムバリウム複合酸化物可視光応答性光触媒の創製とそれを用いた水素の製造方法及び有

害化学物質分解方法」

研究連携室 20070101 30 20360831 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証

特許証の送達について

「窒化ホウ素前駆物質の形成方法と窒化ホウ素前駆物質を利用した窒化ホウ素ナノチューブの製造

方法」

研究連携室 20070101 30 20360829 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「実環境シミュレート大気腐食試験装置」
研究連携室 20070101 30 20360901 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「サブミクロン粒子の平均粒径の高精度決定方法とこの方法を実現する装置」
研究連携室 20070101 30 20360825 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「ﾅﾉｲﾝﾃﾞﾝﾃｰｼｮﾝ用超微小硬さ基準片」
研究連携室 20070101 30 20360829 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「定比組成二ｵﾌﾞ酸ﾘﾁｳﾑ、ﾀﾝﾀﾙ酸ﾘﾁｳﾑ単結晶の製造方法および装置」
研究連携室 20070101 30 20360829 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「Ｖ－Ｎｉ合金の薄板化方法」
研究連携室 20070101 30 20360831 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「酸化銅薄膜の成膜方法」
研究連携室 20070101 30 20360905 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「冷却式高量子効率フォトカソード型電子線源への高量子効率物質の被覆方法」
研究連携室 20070101 30 20360901 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「酸窒化物蛍光体」
研究連携室 20070101 30 20360901 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「窒素原子が結合したカーボンナノチューブの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360831 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「珪素－硫化亜鉛複合ナノワイヤーとその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360831 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「珪素-セレン化亜鉛接合ナノワイヤーの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360831 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ホウ化マグネシウムナノワイヤーの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360831 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「単結晶のチューブ状酸化亜鉛ウィスカーの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360831 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ダライ粉の固化形成方法」
研究連携室 20070101 30 20360901 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「アルミナ粒子分散複合材料の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360905 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ジルコニア系超塑性セラミックス」
研究連携室 20070101 30 20360905 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「電解析出物の作製装置」
研究連携室 20070101 30 20360901 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「銅－亜鉛合金粉末の作製方法」
研究連携室 20070101 30 20360901 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「六方晶ダイヤモンド粉末の合成法。」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ひずみ検出器の取付方法と取付構造」
研究連携室 20070101 30 20360901 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ビスマス系複合酸化物可視光応答性光触媒とそれを用いた有害化学物質分解除去法」
研究連携室 20070101 30 20360905 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「高アスペクト比プローブ」
研究連携室 20070101 30 20360831 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証

特許証の送達について

「アルミニウムが拡散浸透されたイリジウムと白金とからなる合金が被覆されたニッケル基超合

金」

研究連携室 20070101 30 20360830 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ハイドロキシアパタイト複合体およびその製造方法、ならびに、それを用いた医療用材料」
研究連携室 20070101 30 20360830 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

1.「六フッ化二ケイ素の合成法」
研究連携室 20070101 30 20360830 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「耐水性粘土高分子複合体及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「シート状銀構造物の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「Ni基単結晶合金」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「フラーレンシェルチューブとその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「黄色みを帯びた発光をする発光材料とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「酸化亜鉛薄膜の低圧低温気相合成方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「Mox-ZnO複合酸化亜鉛系光触媒とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「シリコンナノワイヤーの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「個体状窒素を内含する窒化ホウ素ナノ粒子とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「蛍光体と蛍光体を用いた発光器具」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「超微細粒フェライト組織鋼の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「生体吸収性複合成形物、生体吸収性材料およびそれらの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「高密度リチウムアルミニウム酸化物とその合成方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「高Crフェライト系耐熱鋼」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「インデンテーション」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「溶接疲労強度を向上させる溶接方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「サブミクロンサイズの窒化ホウ素球状粒子の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ルテニウムペロブスカイトの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ナノ針状セリア粒子の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「n型伝導性酸化亜鉛上への低接触抵抗電極の形成法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「極低リンステンレス鋼の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「マグネシウム基板上に配列した酸化ホウ素ナノワイヤーとその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「透光性超微粒ダイヤモンド焼結体の製造法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「多孔質セラミックスインプラント材料およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権実施報告書について

「特願2000-228903号等を利用した半導体層形成用基板」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「溶接材料および溶接継手の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「高強度機械構造用鍋とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「溶接方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「フラーレンウィスカーの加圧焼結体及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ポーラスメンブレン孔内のナノ構造体の作製方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「酸化物材料」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「球状超伝導体及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「窒化ホウ素ナノチューブとその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「昜焼結性ナノ球状セリア系化合物粉末の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書について

「特許第3400740号等にかかる発明を実施した多孔体セラミックス」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実績報告書
実施報告書について

「白色LEDに関する蛍光体」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実績報告書
実施報告書について

「磁性流体の製造法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

「高強度・高導電性銅合金」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

「導電材用高強度銅合金の製造技術」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「真空容器内壁表面の改質方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「酸化亜鉛光触媒薄膜の表面処理方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「スピネル型窒化ゲルマニウムの分離、精製法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「酸化膜ストレス緩和方法及びその方法を用いた酸化膜構成体」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「中空状のホウ酸アルミニウムの単結晶ウイスカーとその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実績報告書
実施報告書について

「保型容器およびそれを用いたコロイド結晶ゲルの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「フェライト系耐熱材料の損傷評価方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「配向性基板を用いた酸化物超伝導膜の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「X線管のターゲット及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証

特許証の送達について

「アルカリ金属及びAgのビスマス複合酸化物可視光応答性光触媒とそれを用いた有害化学物質分解

除去方法」

研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「光ヒューズおよび光ヒューズ作製用部品」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「溶接方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書

特許権等実施状況報告書の提出について

「鉄添加ニオブ酸リチウム単結晶およびその熱処理方法および当該単結晶を含むホログラム応用素

子」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施状況報告書の提出について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「極低リンステンレス鋼とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「金属インジウムが内含されている単結晶酸化インジウムナノチューブとその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「リン化インジウムナノワイヤーとナノチューブの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書

特許権等実施状況報告書の提出について

「ナノスケール微小硬度測定装置」 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書

特許権等実施状況報告書の提出について

「ナノインデンテーション用・超微小硬さ基準片の試作(継続)」 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書

特許権等実施状況報告書の提出について

「高強度・高導電性銅合金」 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「超微細フェライト組織鋼」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「セラミックス多孔体の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「MgB2超伝導線材の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「リン酸カルシウム系多孔質焼結体およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「熱電変換材料用硫化ランタン焼結体およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「耐熱性ダイヤモンド複合焼結体とその製造法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「薄膜素子」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「塗膜の耐食性評価方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「窓材料と波長変換素子材料とが最適化された波長変換装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「ルテニウム酸ランタンの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「酸化ガリウムを触媒とする窒化ホウ素ナノチューブの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「高純度超微粒子立方晶窒化ホウ素焼結体の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「イリジウム－ハフニウム破覆ニッケル基超合金」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「ドライエッチング方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「窒素含有酸化亜鉛粉末およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証

特許証の発送について

「ペロブスカイト型複合酸化物可視光応答性光触媒とそれを用いた水素の製造方法及び有害化学物

質分解方法」

研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「コヒーレントフォノンによる光の変調方法およびフォノンモジュレータ」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「水素吸蔵用窒化ホウ素ナノチューブの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「金属イオンの分離法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「ナノファイバー状ホウ酸の集合体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「SQUID磁気センサーおよびSQUID磁気センサーの作製方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「酸化マグネシウムナノベルトとその複合体ならびにそれらの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「高周波熱プラズマ流の均質化方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「窒化ガリウムナノチューブの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「窒化ホウ素ナノチューブの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「配向性多層ナノチューブの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「酸化亜鉛ナノベルトの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更
出願人名義変更による委任状、譲渡証書及び持分契約書の発行について

「β型ｻｲｱﾛﾝ蛍光体」
研究連携室 20070101 30 20360420 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「消磁方法とこの方法を実施する消磁装置 」
研究連携室 20070101 30 20360407 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、知的財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「酸化タンタルナノメッシュとその合成方法並びにその用途  」
研究連携室 20070101 30 20360414 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願にかかる翻訳文提出について

「ﾏｲｸﾛﾁｬﾝﾈﾙの内部を、金属酸化物、それらの誘導体及びｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ構造体でｺｰﾄする方法」
研究連携室 20070101 30 20360421 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について

「色素組成物及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360407 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定に伴う手続補正書（審判請求理由補充書および内容補正書）の提出について

「ﾌﾗｰﾚﾝｼｪﾙﾁｭｰﾌﾞとその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360424 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「ﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ単体から形成された長尺ﾌｧｲﾊﾞとその作製方法および作製装置 」
研究連携室 20070101 30 20360425 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「希土類元素がﾄﾞｰﾌﾟされた二酸化ﾁﾀﾝ粒子及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360509 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「ﾅﾉ構造体及びその製造方法 」
研究連携室 20070101 30 20360427 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「酸化ｾﾘｳﾑﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ及びその製造方法 」
研究連携室 20070101 30 20360425 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「電子顕微鏡 」
研究連携室 20070101 30 20360428 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「Ｔｉ－Ｎｉ－Ｃｕ三元系形状記憶合金とその製造法」
研究連携室 20070101 30 20360517 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「ﾌﾗｰﾚﾝﾅﾉﾜｲﾔ､その製造方法、及び、それを用いた素子 」
研究連携室 20070101 30 20360428 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「未定」
研究連携室 20070101 30 20360508 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について

「温間制御圧延装置」
研究連携室 20070101 30 20360501 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「電子顕微鏡 」
研究連携室 20070101 30 20360502 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「ﾅﾉｷﾞｬｯﾌﾟｱﾚｲﾁｯﾌﾟを用いる生体高分子の高速診断方法」
研究連携室 20070101 30 20360407 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「合金微粒子ｺﾛｲﾄﾞの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360425 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「多孔質ｾﾗﾐｯｸｽ材料の製造方法と多孔質ｾﾗﾐｯｸｽ材料」
研究連携室 20070101 30 20360510 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書 持分証明書の発行について 研究連携室 20070101 30 20360512 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「フラクタル構造体、フラクタル構造集合体およびそれらの製造方法ならびに用途」
研究連携室 20070101 30 20360518 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「高耐歪みＮｂ3Ａ１超伝導線材とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「Ｎｂ3Ａ１超伝導線材とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「薬物の徐放性微粒子製剤およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「有益元素の高精度拡散・注入に適用される金属皮膜形成方法」
研究連携室 20070101 30 20360512 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「擬微小重力環境下での骨髄細胞を用いた三次元軟骨組織構築方法」
研究連携室 20070101 30 20360522 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「強化樹脂組成物およ

びその製造法」
研究連携室 20070101 30 20360428 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「絶緑膜材料、この絶

緑膜材料を用いた製膜方法および絶緑膜」
研究連携室 20070101 30 20360427 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「キトサンーリン酸カルシウム複合体およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360523 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「骨再生誘導材料」
研究連携室 20070101 30 20360523 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「多層薄膜及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360522 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「金属板材の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360512 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継

権利の承継及び特許出願について

「フッ化物強誘電体単結晶における負の分極面を有する領域をエッチングする方法、および、それ

を用いてフッ化物強誘電体単結晶の分極状態を判定する方法」

研究連携室 20070101 30 20360519 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「蛍光発光ガラス及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360519 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「微小な規則的パターンの配列の乱れ検出・測定法」
研究連携室 20070101 30 20360525 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「β型サイアロン蛍光体」
研究連携室 20070101 30 20360510 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「炭酸カルシウム・ゼオライト系化合物複合体とその製造方法およびそれを用いた物品」
研究連携室 20070101 30 20360523 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＰＣＴ出願
ＰＣＴ出願における日本国移行に関する委任状及び持分契約書の提出について｢発光デバイス及び

照明装置」
研究連携室 20070101 30 20360530 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「光による分子の注入方法及び光による材料加工方法並びにそれらの装置」
研究連携室 20070101 30 20360526 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360531 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360615 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360531 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「保型容器およびそれを用いたコロイド結晶ゲルの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360502 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継

権利の承継及び特許出願について

「結晶性ＺｎＯ系透明導電薄膜の成膜方法、結晶性ＺｎＯ系透明導電薄膜及びフィルム、並びに抵

抗膜式タッチパネル」

研究連携室 20070101 30 20360516 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「結晶性二酸化チタン薄膜の成膜方法及び光触媒薄膜」
研究連携室 20070101 30 20360516 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「結晶性ＩＴＯ薄膜の製膜方法、結晶性ＩＴＯ薄膜及びフィルム、並びに抵抗膜式タッチパネル」
研究連携室 20070101 30 20360516 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「結晶性薄膜の成膜方法」
研究連携室 20070101 30 20360516 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「結晶性薄膜の成膜方法」
研究連携室 20070101 30 20360516 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権持分移転登録について（特許第３２５５９５８号） 研究連携室 20070101 30 20360613 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権持分移転登録について（特許第３２７６３９０号） 研究連携室 20070101 30 20360613 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権持分移転登録について（特許第３４１２１８９号） 研究連携室 20070101 30 20360613 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権持分移転登録について（特許第３６０３２３０号） 研究連携室 20070101 30 20360613 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ＰＣＴ出願
ＰＣＴ出願における日本国移行に関する委任状及び持分契約書の提出について｢酸窒化物蛍光体及

びデバイス」
研究連携室 20070101 30 20360530 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願(韓国)に関する名義変更について

(出願番号２０００－０００８１８８)
研究連携室 20070101 30 20360605 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「ＩＶ族半導体ナノ細線の製造方法並びに構造制御方法」
研究連携室 20070101 30 20360601 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「高強力Ｔｉ-Ni-Cu形状記憶合金とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360602 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について「蛍光体とその製造

法」
研究連携室 20070101 30 20360524 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「蛍光体とその利用」
研究連携室 20070101 30 20360524 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「無機結晶の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360619 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「絶縁膜用材料およびその製膜方法」
研究連携室 20070101 30 20360406 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「電子線励起蛍光発光素子」
研究連携室 20070101 30 20360410 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360608 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「薬物含有接着性生体内分解吸収性医用材料を用いた局所投与型化学療法」
研究連携室 20070101 30 20360609 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分譲渡
持分譲渡による譲渡証書および委任状の提出について

「蛍光体と蛍光体を用いた発光器具」
研究連携室 20070101 30 20360704 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分譲渡
持分譲渡による譲渡証書の提出について

「複合窒化物蛍光体の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360704 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他 鉄鋼材料熱履歴データベースの譲渡について（依頼） 研究連携室 20070101 30 20360626 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「β型サイアロン蛍光体」
研究連携室 20070101 30 20360623 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書
手続補正書の提出について

「半導体結晶成長用炭化物単結晶基板
研究連携室 20070101 30 20360614 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「強固に付着した洞メッキ安定化材を有するＮｂ－Ａ１系超伝導線材トソノ製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360524 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「先端に金属ナノドットを持つ半導体ナノ細線を用いた高分解能カンチレバーの作製」
研究連携室 20070101 30 20360616 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願、職務発明認定書および出願審査請求の提出について

「塗膜と金属界面の濡れ性の測定方法」
研究連携室 20070101 30 20360619 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360524 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願、職務発明認定書および出願審査請求の提出について

「ｾﾗﾐｯｸｽ多孔体」
研究連携室 20070101 30 20360619 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「擬微小重力培養における細胞足場材料を用いた軟骨組織構築方法」
研究連携室 20070101 30 20360615 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について

「レーザー発振用組成物とレーザー発振デバイス並びにその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360613 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について「可視光応答性複合酸

化物半導体からなる光触媒」
研究連携室 20070101 30 20360704 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権持分移転登録について

「高強度高信頼性窒化ケイ素質燒結体およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360712 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権持分移転登録について

「β型窒化ケイ素燒結体およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360703 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権持分移転登録について

「窒化ケイ素原料粉末の高純度化処理方法および窒化ケイ素粉末」
研究連携室 20070101 30 20360712 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権持分移転登録について

「高信頼性窒化ケイ素焼結体およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360712 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権持分移転登録について

「β型窒化ケイ素燒結体およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360712 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「光ナノスイッチ」
研究連携室 20070101 30 20360623 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について「超高強度鋼板及びこ

れを用いた自動車用強度部品」
研究連携室 20070101 30 20360517 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について「超高強度鋼板及びこ

れを用いた自動車用強度部品」
研究連携室 20070101 30 20360517 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について「超高強度鋼板及びこ

れを用いた自動車用強度部品」
研究連携室 20070101 30 20360517 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について「抵抗溶接用高張力鋼

板及びその接合方法」
研究連携室 20070101 30 20360517 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について「温感プレス成形高強

度部材及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360517 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について「抵抗溶接用高張力鋼

板及びその接合方法」
研究連携室 20070101 30 20360517 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について「超高強度部材及びそ

の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360517 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「鋼板、鋼板コイル及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360517 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「可視光応答性光触媒」
研究連携室 20070101 30 20360627 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願、職務発明認定書および出願審査請求の提出について

「ＭＸ型炭窒化物析出強化型耐熱鋼」
研究連携室 20070101 30 20360628 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360628 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360628 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書 持分証明書の発行について 研究連携室 20070101 30 20360703 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願及び職務発明認定書の提出について

「薄膜素子およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360621 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書 持分証明書の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「遠紫外高輝度発光する高純度六方晶窒化ホウ素単結晶粉末とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360703 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について

「メタノール水蒸気改質用触媒とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360707 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願及び職務発明認定書の提出について

「光触媒薄膜」
研究連携室 20070101 30 20360703 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、知的財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「固体の移動度を直線的に測定する方法  」
研究連携室 20070101 30 20360622 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「固体ＮＭＲ用ＭASプローブ装置 」
研究連携室 20070101 30 20360703 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「液状フラーレン誘導体、その製造方法、および、それを用いた素子」
研究連携室 20070101 30 20360705 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「六方晶窒化ホウ素結晶体を製造する方法」
研究連携室 20070101 30 20360630 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「ナノワイヤを使った神経細胞網の再生方法及び装置」
研究連携室 20070101 30 20360630 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「セラミックス製成形体の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360512 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行及び譲渡契約書の提出について 研究連携室 20070101 30 20360727 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「ガラスプレス用モールドの作製方法」
研究連携室 20070101 30 20360707 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「形状記憶合金薄膜アクチュエータの設計技法」
研究連携室 20070101 30 20360711 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「超高安定度磁場発生超伝導マグネット」
研究連携室 20070101 30 20360711 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360721 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について

「半導体装置とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360712 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「配向性セラミックスの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360802 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分放棄
共有者の持ち分放棄による譲渡手続きについて

｢ｶﾗｰﾎｲｰﾙの形成方法」
研究連携室 20070101 30 20360802 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権

国内優先権主張出願について

「ニッケルフリー高窒素ステンレス鋼、並びにこれを用いた生体用又は医療用のインプラント等、

装身具等及び厨房用器具等」

研究連携室 20070101 30 20360719 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360725 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360726 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「窒化ガリウム等のⅢ族窒化物の成膜方法」
研究連携室 20070101 30 20360802 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願、職務発明認定書および出願審査請求の提出について

「硫化亜鉛カドミウムナノケーブルとその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360724 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について

「チップの使用方法及び検査チップ」
研究連携室 20070101 30 20360726 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「硬質粒子打ち込みによる金属部材への元素拡散・注入方法」
研究連携室 20070101 30 20360721 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について「有機酸又はこれらの

誘導体の活性エステル体の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360627 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 出願人名義変更による委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360727 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更
出願人名義変更による委任状の発行について

研究連携室 20070101 30 20360727 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分契約 持分契約書の発行について 研究連携室 20070101 30 20360802 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約、持分契約証明書及び特許出願について 研究連携室 20070101 30 20360710 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「」
研究連携室 20070101 30 20360821 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「」
研究連携室 20070101 30 20360810 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「快削性ステンレス鋼及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360731 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「素子基板とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360801 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国出願に係る特許共同出願覚書の締結及び持分証明書の発行について 研究連携室 20070101 30 20360804 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び産業財産権出願等通知書の提出について

「全固体リチウム電池」
研究連携室 20070101 30 20360630 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「酸化亜鉛発光体と発光素子」
研究連携室 20070101 30 20360811 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願、職務発明認定書および出願審査請求の提出について

「磁気力発生材」
研究連携室 20070101 30 20360804 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「集積化バイオチップ微細硫路内での遺伝子前処理方法」
研究連携室 20070101 30 20360804 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「マグネシウム合金展伸財とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360803 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「半導体製造装置」
研究連携室 20070101 30 20360808 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「絶縁膜材料、この絶縁膜材料を用いた成膜方法および絶縁膜」
研究連携室 20070101 30 20360811 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 交付申請書 特許審査着手見通し時期照会用パスワード交付申請書について 研究連携室 20070101 30 20360825 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「強磁場磁石装置」
研究連携室 20070101 30 20360810 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360815 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「蛍光体及び発光装置」
研究連携室 20070101 30 20360825 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360815 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、持分割合証明書の提出及び特許出願につい

て

「ナノロッドの磁場配向方法と配向固定化方法」

研究連携室 20070101 30 20360707 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許

外国特許出願について

「混合層珪酸塩及びその製造方法並びに混合層珪酸塩からなる有機無機複合体及び高分子複合材

料」

研究連携室 20070101 30 20360824 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「ダイヤモンド紫外光センサー」
研究連携室 20070101 30 20360728 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約、持分契約証明書及び特許出願について 研究連携室 20070101 30 20360725 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「アルミナ多孔質構造体の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360810 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「人工角膜」
研究連携室 20070101 30 20360811 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について

「蛍光体の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360816 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360821 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「熱可塑性樹脂複合組成物及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360601 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「樹脂複合組成物及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360601 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「耐熱性に優れた樹脂組成物およびその製造法」
研究連携室 20070101 30 20360601 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約、持分契約証明書及び特許出願について 研究連携室 20070101 30 20360612 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20360821 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「NMRにおける磁場揺動除去方法」
研究連携室 20070101 30 20360817 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「高温耐熱性に優れた耐熱部材」
研究連携室 20070101 30 20360818 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について

「蛍光体及び発光装置」
研究連携室 20070101 30 20360810 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「蛍光体の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360821 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「無機化合物の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360821 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「高密度のAIN-SiC-MeB複合焼結体を製造する方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について

「多孔質弾性複合材料の製造方法および多孔質弾性複合材料」
研究連携室 20070101 30 20360822 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について

「一方性多孔質複合体の製造方法および一方性多孔質複合体」
研究連携室 20070101 30 20360822 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願、職務発明認定書および出願審査請求の提出について

「発光素子および照明器具」
研究連携室 20070101 30 20360822 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、共同出願契約及び特許出願について

「熱延鋼板の製造方法および製造装置
研究連携室 20070101 30 20360616 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約、委任状、持分契約証明書及び特許出願について 研究連携室 20070101 30 20360622 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について

「無水・高温下に作動可能なプロトン導電性燃料電池用膜、及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360824 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約、委任状、持分契約証明書及び特許出願について 研究連携室 20070101 30 20360605 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約、委任状、持分契約証明書及び特許出願について 研究連携室 20070101 30 20360612 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 確認書
確認書及び委任状の発行について

（出願番号：１９９９－００３６４０７）
研究連携室 20070101 30 20360825 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 確認書
確認書及び委任状の発行について

（出願番号：２０００－０００８１８８）
研究連携室 20070101 30 20360825 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「高延性Ｆe-Mn-A1系形状記憶・制震合金」
研究連携室 20070101 30 20360825 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について 研究連携室 20070101 30 20360825 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継

権利の承継及び特許出願について

「窒化インジウム（ＩｎＮ）あるいは高インジウム組成を有する窒化インジウムガリウム（ＩｎＧ

ａＮ）エピタキシャル薄膜の形成方法」

研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「SQUID顕微鏡」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願及び産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「垂直・水平プロセッサー」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 専用実施権
専用実施権設定登録申請及び設定契約証書の提出について

「高強度・高導電性銅合金の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20360831 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 専用実施権
専用実施権設定登録申請及び設定契約証書の提出について

「高強度・高導電率銅合金板材」
研究連携室 20070101 30 20360831 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「耐震合金」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分割合証明書の発行について

「溶接方法」
研究連携室 20070101 30 20360906 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「金属酸化物触媒」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について

「MgB２超伝導体とその線材並びにそれらの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「サーメット皮膜形成方法とそれにより得られたサーメット被覆部材」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「MgB２超伝導線材及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「マグネシウム合金及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「Ni基単結晶超合金とその製造法並びにこれを用いたタービン耐熱部品」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「金属イオン含有合成層状珪酸塩の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「高分子複合材料の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「ポリ乳酸複合材料」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「フラーレン細線の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「炭化チタン、又は、炭化チタンと炭素の混合物の前駆体及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明認定書および持分割合証明書の発行について

「自己組織化したアパタイト／コラーゲン複合体を含むアパタイト／コラーゲン架橋多孔体及びそ

の製造方法」

研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分割合証明書の発行について

「リン酸カルシウム系多孔質焼結体およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「有機無機複合体の製造方法及び有機無機複合体並びに高分子複合材料」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「光半導体素子封止用樹脂組成物およびそれを用いて得られる光半導体装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について

「金属イオン含有合成層状珪酸塩の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願、共同出願契約書の締結及び代理人への委任状提出について

「マグネシウム、珪素、スズからなる金属間化合物の焼結体およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明

権利の承継及び特許出願について

「光損傷性を改善したニオブ酸リチウム単結晶またはタンタル酸リチウム単結晶、および、それを

用いた光学素子」

研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「電子線発生装置とレーザー光の陰極先端部への照射方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「SQUID顕微鏡」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「真空蒸着装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願、持分契約書及び代理人への委任状提出について

「蛍光体の製造方法、蛍光体、半導体発光装置および画像表示装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分割合証明書の発行について

「生体用セラミックス多孔質部材」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、及び特許出願について

「フィルム状炭素材料の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について

「薬物含有徐放性微粒子、その製造法、及びそれを含有する製剤」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、持分証明書の発行及び特許出願について

「可逆光応答素子並びにそれをもちいた撮像装置及び並列アナログ演算装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、持分証明書の発行及び特許出願について

「光透過フィルタ並びにそれを用いた画像出力装置及び並列アナログ演算装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「固体素子型自己保持リレー」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、代理人への委任状提出及び特許出願につい

て

「全固体二次電池」

研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状

委任状の発行について

「α型サイアロン及びα型サイアロン蛍光体並びにその製造方法」 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分証明書の発行について

「ドライエッチング方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願、職務発明認定書および出願審査請求の提出について

「単結晶粒子が配向された構造体の製造方法における配向角度の制御方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について

「高強力Ti-Ni-Cu形状記憶合金とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、代理人への委任状提出及び特許出願につい

て

「蛍光体の製造方法および蛍光体、ならびに半導体発光装置」

研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状

委任状の発行について

「MgB₂超伝導線材の製造方法」 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状

委任状の発行について

「高強度・高導電率Cu-Ag合金細線とその製造方法」 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「耐熱部材」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「ディスプロジウムホウ炭化窒化物とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願について

「HVOF溶射装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について

「徐放製材およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分放棄証明書
持分放棄による持分放棄証明書について

「宇宙相好エネルギー変換システム」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証
譲渡証の発行について

「蛍光体と蛍光体を用いた発光器具」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約、持分契約証明書及び特許出願について

「骨伝導能を有する徐放性粒子及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「炭化ケイ素ナノ構造物とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について

「蛍光体」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「多孔質体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「黄色系色素組成物及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分証明書の発行について

「フィルム状炭素材料の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について

「」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状

委任状の発行について

「蛍光体とその製造方法および発光器具」 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状

委任状の発行について

「蛍光体とその製造方法および発光器具」 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「リチウムイオン伝導性無機固体電解質の製造方法及び該電解質を用いたリチウム電池」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状

委任状の発行について

「延性および靱性に優れた高強度鋼とその製造方法」 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状

委任状の発行について

「生体用セラミックス多孔質部材」 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について

「蛍光体およびその利用」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分割合証明書の発行について

「曲面を構成する多孔質セラミック体の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「金属被覆型有機結晶の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「金属微粒子コロイド溶液、導電ペースト材料、導電性インク材料とそれらの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願および出願審査請求の提出について

「半導体基板とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について

「バイオセンサー構成体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について

「押し込み曲線の作成方法および硬さ試験方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「ｺｱ･ｼｪﾙ構造体、中空ｼｪﾙ構造体、および、それらの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 証明書及び委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「ダイヤモンド半導体整流素子」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願および委任状の発行について

「酸化物超電導線材およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「ﾏｲｸﾛﾋﾟﾗｰｱﾚｲ素子の製造方法と製造装置並びにﾏｲｸﾘﾋﾟﾗｰｱﾚｲ素子」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「TmxHoy L iLn(1-x-y) F4単結晶」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「ナノ構造体及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「電圧印加下における電子分光測定装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「A fabrication method for line arrays or crossbar structures」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「MgB2超伝導線材の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「分極反転領域を形成する方法、その装置およびそれを用いたデバイス」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「蛍光体とその製造方法および発光器具」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「蛍光体とその製造方法および発光器具」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について

「光触媒薄膜」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「半導体層形成用基板とそれを利用した半導体装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「二ホウ化マグネシウム超伝導体の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「温間圧延装置及び温間圧延方法並びに温間・冷間連続加工装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「生分解性マグネシウム材」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「フラーレン細線の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「生分解性マグネシウム材」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「マグネシウム系材料とその表面処理方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、知的・産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願につて

「複合材料とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「幹部と枝上部を持ったヘテロナノワイヤー構造物とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「無機酸化物又は無機水酸化物の粉末化法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願につて

「複合架橋体」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「イオンﾋﾞｰﾑ発生方法とそれを実施する為のイオンﾋﾞｰﾑ発生装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について

「材料試験装置と材料試験片」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び知的財産権出願等通知書の提出について

「磁性人工超格子とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継及び特許出願について

「偏極ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ発生方法とその実施に使用する偏極ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ発生装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行につて 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について

「光半導体素子封止用樹脂組成物およびそれを用いて得られる光半導体装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状

委任状の発行について

「α型サイアロン粉末及びその製造方法」 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「金属触媒及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継

権利の承継及び特許出願について

「マイクロワイヤ、とそれを製造するための製造用デバイス並びこのデバイスを用いたマイクロワ

イヤの製造方法」

研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「形状記憶部材と超弾性部材」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願に関する名義変更及び委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願に関する名義変更及び委任状の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「ウオームスプレー用粒子及びウオームスプレー法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「PtTi系高温形状記憶合金」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約及び特許出願について

「プレキャストコンクリート部材の接合構造」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提

出について

「走査型プローグ顕微鏡及びその探針相対位置測定方法」

研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「押し込み曲線の作成方法および硬さ試験方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について 研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「立向姿勢溶接方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「温間加工用鋼、その鋼を用いた温間加工方法、およびそれにより得られる鋼材ならびに鋼部品」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願および委任状の発行について

「マグネシウム系生分解性金属材料」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分証明書、職務発明認定書の発行について

「α型サイアロン粉末及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約及び特許出願について

「生体親和性の高いアパタイト被覆磁性ナノ粒子」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について

「高効率環境浄化用光触媒」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、特許出願及び知的財産権等出願通知書の提

出について

「真空プロセス用装置」

研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「ナノインデンテーション試験の検証方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願、職務発明認定書および出願審査請求の提出について

「蛍光体を用いた照明器具および画像表示装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について

「アルファサイアロン蛍光体粉末製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について

「分極反転領域を形成する方法およびそれを用いたデバイス」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分譲渡
持分譲渡による出願人名義変更について

「CNTの配向・パターニング固化複合体とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分割合証明書の発行について

「ヒト成長ホルモンの徐放性微粒子製剤およびその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許権出願について

「アルミン酸ストロンチウムよりなる結晶性ナノ構造物とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許権出願について

「ウォームスプレー法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許権出願について

「微粒子コロイド製造方法とそれを実施するための装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 同意書
同意書の発行について

「微細組織を有する高強度P添加鋼」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、持分割合証明書の発行、知的財産権出願通

知書の提出及び特許出願について

「癒着防止剤」

研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、知的財産権出願通知書の提出及び特許出願について

「誘導体デバイスとその誘導体薄膜の製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願、職務発明認定書および出願審査請求の提出について

「発光素子を用いた照明装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「環状フェニルアゾメチンの製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継

権利の承継及び特許出願について

「ビス（ターピリジン）化合物金属集積体とそのハイブリッドポリマー及びこのハイブリッドポリ

マーを用いたエレクトロクロミック装置並びにビス（ターピリジン）化合物金属集積体の合成方

研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「ホイスラー合金とそれを用いたTMR素子又はGMR素子」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「非対称型ビス（ターピリジン）化合物の合成方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「スペーサー導入型ビス（ターピリジン）化合物の合成法法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「ビス（ターピリジン）化合物の合成方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について（平成18年度適用）

「BNナノチューブ／ポリマーナノコンポジット開発に関する研究」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について（平成17年度適用）

「BNナノチューブ／ポリマーナノコンポジット開発に関する研究」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許

外国特許出願について

「カーボンナノチューブ、これを備えた基板及び電子放出素子、カーボンナノチューブ合成用基

板、及びそれらの製造方法並びに製造装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「光触媒塗布膜の製造方法及び光触媒部材」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について

「アシル化された窒化ホウ素ナノチューブ及びその分散液並びに該窒化ホウ素ナノチューブの製造

方法」

研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について

「耐熱性樹脂複合組織及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約及び特許出願について

「衝撃力緩衝装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「耐熱性樹脂複合組織及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「炭素系複合組成物およびそれからなる成形体」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約、委任状及び特許出願について

「発光デバイス及び照明装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の継承及び特許出願について

「樹脂複合組成物及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の継承及び特許出願について

「耐熱樹脂複合組成物及びその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の継承及び特許出願について

「半導体ドーピング方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の継承及び特許出願について

「半導体装置、磁性半導体装置および量子情報処理装置」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権
産業財産権等出願通知書の提出について

「電磁波共振器とその製造方法、および電磁波の共振方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、特許出願、職務発明認定書および持分割合証明書の発行について

「高温制御マンガン基合金とその製造方法」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の継承及び特許出願について

「ネスト型変調器」
研究連携室 20070101 30 20361231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

規程類
「独立行政法人物質・材料研究機構ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンターの内部組織を

定める達」を廃止する達（案）について
業務部門 20070401 30 20380331 紙 国際ナノテクノロジーネットワーク拠点運営室

国際ナノテクノロジー

ネットワーク拠点運営

室

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

規程類 「独立行政法人物質・材料研究機構運営委員会の設置に関する達」を廃止する達（案）について 業務部門 20070401 30 20380331 紙 国際ナノテクノロジーネットワーク拠点運営室

国際ナノテクノロジー

ネットワーク拠点運営

室

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

規程類
「独立行政法人物質・材料研究機構ナノテクノロジー・材料分野戦略検討チームの設置について」

を廃止する達（案）について
業務部門 20070401 30 20380331 紙 国際ナノテクノロジーネットワーク拠点運営室

国際ナノテクノロジー

ネットワーク拠点運営

室

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

規程類 NIMSナノテクノロジー拠点運営委員会の設置に関する達の制定について 運営室 20070629 30 20370629 紙 国際ナノテクノロジーネットワーク拠点運営室

国際ナノテクノロジー

ネットワーク拠点運営

室

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

規程類 NIMSナノテクノロジー拠点課題選定委員会の設置に関する達の制定について 運営室 20070629 30 20370629 紙 国際ナノテクノロジーネットワーク拠点運営室

国際ナノテクノロジー

ネットワーク拠点運営

室

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

規程類 NIMSナノテクノロジー拠点スポンサーシッププログラムの制定について 運営室 20070629 30 20370629 紙 国際ナノテクノロジーネットワーク拠点運営室

国際ナノテクノロジー

ネットワーク拠点運営

室

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

規程類
独立行政法人物質・材料研究機構ナノネット国内外交流事業委員会の設置に関する達の制定につい

て
運営室 20070629 30 20370629 紙 国際ナノテクノロジーネットワーク拠点運営室

国際ナノテクノロジー

ネットワーク拠点運営

室

廃棄

総務部門 総務室 法令等 著作権法の一部を改正する法律について（通知） 法規係 20070201 30 20371231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の一部改正について 法規係 20070215 30 20371231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の一部改正について 法規係 20070326 30 20371231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 役員報酬規程等の一部改正について 法規係 20070427 30 20371231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の一部改正について 法規係 20070620 30 20371231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 定年制職員給与規程等の変更届出について 法規係 20070629 30 20371231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 任期制職員給与規程の変更届出について 法規係 20070723 30 20371231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 法人文書の開示請求に関する意見について（照会） 総務・文書係 20070806 30 20371231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の一部改正について 法規係 20070928 30 20371231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 法人文書開示決定通知について 契約課 20071101 30 20371231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 法人文書の開示の実施方法等の申出について 契約課 20071121 30 20371231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 定年制職員給与規程等の変更届出について 法規係 20071207 30 20371231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成１９年本施起案文書原簿 総務・文書係 20080101 30 20371231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成１９年本受起案文書原簿 総務・文書係 20080101 30 20371231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 ユニット長達（平成19年） 法規係 20080101 30 20371231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成19年規程類の制定及び改正① 法規係 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成19年規程類の制定及び改正② 法規係 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成19年理事会議資料 法規係 20080101 30 20371231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成19年幹事会資料 法規係 20080101 30 20371231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 発令 セクションヘッドの指名について（発令） 桜地区業務室 20070101 30 20361231 紙 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 発令 セクションヘッドの指名について（発令） 桜地区業務室 20080101 30 20371231 紙 総務室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１９任免①） 人事係 20070101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１９任免②） 人事係 20070101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１９年度職員採用関係（事務職①） 人事係 20070101 30 20361231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１９年度職員採用関係（事務職②） 人事係 20070101 30 20361231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１９任免①） 人事係 20070101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（１９任免②） 人事係 20070101 30 20351231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１９年度職員採用関係（事務職①） 人事係 20070101 30 20361231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１９年度職員採用関係（事務職②） 人事係 20070101 30 20361231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１９年度任免① 人事係 20080101 30 20371231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成１９年度任免② 人事係 20080101 30 20371231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 任期制職員人事異動について（平成１９年１０月～） 人事係 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

平成２０年度

秘書室 会議
拡大役員

連絡会議
拡大役員連絡会議資料　平成20年度 秘書室 20090401 30 20390331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 会議 役員連絡会議 役員連絡会議資料　平成20年度　① 秘書室 20090401 30 20390331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 会議 役員連絡会議 役員連絡会議資料　平成20年度　② 秘書室 20090401 30 20390331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 ＪＥＴＲＡＳ登録 ＪＥＴＲＡＳ(貿易管理オープンネットワークシステム)登録の申請書届出書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 ｢物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式｣の改正について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 ｢物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式｣の改正について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価
独立行政法人物質・材料研究機構　第７期事業年度

（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）
評価室 20090101 30 20381231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成１９年度における業務の実績報告書の提出について 評価室 20090101 30 20381231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成１９年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知） 評価室 20090101 30 20381231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成１９年度に係る入札・契約の適正化に係る追加評価の結果について（通知） 評価室 20090101 30 20381231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構中期計画の変更による認可申請について 戦略室 20090101 30 20381231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構平成２０年度計画の策定及び届出について 戦略室 20090101 30 20371231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構の中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可について 戦略室 20090101 30 20381231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構の達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）について 戦略室 20090101 30 20381231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成２０年度年度計画 企画調整室 20090101 30 20381231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 採用審査 平成20年度採用審査資料 人材開発室 20080401 30 20380331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院協定 連係大学院協定 人材開発室 20090101 30 20391231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 競争契約に伴う技術審査要領について 審査係 20081001 30 20381231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 地域建設業経営強化融資制度について(送付) 審査係 20081010 30 20381231 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 審査 有資格業者の指名停止について(送付) 審査係 20081226 30 20381231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 20本施30年 補助金担当 20090101 30 20381231 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 20連携（契）（施）30年 補助金担当 20090101 30 20381231 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 経理室 決算
第7期事業年度（平成19年4月1日～平成20年3月31日まで）独立行政法人物質・材料研究機構　財

務諸表に係る理事者確認書の提出について
予算決算係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 第７事業年度　独立行政法人物質・材料研究機構　財務諸表等の監査について 予算決算係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 第７期事業年度　財務諸表等の提出について 予算決算係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 予算 目的積立金承認申請書の提出について 予算決算係 20090401 30 20390331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について 予算決算係 20090401 30 20390331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（同意） 予算決算係 20090401 30 20390331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（通知） 予算決算係 20090401 30 20390331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算 平成１９年度における利益の処理について 予算決算係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算
第８期事業年度（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）独立行政法人物質・材料研

究機構　財務諸表に係る理事者確認書の提出について
予算決算係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２０年度　４月　１／１） 経理係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２０年度　５月　１／１） 経理係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２０年度　６月　１／１） 経理係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２０年度　７月　１／１） 経理係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２０年度　８月　１／１） 経理係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２０年度　９月　１／２） 経理係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２０年度　９月　２／２） 経理係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２０年度　１０月　１／１） 経理係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２０年度　１１月　１／１） 経理係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２０年度　１２月　１／１） 経理係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２０年度　１月　１／１） 経理係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２０年度　２月　１／２） 経理係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２０年度　２月　２／２） 経理係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２０年度　３月　１／２） 経理係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２０年度　３月　２／２） 経理係 20090401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成20年度） 資産係 20090401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 財務 財務諸表（平成20年度） 財務班 20090401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成20年度） 財務班 20090401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（平成20年度） 財務班 20090401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物（マニフェスト）関係書類　（Ｈ２０） 目黒施設維持係 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 地下貯蔵タンク等の漏洩の定期点検関係書類（Ｈ２０） 目黒施設維持係 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ 暖房用ボイラーの定期整備及び性能検査関係書類（Ｈ２０） 目黒施設維持係 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水
並木地区及び千現地区除害施設等維持管理報告書（平成２０年４月～６月分）の結果について（通

知）
並木施設維持第２係 20090401 30 20390331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水
並木地区及び千現地区除害施設等維持管理報告書（平成２０年１月～３月分）の結果について（通

知）
並木施設維持第２係 20090401 30 20390331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水
並木地区及び千現地区除害施設等維持管理報告書（平成２０年４月～６月分）の結果について（通

知）
並木施設維持第２係 20090401 30 20390331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水
並木地区及び千現地区除害施設等維持管理報告書（平成２０年７月～９月分）の結果について（依

頼）
並木施設維持第２係 20090401 30 20390331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水の水質検査結果について（通知） 並木施設維持第２係 20090401 30 20390331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成19年度 千現施設維持第１係 20090101 30 20381231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 ｽｸﾘｭｰ冷凍機及び空冷ﾁﾗｰ点検整備　平成19年度 千現施設維持第１係 20090101 30 20381231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成19年度 千現施設維持第１係 20090101 30 20381231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成19年度 千現施設維持第１係 20090101 30 20381231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建築基準法第１２条第１項の規定に基づく定期調査報告について 施設管理・建設係 20090401 30 20390331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建築基準法第１５条第１項の規定による建築工事届 施設管理・建設係 20090401 30 20390331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 確認申請書（建築物） 施設管理・建設係 20090401 30 20390331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 許可通知書（並木地区　総合研究棟新築） 施設管理・建設係 20090401 30 20390331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線障害予防規程変更届の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区放射線取扱主任者の代理者解任届の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
「放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事者」及び「業務従事者認定証明書兼放射線作業従

事承諾書」の提出について
安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 PCB ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事承諾書(他機関管理従事者用）の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ｶﾞｽ保安統括者届書の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特定高圧ｶﾞｽ取扱主任者届出書の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全係 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 冷凍保安責任者届書及び冷凍保安責任者代理者届書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安技術管理者等届書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特定高圧ｶﾞｽ消費施設等変更届出書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成19年度放射線管理状況報告書(許可届出使用者)の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 選任・指名 独立行政法人物質・材料研究機構安全衛生管理規程に基づく選任・指名通知について（案） 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線障害予防規程変更届の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス施設「保安検査申請書」の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成２０年下期核燃料物資管理報告書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特定高圧ガス消費施設等変更届出書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査申請書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査の定期自主検査報告書(事前検査記録)の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請承諾書兼放射線業務従事者認定証明書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 保安検査証の交付について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ＪＥＴＲＡＳ登録 ＪＥＴＲＡＳ(貿易管理オープンネットワークシステム)登録の申請書届出書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査の定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請承諾書兼放射線業務従事者認定証明書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 規程類 計量管理規定の変更認可申請書の提出jについて 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 「物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式」の制定について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 規程類 計量管理責任者の指名について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 麻薬 「①麻薬年間届出書」及び「②研究同意書」の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線業務従事承諾書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
①「千現地区サイクロトロン施設放射線取扱主任者及び施設管理者の指名及び解除」と②「千現地

区サイクロトロン施設放射線取扱主任者選解任届出の提出」について
安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 ｢物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式｣の改正について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 発電設備 燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備　設置届出書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス「容器所有者登録申請書」の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス施設等変更許可申請書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等)設置届出書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等)設置届出書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 ｢物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式｣の改正について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬 火薬類譲受許可申請書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請について 安全管理室 20090101 30 20381231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 認可・契約 「学術情報ネットワーク：SINET」への加入申請について ＩＴ室 20080325 30 20381231 紙 ＩＴ室 ＩＴ室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 覚書 ＮＩＭＳベンチャー企業との覚書の締結について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他 入会の御案内 知的財産チーム 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 認定申請 ＮＩＭＳベンチャー企業認定申請書 知的財産チーム 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「酸化マグネシウムナノワイヤーおよび酸化マグネシウムナノロッドの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「接合された構成材からパーツを分離回収する方法及び分離容易な継ぎ手構造」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「実環境シミュレート大気腐蝕試験装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「リン酸カルシウム系多孔質焼結体とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「ダイヤモンド－チタンカーバイド複合焼結体の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「ナノ材料作製方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「深紫外線固体発光素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「Ｘ線反射率測定装置およびＸ線反射率測定法法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「遺伝子検出電界効果デバイスおよびこれを用いた遺伝子多型解析方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「インジウム系複合酸化物可視光反応性光触媒とそれを用いた物質の酸化分解方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「Ni3A1相とNi固溶体相とからなる2相合金箔の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「曲面を構成する多孔質セラミック体の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「高強度・高靱性棒材とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「六フッ化二ケイ素の合成法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「高強度・高靱性棒材とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ＹＡＧ微粉末の製造法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「消耗電極式ガスシールドアーク溶接方法とその装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

「Ni基単結晶合金」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「超流動ヘリウム発生装置の制御方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「窒化ホウ素ナノ複合構造物とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「光機能素子の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「微細構造体の作製方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「サイアロン蛍光体の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「サイアロン蛍光体の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書

特許権等実施報告書の提出について

「金属微粒子コロイド溶液、導電性ペースト材料、導電インク材料とそれらの製造方法」に関する

実施状況

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書

特許権等実施報告書

「金属微粒子コロイド溶液、導電性ペースト材料、導電インク材料とそれらの製造方法」に関する

実施状況

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証

特許証の発送について

「ガリウムが内含された単結晶酸化マグネシウムナノチューブとその製造方法ならびにそれを用い

た温度感知素子」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「単結晶α型窒化珪素ナノリボンの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「単結晶酸化亜鉛ナノシートの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「物質の光応答を測定する方法およびその装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「単結晶ホウ酸マグネシウムのナノチューブとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「窒化ホウ素被覆ホウ酸アルミニウムナノケーブルとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「蛍光体とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「硫化亜鉛の還元による亜鉛ナノシートの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「単結晶セレン化亜鉛ナノワイヤーの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「レーザーアブレーション法による単層窒化ホウ素ナノチューブの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「三酸化モリブデンナノベルトの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「温度感知素子とその製造方法ならびにナノ温度計」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「酸化モリブデンナノチューブとその複合体ならびにそれらの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「リソグラフィ用基板被覆構造体」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「微小サイズの温度感知素子を用いる温度計測法法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「ダイヤモンド状炭素膜の合成方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「３C-SiCナノウィスカーの合成方法及び3C-SiCナノウィスカー」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「インクジェット印刷用記録シート及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「自己組織単分子膜をからなるステンシルマスクおよびステンシルマスクを用いる微細加工方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「酸化タングステンナノワイヤーの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「硬組織-軟組織界面再生用足場材料」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「微細フェライト主体組織鋼の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「基板結合型遷移金属触媒、及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「厚肉超微細フェライト組織鋼の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「白色LEDに関する蛍光体」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「Ni-V合金相を有するNi基材の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「ラムスデライト型結晶構造を有するリチウムクロムチタン複合酸化物およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「酸化炭素薄膜および酸化窒化炭素薄膜とこれら酸化炭素系薄膜の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「窒化層を有する超微細粒鋼」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「発光素子及び照明器具」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「生体用β型チタン合金」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「クライオスタット」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「特許平9-55130号　ＮｂＳｎ超電導線材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等の実施報告書の提出について

「特許第3400740号等にかかる発明を実施した多孔体セラミックス」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について　　「高性能窒化鉄磁性流体の製造技術」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実績報告書 実施報告書　「フラクタル構造体」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実績報告書 実施報告書　「特願2000-228903号等を利用した半導体層形成用基板」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実績報告書 実施報告書　「保形容器およびそれを用いたコロイド結晶ゲルの製造方法」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実績報告書
実施報告書　「鉄添加ニオブ酸リチウム単結晶およびその熱処理方法および当該単結晶を含むホロ

グラム応用素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実績報告書 実施報告書　　　　「円柱状強誘電体単結晶またはマルチグレーティングを有する波長変換素子」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実績報告書
実施報告書

「六フッ化二ケイ素の合成法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実績報告書
実施報告書

「対象特許：特許第2931960号他　題名：ホログラム用鉄添加SLN」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実績報告書
実施報告書

「金属微細粉末の製造」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「超微粒子作製装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「特許第3837588号　蛍光体と蛍光体を用いた発光器具」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「炭化ケイ素焼結体の製造技術」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「ホログラム用鉄添加ＳＬＮ」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書

特許権等実施報告書の提出について

「アルカリ金属およびＡｇのビスマス複合酸化物可視光応答性光触媒とそれを用いた有害化学物質

分解除去法」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「汎用ナノスケール計測技術による熱拡散係数広角一点測定法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証

特許証の発送について

「多孔質セラミックスインプラント材料の製造方法及びその方法によって製造される多孔質セラ

ミックスインプラント材料」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「固体ＮＭＲ用ＭＡＳプローブ装置強磁場磁石装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「Ｎｉ基超合金」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「疲労試験による金属材料中の欠陥検査方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「Ｎｂ３Ａｌ超伝導線材の製造方法とその方法により得られるＮｂ３Ａｌ超伝導線材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「角型及びオーバルの孔型ロールを用いた多パス温感制御圧延方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「ホーランダイト型化合物繊維とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出のついて

「血液分析装置及び血液分析方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「酸化物単結晶の製造方法及び装置」他23件
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等の実施報告書の提出について

「特許第2714555号の通常実施権」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「形成品とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「ゲートならびにＣＭＯＳ構造およびＭＯＳ構造」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「金属微粒子コロイド溶液、導電ペースト材料、導電性インク材料とそれらの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「酸化亜鉛単結晶ウェハー」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「特許第2653424号、マイクロプローブによる微小部品・微小構造物の作成方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「超微細組織鋼とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「さび安定度測定装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

「自己伝播高温合成法による化合物の製造技術」他
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

「導電材用高強度銅合金の製造技術」他
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「酸化物単結晶の製造方法及び装置」他
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「TMS１３８系合金販売」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「サイアロン蛍光体」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「Ti-Zr-Ni系高温形状記憶合金薄膜とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「溶存酸素濃度の制御方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「欠陥性表面応力の緩和方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「Li-V酸化物の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「希土類ホウ炭化物とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「三酸化タングステンナノ構造物とその複合体ならびにそれらの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「ＮｂＣ添加Ｆｅ－Ｍｎ－Ｓｉ系形状記憶合金の加工熱処理法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の発送について　「Ｓｎ単結晶薄膜の製造方法」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「微粒子コロイド製造方法とそれを実現するための装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

「ナノインデンテーション用超微小硬さ基準片」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

「定比組成ニオブ酸リチウム、タンタル酸リチウム単結晶の製造方法および装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

「定比組成ニオブ酸リチウム、タンタル酸リチウム単結晶の製造方法および装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

「高密度炭化ケイ素焼結体の製造技術」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「活性化ポリリンゴ酸誘導体と高分子架橋体」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

「強磁気力場発生装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「ヒト成長ホルモンの徐放性微粒子製剤およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「均一磁気力発生磁石」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「汎用ナノスケール計測技術による熱拡散率一点測定法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「電気二重層キャパシタ」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証

特許証の発送について

「ジルコニアの単斜晶－正方晶の相転移を利用した異種セラミックス又はセラミックスと金属の接

合法」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「大ひずみ導入加工方法とカリバー圧延装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「低反射材料とその作製方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

「酸化物超電導材料（Ｂｉ系超電導線）の製造技術」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「仮想タービン計算法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「電磁波共振器とその製造方法、および電磁波の共振方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「β－Ｇａ2Ｏ3ナノウイスカーとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「フタロシアニン系 近赤外色素および薄膜とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「流れ変動構造及びマイクロミキサ」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「乳酸系複合体及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「生体適合性複合体」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「蛍光体を用いた照明器具および画像表示装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「高強度強析出型オーステナイトステンレス系耐熱鋼」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「マンガンコバルト複酸化物及びクロムマンガンコバルト複酸化物の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「自動車排ガス脱硫装置及び脱硫方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「シリコンゲルマニウムナノワイヤー集合体」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「実環境シミュレート大気腐蝕試験装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「垂直磁気異方性を有するＦｅＰｔ磁性薄膜とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「表面層が改質された鋳鉄とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「二酸化スズナノリボンとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「超微細粒を有する厚鋼板の製造方法と厚鋼板」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「単結晶珪素ナノチューブとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「有機微結晶配向分散体、偏光蛍光材料、並びにその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施状況報告書
特許権等実施状況報告書の提出について

「耐熱、耐アルカリ性アルミノケイ酸塩ガラスの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「ナノ構造の選択的形成方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「リン化インジウムで被覆された窒化インジウムナノワイヤーの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「単結晶立方晶系窒化ガリウムナノチューブとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「欠陥密度制御による分極反転法および光波長変換素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「格子点の秩序性制御による分極反転法および光波長変換素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「カー

ボンナノチューブ液相合成装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「高純度高硬度超微粒ダイヤモンド焼結体の製造法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「ＮＢＴ強誘電体薄膜の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「モリブデンが含有されたステンレス鋼の溶射被膜とその溶射被膜形成法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「単結晶酸化タングステンナノチューブとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の発送について

「二硫化モリブデンナノフラワーとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実績報告書
実施報告書

「六フッ化二ケイ素の合成法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「選択硫化と磁気分離による再処理方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「イオンの共注入による酸化亜鉛結晶中での硫化亜鉛の合成方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「半導体金属酸化物光触媒およびそれを用いた有害化学物質の分解方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「可視光応答性複合酸化物系光触媒とそれを用いた有害化学物質分解除去方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「窒化珪素（Si3N4）ナノロッドとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「水素吸蔵用材料としての窒化ホウ素（ＢＮ）ナノチューブとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「層状スズ酸化物とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ＮｂとＡｌ合金との複合線材の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ビスマス２２１２超伝導複合多芯線材の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「消耗電極式ガスシールドアーク溶接方法とその装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「材料評価方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実績報告書
実施報告書

「金属微粒子コロイド溶液、導電性ペースト材料、導電インク材料とそれらの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「光スイッチ」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ダイヤモンド半導体デバイスの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「酸化亜鉛－酸化ガリウムナノチューブとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「窒化ホウ素膜で被覆された硫化亜鉛ナノ構造物とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「窒素吸収処理によるステンレス鋼製品の製造方法とこれにより得られるステンレス鋼製製品」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「超微小押し込み試験装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「超電導線材の製造方法およびその製造装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「超電導線材およびその製法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「化学反応処理装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「反射性塗料・物質およびその塗布・固定方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「α型窒化珪素ナノベルトの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ＭｇＢ２超伝導体の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「シリコンナノワイヤーの製造法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「Nb3　Al化合物系超電導線およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ダイヤモンド紫外光発光素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「高硬度微粒ダイヤモンド焼結体の製造法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「特願2000-228903号等を利用した半導体層形成用基板」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「特許第3400740号等にかかる発明を実施した多孔体セラミックス」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「高性能窒化鉄磁性流体の製造技術」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「強磁気力場発生装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「自己伝播高温合成法による化合物の製造技術」他
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「核酸とダイヤモンドの結合方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ベーマイト自立膜とその合成方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「酸化ガリウムナノワイヤーとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「透明酸化スカンジウムセラミックス及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「窒化ホウ素ナノワイヤーとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「酸化マグネシウムナノチューブおよび酸化マグネシウムナノケーブルとそれらの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「酸化ガリウム層で被覆された窒化ガリウムナノワイヤーの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「アパタイト系化合物で被覆されたゼオライト系化合物の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「Ni基超合金、その製造方法およびガスタービン部品」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「過酸化マグネシウム内含窒化ホウ素ナノチューブとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「フラクタル構造体」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「酸化物超電導線材料（Bi系超電導線）の製造技術」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「導電材用高強度銅合金の製造技術」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「マンガン基制振合金」他
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「酸化物単結晶の製造方法及び装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「酸化物単結晶の製造方法及び装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「保型容器およびそれを用いたコロイド結晶ゲルの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施報告書

特許権等実施報告書の提出について

「鉄添加ニオブ酸リチウム単結晶およびその熱処理方法および当該単結晶を含むホログラム応用素

子」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実績報告書
実施報告書

「蛍光体と蛍光体を用いた発光器具」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「Ｓ含有高強度微細粒鋼とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証

特許証の送達について

「ナノスケール周期構造テンプレートとこれを用いたクラスター構造体及びクラスター埋め込み構

造体」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「粘土・水溶性高分子複合多孔体の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「イリジウム基合金とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「フラーレン細線の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「マンガン酸ナノシートおよびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「光結合構造の作製方法および作製装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「ナノスケール微小表面硬度測定装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「高純度・多結晶窒化ほう素の製造技術」他
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「Nb3Al超伝導コイルの変態熱処理方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「安定した超伝導特性を有するNb3Al超伝導線材の変態熱処理方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「フタロシアニン系近赤外線吸収色素の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「水和ナトリウムコバルト酸化物とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「多孔質ガラス微小粒子およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「導電材用高強度銅合金の製造技術」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について

「ナノインデンテーション用超微小硬さ基準片の試作」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「蛍光体及びその蛍光体を用いた電球色光を発する電球色光発光ダイオードランプ」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「酸窒化物蛍光体及び発光デバイス」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「発光デバイス及び照明装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「酸窒化物蛍光体及び発光デバイス」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「コイン積層型ナノグラファイト、その製造方法及びその製造用触媒」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ＭｇＢ２超伝導膜状体とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「Nb3 Al化合物系超電導線およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「一方向配向するフェライト単相ラメラ組織鋼材とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「エレクトロクロミック装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「硫酸塩を前駆体とする透明酸化スカンジウム焼結体の製造法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「カー

ボンナノチューブ液相合成装置」
研究連携室 20080101 30 20380309 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び共同出願契約書の締結について

「Ｘ線集束素子及びＸ線照射装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「モジュール化人工骨」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について

「無機酸化物の中空単結晶および当該単結晶を含有する結晶材料、ならびにこれらの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 同意書
同意書の発行について

「真空プロセス用装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状・職務発明認定書の発行について

「酒石酸誘導体及び核誘導体により合成された高分子架橋体」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「Carbon nanotubes coated uniformly with ultrathin nanoprecise polypyrrole layers」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「蛍光体、その製造方法および発光器具」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について

「電磁波共振の共振方法、およびこれに用いる電磁波共振器とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願証明書
出願証明書の発行について

「骨伝導能を有する徐放性粒子及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について

「半導体素子及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分証明書の発行について

「微細フェライト主体組織鋼とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分証明書の発行について

「厚肉超微細フェライト組織鋼の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「高強度・高延性マグネシウム合金及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について

「回折格子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権
産業財産権出願通知書の提出について

「Carbon nano tubes coated uniformly with ultrathin nanoprecise polypyrrole layers」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権持分移転登録について

「ホウ素添加ダイヤモンドのホウ素濃度の簡易測定方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「ゲル化コロイド結晶前駆体とゲル化コロイド結晶、及びゲル化コロイド結晶の作製装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「発光素子埋込み型表示デバイスとデバイス作製に使用されるシリコン半導体基板」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「サイアロン蛍光体とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願、職務発明認定書および出願審査請求の提出について

「真空中での低摩擦化構造」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「Pt/CeO2/導電性炭素ナノへテロアノード材料およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について

「電解効果トランジスタの構造及び製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について

「酸化銅薄膜低摩擦材料とその成膜方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「色変換器、これを用いた植物育成装置及び植物育成方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について

「ジルコニウム酸カルシウム粉末」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「固体高分子型形燃料電池のセパレータとそれに用いるステンレス鋼の製造法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分証明書の発行について

「光の回折方法および回折装置、これらに用いる回折格子、ならびに位置エンコーダ装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先主張出願について

「高強力Ti-Ni-Cu形状記憶合金とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継

権利の承継、産業財産権等出願通知書、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証

明書の提出及び特許出願について

「A method for cardiac tissue regeneration」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「分散または粉砕装置及びビーズミル並びにこれらを用いた分散または粉砕方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「Mg合金」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先主張出願について

「有機－無機ハイブリッド高分子組成物とその膜の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書及び持分契約証明書の発行について

「リン酸カルシウム含有複合多孔体及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び委任状の発行について

「強化樹脂組成物およびその製造法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書及び持分契約証明書の発行について

「ステンレス鋼製製品の製造方法とそのステンレス鋼製製品」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「有機－無機複合体および高分子複合材料ならびにその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分譲渡
持分譲渡による出願人名義変更について

「マンガン－銅－ニッケル－ビスマス系焼結制振合金」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「ペロブスカイト薄膜及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査
出願審査請求書提出及び職務発明認定書の発行について

「マンガン－銅－ニッケル－ビスマス系焼結制振合金」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「Lu1_xRExI3(1X10-4<x<0.2)単結晶を製造する方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「電界効果デバイスを用いたDNA塩基配列解析方法及び塩基配列解析装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行につて

「蛍光体とその製造方法および発光器具」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行につて

「酸窒化物蛍光体及び発光デバイス」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代表者選定証の発行及び特許出願について

「有機半導体素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について

「二硼化マグネシウムを用いた永久電流スイッチおよびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について

「鋼の表面処理方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について

「金属シースニホウ化マグネシウム超電導線材及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について

「ナノ粒子用デバイス」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「温間制御圧延により大ひずみが導入された金属線材、およびその製造方法と製造装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「REで賦活したヨウ化ルテチウム系単結晶およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「多孔質体とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「血液分析装置及び血液分析方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書

持分割合証明書の発行について

「多孔質セラミックスインプラント材料の製造方法及びその方法によって製造される多孔質セラ

ミックスインプラント材料」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「鋳造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「蛍光体とその製造方法および発光器具」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証
譲渡証書の発行及び共同出願契約書の締結について

「ニホウ化マグネシウム超伝導体の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証
譲渡証書の発行について

「C70フラーレンチューブとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分契約証明書の発行について

「Mg合金」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について

「複合シースニホウ化マグネシウ超電導線材とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について

「炭化珪素焼結体およびこれを用いた半導体および液晶製造装置用部材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願、委任状及び知的財産権出願等通知書の提出について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「磁性半導体とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「光機能素子の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「MgB2超電導体の製造方法およびMgB2超電導体」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願、持分証明書及び知的財産権出願等通知書の提出について

「真空プロセス用装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割特許出願および出願審査請求、職務発明認定書発行について

「シリコンゲルマニウムナノワイヤー集合体の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「有機－無機複合体および高分子複合材料ならびにその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権持分移転登録について

「光触媒効果を利用したリフトオフ法によるパターン形成方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶査定
拒絶査定に伴う審判請求書の提出について

「ニオブ酸リチウム単結晶、およびその光素子、およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録名義人
登録名義人の表示変更登録申請書の発行について

「光触媒効果を利用したリフトオフ法によるパターン形成方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び委任状の発行について

「液晶配向膜、液晶配向剤、及び液晶表示素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継

権利の承継、知的財産権出願書の提出及び特許出願について　「薄膜のヤング率相当の機械特性の

測定方法とそれに用いる装置」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「熱伝導性樹脂組成物」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「高強度炭化ケイ素複合材料及び製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「セラミックス繊維／Sic複合材料の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「コーティング方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、持分証明書の発行、新規性の喪失の例外の

規定の適用を受ける為の証明書及び特許出願について
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 代表者選定証 代表者選定証の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について

「プラズマ処理装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査
出願審査請求書提出及び職務発明認定書の発行について

「平成19年4月～6月請求期限（国内単独）案件一括処理」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分割合証明書の発行について

「水素透過膜」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分割合証明書の発行について

「水素透過膜」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「希土類元素をドープしたセリア焼結体とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割特許出願および出願審査請求、職務発明認定書発行について

「アルミニウム契鋳造合金及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「多孔質複合体及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「極微小ダイオード」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「蛍光体とその製造方法および発光器具」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について

「有機半導体素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願に関する覚書の発行について

「超高強度鋼板及びこれを用いた自動車用強度部品」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「メタノールの水蒸気改質用触媒の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割特許出願および出願審査請求、職務発明認定書発行について

「硫化亜鉛・珪素コア・シェルナノワイヤーとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「二元系アルミニウム合金とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定・権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書の提出について

「酸化亜鉛薄膜の成形方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「ホウ素ドープカーボンナノチューブとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
特許出願証明書の発行について

「電子ビームを利用した鉄酸化物の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「強誘電体単結晶に形成された分極反転領域を固定化する方法、および、それを用いた光学素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定・権利の承継、共同出願契約、持分契約証明書及び特許出願について

「脱細胞化軟組織の調製方法、移植片、及び培養部材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「比表面積測定装置及びそれを用いた比表面積測定方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分を証明する書面の発行について

「高効率環境浄化用光触媒」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び委任状の発行について

「Ni基超合金」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び委任状の発行について

「医療用生分解性マグネシウム材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「光カソード防食コーティング構造とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継

権利の承継、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出及び特許出願に

ついて

「コーティング方法」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「記録媒体とそれを用いた記録装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先主張出願について

「固体素子構造とそれを使用した電気・電子素子及び電気・電子機器」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国出願について

「強誘電体単結晶に形成された分極反転領域を固定化する方法、および、それを用いた光学素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「立向姿勢溶接方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、知的財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「非鉛系磁性光学素子とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割特許出願および出願審査請求、職務発明認定書発行について

「微細加工方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「コーティング方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び持分証明書の発行について

「超音波によるナノカーボン材料の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び委任状の提出について

「非晶質金属複合材とその製造方法およびそれによる物品」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び委任状の提出について

「医療用生分解性マグネシウム材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「非線形光学単結晶を含む光学素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「窒化ガリウム等のⅢ族窒化物の成膜方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先主張出願について

「液状フラーレン誘導体、その製造方法、および、それを用いた素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「フェライト系耐熱鋼とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「金属シース二ホウ化マグネシウム超伝導線材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「二硼化マグネシウムを用いた永久電流スイッチおよびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「超伝導線材およびその製造法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 分割特許出願、委任状、職務発明認定書および持分割合証明書発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について

「平成19年4月～6月請求期限（国内単独）案件一括処理」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約、特許出願および産業財産権出願通知書について

「表面修飾したキトサン繊維とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び委任状の発行について

「Ni基超合金とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 覚書の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約、特許出願及び産業財産権等出願通知書について

「リン酸カルシウム含有多孔体及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約、特許出願及び産業財産権等出願通知書について

「リン酸カルシウム含有多孔体及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「Mg合金およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定・権利の承継、共同出願契約、特許出願について

「生物学的活性物資含有リン酸八カルシウム系結晶、その製造方法及びそれを含む医薬組成物」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継

権利の承継及び特許出願について

「Three dimensional cubic mesoporous carbon nitride with bimodal pores and a method for

preparing the same」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継

権利の承継及び特許出願について

「Three dimensional cage type mesoporous carbon nitride and a method for preparing the

same」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について

「海綿状繊維立体構造体とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「ナノアクチュエータ」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願
特許出願について

「超音波によるナノカーボン材料の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について

「Rare-earth Hexaboride Nanowires Thermionic Electron Emitter」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継

権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「Biosensive carbon nanotubes noncovalently functionalized with redox protein, and

fabrication method thereof」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定・権利の承継、共同出願契約、特許出願について

「耐摩耗性皮膜及び被覆部材とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「アパタイト／コラーゲン複合体繊維を含む多孔体の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について

「物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分証明書の発行について

「均一磁気力発生磁石」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「ＳｉＣ又はＣ繊維のＣ又はＳｉＣ被覆方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「ＳｉＣ又はＣ繊維／ＳｉＣ複合材料及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「ＳｉＣ又はＣ繊維／ＳｉＣ複合材料及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「超高強度鋼板及びこれを用いた自動車用強度部品」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「超高強度鋼板及びこれを用いた自動車用強度部品」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「超高強度鋼板及びこれを用いた自動車用強度部品」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定・権利の承継、共同出願契約、委任状、持分契約証明書および特許出願について

「多孔質セラミックス材料の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、持分割合証明書の発行および特許出願について

「半導体装置及びコンデンサ」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明認定書および持分割合証明書の発行について

「ナノクリスタルダイヤモンド膜、その製造方法、及びナノクリスタルダイヤモンド膜を用いた装

置」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由書 拒絶理由通知書に伴う宣誓書の提出について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、知的財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「微細構造観察用試料の作成方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分契約証明書の発行について

「生物学的活性物質含有リン酸八カルシウム系結晶、その製造方法及びそれを含む医薬組成物」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分契約証明書及び委任状の発行について

「キトサンマトリックス並びにそれを用いた細胞培養基材、創傷被覆材及び神経再生材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「走査型透過電子顕微鏡」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び委任状の提出について

「合金微粒子コロイドの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について

「偏光変換素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について

「透明磁性薄膜及び透明磁性薄膜を用いた磁気光学素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について

「磁気記録再生装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び委任状の提出について

「酸窒化物蛍光体および発光装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継

権利の承継、知的財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「A colossal anisotropic magnetoresistance element comprising doped perovskite manganite

single crystals」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「窒化ホウ素ナノチューブ及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について

「銅板、銅板コイル及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「α型サイアロン及びα型サイアロン蛍光体並びにその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願及び共同出願に関する覚書の締結について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願及び共同出願に関する覚書の締結について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願及び共同出願に関する覚書の締結について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先主張出願について

「温間圧延装置及び温間圧延方法並びに温間・冷間連続加工装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「鋳造方法とそれに用いる鋳造装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権持分移転登録について

「ホログラム記録装置及びその方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権持分移転登録について

「2色ホログラム記録再生装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権持分移転登録について

「二色ホログラフィック記録装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分譲渡
持分譲渡による出願人名義変更について

「フォトリフラクティブ材料」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について

「官能基導入無機化合物およびその製造方法、複合体及びその製造方法、医療用材料」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について

「擬微小重力環境下での骨髄細胞を用いた3次元軟骨組織構築方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、持分割合証明書の発行、委任状及び特許出

願について　「半導体集積回路装置及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について　「水素透過膜」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について　「水素透過膜」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　「２方向性形状記憶合金

薄膜アクチュエータとそれに使用される形状記憶合金薄膜の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「Ｍｇ基合金」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「金属ナノ粒子とそれを用

いた電極並びに金属ナノ粒子の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「窒素ドープメソポーラス

カーボン（N-KIT-6）およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　「超高強度鋼板及びこれを用いた

自動車用強度部品」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査
出願審査請求書提出及び職務発明認定書の発行について　　「歯の再生材料とこれを利用した歯の

再生方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更
出願人名義変更による同意書について　　　　　　　　　　　　　　　「CNTの配向・パターニン

グ固化複合体とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「特願2006-124590

の証明願に関する一切の件」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「酸窒化物蛍光体」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願、委任状及び産業財産権等出願通知書の提出について

「Nb3Al超伝導線材とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出、知的財産権出願等通知書及び特許出願につ

いて　　　　　　　　　　　　　「超伝導マグネット装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査 出願審査請求書提出及び職務発明認定書の発行について　　「酸窒化物蛍光体」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 分割出願、出願審査請求および職務発明認定書の提出について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「電子顕微鏡とその

対物レンズ系収差特性の計測方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「硬さ試験方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更
出願人名義変更による譲渡証書の発行及び共同出願契約書の締結について

「半導体装置、磁性半導体装置、あるいは量子情報処理装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許

外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Method for

manufactuaring a stainless steel product and a stainless steel product manufactured by the

method  」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更
出願人名義変更による譲渡証書の発行及び共同出願契約書の締結について

「半導体ドーピング方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割特許出願および出願審査請求、職務発明認定書発行について

「窒化ケイ素系焼結体及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び委任状の提出について

「高強力Ti-Ni-Cu形状記憶合金とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「有機ー無機ハイブリッドポリマーの分子量調整方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「紫外線発光六方晶窒化ホウ素結晶体の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先主張出願について

「生分解性マグネシウム材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願（ＥＰＣ）に関する名義変更について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、特許出願及び知的財産権出願・譲渡通知書について　「水酸化コバ

ルト・鉄結晶および水酸化コバルト・鉄単層ナノシートならびにそれらの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「セラミックス成形体の製造方法とこれに使用する電気泳動装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「走査型プローブ顕微鏡に

おける走査方法及び強磁場走査型プローブ顕微鏡」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分割合証明書の発行について

「歯の再生材料とこれを利用した歯の再生方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「耐摩耗性皮膜および被覆部材とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「リン酸カルシウム含有多孔体及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「リン酸カルシウム含有多孔体及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録名義人 登録名義人の表示変更登録申請書の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約、特許出願及び産業財産権等出願通知書について

「リン酸カルシウム含有多孔体及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「超分子組織体およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約、特許出願および産業財産権等出願通知書について

「アパタイト／コラーゲン複合体からなる多孔体及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約、特許出願および産業財産権等出願通知書について

「アパタイト／コラーゲン複合体からなる多孔体及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「ＳＱＵＩＤ顕微鏡」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「膜固定システム」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について

「サイアロン蛍光体およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　「発光

ダイオードランプ」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「蛍光体とその製造方法および発行器具」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について

「発行装置および画像表示装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継及び特許出願について　「熱電変換材料」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 権利の承継

権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「Heterojunction-containing Mg3N2 nanowire and Ga nanowire  shielded by thin-walled

graphitic carbon nanotubes」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分契約書の発行について

「ジルコニウム酸カルシウム粉末」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「マグネシウム合金」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「耐熱超合金」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分割合証明書の発行について

「酒石酸誘導体及び該誘導体により合成された高分子架橋体」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　「酸窒

化物蛍光体および半導体発行装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ダ

イヤモンド多結晶体スクライバー」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「蛍光表示管」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　「Ni基

超耐熱合金及びそれを用いたガスタービン部品」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について

「熱電対とその測温接点形成方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、知的財産権出願通知書及び特許出願について

「酸化タングステンナノシート、およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状

委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「リチウムイオン伝

導性固体電解質、その製造方法及び該固体電解質を用いたリチウム二次電池用固体電解質並びに該

二次電池用固体電解質を用いた全固体リチウム電池」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「多孔質セラミックス材料およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「マグネシウム－金属化合物および

その製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録取下
登録申請取下書について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「２色ホログラム記録

再生装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録取下
登録申請取下書について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ホログラム記録装置

及びその方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 登録取下
登録申請取下書について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「二色ホログラフィッ

ク記録装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「フラクタル構造体、フラクタル構

造集合体およびそれらの製造方法ならびに用途」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書、持分割合証明書の発行について　　　　　　　「ダイヤモンドエミッタアレイ及

びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書、持分割合証明書の発行について　　　　　　　　　「フィールドエミッタアレイ

及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書、持分割合証明書の発行について　　　　　　　　　「炭素系膜のパターン形成方

法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書、持分割合証明書の発行について　　　　　　　「ダイヤモンド膜、その製造方

法、電気化学素子、及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書、持分割合証明書の発行について　　　　　　　「炭素繊維体およびそれを有する

部材並びにそれらの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「2方向性形状記憶合金

薄膜アクチュエータとそれに使用される形状記憶合金薄膜の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について

「平成19年7月～9月請求期限（国内単独）案件一括処理」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「磁性超微粒子及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「粘着組成物及び感圧性

接着シート」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権
産業財産権等出願通知書の提出について　　　　　　　　　　　　　「戦略的研究拠点育成　若手

国際イノベーション特区」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「ダイヤモンド半導体デバ

イス」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分契約書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「選択硫化と磁気分離

による再処理方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書 持分証明書及び職務発明認定書の発行について　　　　　　　　「複合窒化物蛍光体の製造方法」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「燃料電池用プロトン伝導

体及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「量子ドット作製法と量子

ドット半導体」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について

「波長変換素子、位相整合方法、及び光源装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　「磁気記録再生装置」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　「偏光変換素子及び積層型偏光変

換素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　「透明磁性薄膜及び透明磁性薄膜

を用いた磁性光学素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「ガスセンサー素子」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「蛍光体と発光器具」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「樹脂コーティング方法と

これに用いるスプレーガンの制御システム」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「レーザー発振素子」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権等通知書の提出及び特許出願について

「A flexible free-stabding ultrathin or thin protein membrane and its fabrication method」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権
産業財産権等通知書の提出について　　　　　　　　　　　　　　　　「電磁波共振器とその製造

方法、および電磁波の共振方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書及び委任状の発行について　　　　　　　　　　　「薄片状珪酸塩粉末の製造法」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「二次電子像観察装置」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Ag-Sn合金薄膜お

よびその製造方法ならびにAg-Sn合金薄膜により表面を被覆される抗菌性物品」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ダイヤモンド表面の

改質方法とそれに用いるカバー材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「蛍光体と発光器具」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び委任状の提出について　　　　　　　　　　　　　「液状フラーレン誘導体、そ

の製造方法およびそれを用いた素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「透明Ｍ：Ｙ2Ｏ3焼結体の

製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について

「蛍光体、発光装置および画像表示装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、債権発生通知書の発行及び特許出願につい

て　　　　　　　　　　　　　　「スプレーガン」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、特許出願及び知的財産権出願・譲渡通知書について

「磁気構造解析方法とそれに使用するスピン偏極イオン散乱分光装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出について

「高連通性多孔体の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出について

「生体用足場材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「透明材とその製造方法」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先主張出願及び産業財産権等出願通知書の提出について

「多孔質体とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 分割特許出願、上申書、出願審査請求書および職務発明認定書発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「蛍光体および発光

デバイス」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「非調質小ねじの製造方

法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願（韓国）に関する名義変更について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　「蛍光体及びその製造方法、並び

にそれを備えた照明器具と画像表示装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「アルファサイアロン蛍光体とその

製造方法、アルファサイアロン蛍光体中間生成物、アルファサイアロン蛍光体原料粉末及び発光ダ

イオードランプ」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について

「超音波流量計測装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 同意書
同意書について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「脱細胞化軟組織

の調整方法、移植片、及び培養部材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「蛍光体及びその製造方

法、並びにそれを備えた照明器具と画像表示装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「素子基板とその製造法」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継、産業財産権出願通知書及び特許出願について　「光デバイスおよびその製造方法」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願、共同出願契約書の締結及び委任状の提出について

「薬剤徐放性製剤とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「快削ステンレス

鋼及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Ａｇ－Ｓｎ合金薄膜

およびその製造方法ならびにＡｇ－Ｓｎ合金薄膜により表面を被覆される抗菌性物品」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願、出願審査請求、職務発明認定書および持分証明書の提出について

「複合窒化物蛍光体の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「超高真空走査型プローブ顕微鏡」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権出願通知書及び特許出願について　「Carbon nanotubes coated

uniformly with ultrathin nanoprecise europium hydroxide layers」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　「Ｍｇ含有ＺｎＯ系混晶単結晶、

その積層体およびそれらの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割特許出願、出願審査請求書および職務発明認定書発行について

「高純度超微粒子透光性立方晶窒化ホウ素焼結体とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「超分子組織体およびその

製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　「量子導電分子スイッチ及びそれ

を用いたニューラル素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　「光並列演算装置」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　「光並列演算素子」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　「光並列演算素子」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　「光並列演算素子」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「CNTの配向・パターニング固化複

合体とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の提出について　　　　　　　　　　　　　「半導体製造装置」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権
産業財産権等出願通知書の提出について　　　　　　　　　　　　　「走査型プローブ顕微鏡及び

その探針相対位置測定方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「蛍光体とそ

の製造方法および発光器具」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ダイヤモン

ド紫外光センサー」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「全固体型リ

チウム電池」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「蛍光体とそ

の製造方法および発光器具」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「蛍光体とそ

の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 証明書及び委任状の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「蛍光体とその製造

方法および発光器具」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Ｍｇ含有ＺｎＯ系混晶

単結晶、その積層体およびそれらの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願（ＥＰＣ）に関する名義変更について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願（ＥＰＣ）に関する名義変更について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「アノード材料とその製造

方法及びこのアノード材料を用いた燃料電池」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「発光デバイス及び

照明装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願、外国特許共同出願契約書の締結及び産業財産権等出願通知書の提出について

「走査型プローブ顕微鏡及びその探針相対位置測定方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「無機結晶の製造方

法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「特定蛋白質に対す

る特異的吸着特性を有するアパタイト成形体及びセラミックス、及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願変更契約書について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「脱細胞化軟組織の調

整方法、移植片、及び培養部材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「マグネシウム合金

とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継と特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「電子素子」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「エレクトロスピニング法

とそれを実施する繊維製造装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「ボロメータ」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許権移転
特許権移転登録申請に伴う委任状について　　　　　　　　　　　　「溶接性に優れた鋼製厚肉材

料とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「八面体シート構造を有す

る光触媒材料」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ﾅﾉサイズ粉体の製

造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ホログラム記録装

置及びその方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「光制御素子」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「光学素子及びその製造方法」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割特許出願、上申書、出願審査請求書および職務発明認定書発行について

「フラーレン細線とその集合体」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「炭化ケイ粉末の易焼結方

法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「光学素子」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「ケージ型メソポーラスシ

リカ（SNC-1）およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「ケージ型メソポーラス

カーボン（CNP-1）およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「遠心噴霧法に用いる回転

ディスクとこれを用いた遠心噴霧法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「A ribbon-like shaped β-Ga2O3 tube with a circular inner channel filled with a Sn nanowire」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継

権利の承継、知的財産権出願通知書、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明

書の提出及び特許出願について

「結晶成長用基板とこれを用いた結晶成長方法」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「鉄系形状記憶合金を用いた制振材

料とこの材料を用いた制振・免震装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「蛍光体及びその利

用」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「液晶配向剤、液晶配向

膜及びその製造方法、並びに液晶表示素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「フィルム状炭素材料の

製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権
知的財産権出願通知書の提出について　　　　　　　　　　　　　　　「磁性膜及びその製造方

法、並びに磁気光学素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 知的財産権出願通知書の提出について　　　　　　　　　　　　　　「磁気記録再生装置」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権
知的財産権出願通知書の提出について　　　　　　　　　　　　　　「偏光変換素子及び積層型偏

光変換素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「表面増強赤外吸収

（SEIRA）センサーの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「高温超伝導単結晶上での

面内型ジョセフソン接合形成法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書 持分割合証明書および委任状の発行について　　　　　　　　　　「高硬度鋼製部材の評価方法」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「薄片状酸化チタンを配

合した有機溶媒分散体及びその製造方法並びにそれを用いた酸化チタン膜及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「絶縁膜材料、この絶縁膜材料を用いた成膜方法および絶縁膜」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「半導体発光装置及

び画像表示装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 同意書
同意書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「生体組織材料を処

理する交互浸漬装置および交互浸漬方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 証明書の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「マグネシウム合金の温間

加工方法及び温間加工用マグネシウム合金とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書の提出について　　　　　　　　　　　　　「全固体型リチウム電池」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権
産業財産権等出願通知書の提出について　　　　　　　　　　　　　「ダイヤモンド紫外光セン

サー」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「骨伝導能を有する

徐放性粒子及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
特許共同出願における権利の持分証明書の発行について　　　「粘土・水溶性高分子複合多孔体の

製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権出願通知書及び特許出願について　「フラーレン細線付き基盤とその製造

方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願の提出、委任状及び知的財産権出願等通知書の発行について

「超伝導マグネット装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権
産業財産権等通知書の提出について　　　　　　　　　　　　　　　　「選択硫化と磁気分離によ

る再処理方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書 持分証明書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「プラズマ処理装置」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約、特許出願、委任状及び産業財産権等出願通知書につ

いて　　　　　　　　　　　　　「NMRﾌﾟﾛｰﾌﾞ用ｱﾝﾃﾅｺｲﾙとその製造方法、NMRﾌﾟﾛｰﾌﾞｱﾝﾃﾅｺｲﾙ用

低磁性超電導線材及びNMRｼｽﾃﾑ」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成19年10月～12月請求期限（国内単独）案

件一括処理）
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、産業財産権等出願通知書の提出及び特許出願について

「光触媒」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 分割特許出願、出願審査請求および職務発明認定書発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書
発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書発行について

「光分解性基を介してPEGを共有結合させたケージド培養基板」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「β型サイアロン蛍

光体」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び委任状の提出について　　　　　　　　　　　　　「ウォームスプレーコーティ

ング方法とその粒子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の提出について　　　　　　　　　　　　　「耐熱部材」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について

「液晶配向剤、液晶光配向膜、およびこれを用いた液晶表示素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　「化合物半導体基板」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　「薄片状酸化チタンを配合した有

機溶媒分散体及びその製造方法並びに酸化チタン膜及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「Ni3（Si、Ti）系金属間化合物からなるメタノールからの水素製造用触媒、水素製造方法、水素

製造装置」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「硫化ランタンまた

は硫化セリウム焼結体およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ダイヤモンド紫外光セ

ンサー」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「全固体リチウム電池」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「高強度マグネシウム合

金」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継

権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出について

「Highly ordered Fe nanostructures on Al nanocluster arrays formed on Si(111)-7×7

surfaces」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権
産業財産権等通知書の提出について　　　　　　　　　　　　　　　　「超電導線材およびその製

法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国出願に係わる権利の取扱いについて　　　　　　　　　　　　　「偏極イオンビーム発生方法

とその実施に使用する偏極イオンビーム発生装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「立向姿勢溶接方

法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について

「再生用多孔質足場材およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「蛍光体、およびそれを用

いた発光器具」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「蛍光体と発光器具」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「光学的構造体」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「赤外光源」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書の提出について

「光照射によって細胞付着性を付与可能にする細胞付着・培養用基材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「非調質フェライト・パー

ライト鋼材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について

「多孔質足場材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割特許出願、出願審査請求書および職務発明認定書発行について

「硫化亜鉛ナノケーブル」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び共同出願契約書の締結について　　　　　　　「多孔質セラミックス材料および

その製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の提出について　　　　　　　　　　　　　「無接点マイクロリレー」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、代理人への委任状提出及び特許出願について

「アクリル系粘着剤組成物およびそれを用いた感圧性粘着シート」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「ハイブリッド炭素繊維強

化複合材料」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　「繊維強化複合体の製造

方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「合金の無電解

めっき法およびめっき液」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「走査照射装置の

走査精度検定方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「α型サイアロン及びα型サイアロ

ン蛍光体並びにその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「金属試料の特性を

光学的に測定する方法及び装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「耐熱部材」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出について

「ラマン散乱分光に用いる金属からなるプローブ」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「光触媒及び光触媒の製造方法」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「蛍光体、その製造方法お

よびそれを用いた発光器具」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「骨伝導能を有する

徐放性製剤」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の提出について　　　　　　　　　　　　　「徐放性製剤」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出について

「ヨウ素吸蔵体」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「Co基ホイスラー合金」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分譲渡 持分譲渡による共有者の同意書について　　　　　　　　　　　　　「モジュール化人工骨」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願、委任状の提出及び職務発明認定書の発行について

「硫化セリウム焼結体およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「電子線励起蛍光発光素子」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「電子線励起用蛍光体及び電子線励

起蛍光発光素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権

国内優先主張権出願及び産業財産権等出願通知書の提出について

「A flexible free-standing ultrathin or thin protein membrane, its fabrication method and

applications」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「生体組織材料を処

理する交互浸漬装置および交互浸漬方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び委任状の提出について　　　　　　　　　　　　　「TmxHoyLiLn(1-x-y)F4単結

晶とそれを用いたレーザ発振器」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「球孔内包光ファイバ、及

びその製造方法並びにそれを用いた光回路部品」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、代理人への委任状提出及び特許出願につい

て　　　　　　　　　　　　　　「超電導テープ、超電導テープの製造方法、コイル、およびマグ

ネット」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「光学的構造体」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行及び持分証明書の発行について　　　　　　　　　　「赤外光源」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分割合証明書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「極低温畜冷器及び冷凍

機」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ＰｔＴｉ系高温形状記

憶合金」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「化合物半導体基板の評

価方法および製造方法ならびに化合物半導体基板」他
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「化合物半導体基板の評価方法および製造方法ならびに化合物半導体基板」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「アパタイト／コラーゲン複合体か

らなる多孔体及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「アパタイト／コラーゲン複合体か

らなる多孔体及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「リチウム二次電池負極用黒鉛粒子

及びその製造法、並びにそれを用いたリチウムイオン二次電池用負極及びリチウムイオン二次電

池」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「マグネシウム系材

料とその表面処理方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「高温制御マンガン基合金とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について

「光半導体素子封止用樹脂組成物およびそれを用いて得られる光半導体装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証
承継した特許権等の職務発明者への譲渡について　　　　　　　「ナノインデンテーション試験の

検証方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「フッ化物結晶とその製

造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「強誘電体フッ化物単結

晶」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「強誘電体フッ化物単結

晶の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「太陽電池」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「陰イオン交換性層状複水

酸化物の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、証明願の発行、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証

明書の発行について　　　「偏光有機電界発光素子」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について

「電気化学測定用電極およびそれを用いたバイオセンサ」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「極低温蓄冷器及

び冷凍機」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願、委任状及び持分割合証明書の発行について　「二ホウ化マグネシウム超伝導体の製

造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「燃料電池用電極材料とその製造方

法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「DNAとDNA結合分子の結合様式

の判定方法及びその判定に使用する試料の作製方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について

「コラーゲンスポンジ及び製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、委任状について　　　　　　　　　「被膜、切削工具および被膜の

製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、委任状について　　　　　　　　　「被膜、切削工具および被膜の

製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、委任状について　　　　　　　　　「被膜、切削工具および被膜の

製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「低真空走査型電子顕微鏡を用いた

炭素系材料の微細加工方法とその装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「粉末状蛍光体とその製造方法、発

光デバイス及び照明装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「発光デバイス、発光デバイスの色

度調節及び照明装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「発光デバイス及び照明装置」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 宣誓書 宣誓書の発行について「フォルステライト系セラミックス焼結体」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Mg含有ZnO系混

晶単結晶、その積層体およびそれらの製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「接触摩擦力調整方法とこ

の方法を利用したクラッチ構造とブレーキ構造」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「摩擦測定装置」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「A nanoscale pH

sensor」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分割合証明書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「発光装置及び発光方

法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「光学分析用チップとそ

の製造方法、光学分析用装置、および光学分析方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「強固に付着した銅

めっき安定化材を有するＮｂ－Ａｌ系超伝導線材とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「蛍光体、その製

造方法および発光器具」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「半導体とその製造

方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「マグネシウム系医

療用デバイスとその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「フッ化物結晶とその製造

方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「強誘電体フッ化物単結晶

の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「強誘電体フッ化物単結

晶」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「焼結鋼とその製造方法」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Ｎｉ基単結晶超合

金」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「ステンシルマスク及びその製造方

法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「ナノカーボンエミッタ及びその製

造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「ダイヤモンド膜、その製造方法、

電気化学素子、及びその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「カーボン繊維の切断・加工方法及

びその装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「混合層珪酸塩及び

その製造方法並びに混合層珪酸塩からなる有機無機複合体及び高分子複合材料」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成20年1月～3月請求期限（国内単独）案件

一括処理）
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び委任状の提出について　　　　　　　　　　　　　「ビス（ターピリジン）化合

物金属集積体およびハイブリッドポリマーとその製造方法ならびに用途」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願、委任状及び知的財産権出願等通知書の提出について

「誘導体素子とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「金属電極及びこれを用いたCMOS回路」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「二ホウ化ジルコニウム

（ZrB2）単結晶とその育成法並びに半導体形成用基板」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ネスト型変調器」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「光アシストスイッチング装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出について

「A method for fabricating functionalized single molecule arrays on Si(111)-7X7 surfaces」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「ケージ型メソポーラスシ

リカ（SNC-2）、その製造方法およびそれを用いた吸着剤」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「メソポーラスカーボン

（CNP-2）およびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「メソポーラスカーボンお

よびその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「乳化性製剤」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「熱膨張係数測定法とその

装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「希土類元素をドープし

たセリア焼結体とその製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「ナノ粒子スラリーの分散・凝集制御方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「蛍光体の製造方法、発

行装置および画像表示装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願、委任状の発行について　　　　　　　　　　「衝撃力緩衝装置」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について

「複合多孔質足場材」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、特許出願及び知的財産権出願等通知書の発行について

「光学素子及びそれを用いた表示装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、持分証明書の発行、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「立方晶窒化ホウ素膜電界電子放出体及び製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証
譲渡証書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「高強度SiC複合材

料」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、代理人への委任状提出、持分証明書、職務

発明認定書の発行及び特許出願について

「窒化アルミニウム結晶の成長方法と窒化アルミニウム基板および半導体デバイス」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、代理人への委任状提出、持分証明書、職務

発明認定書の発行及び特許出願について

「波長変換素子」

研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「蛍光体、その製造

方法および発光器具」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、及び特許出願について　　　　　「磁束集中化装置」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状、持分契約証明書の発行及び特許出願について　　　　「偏光有機電界発光素子」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　　「抵抗溶接鋼板」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約、特許出願について

「溶接方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｢波長変換素子、位相

整合方法、および光源装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約及び特許出願について

「炭化ケイ素の製造方法」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について｢ネスト型変調器」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について

「蛍光体及びその製造方法、並びにそれを用いた発光装置」
研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、委任状について「被膜、切削工具および被膜の製造方法」 研究連携室 20080101 30 20371231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

技術開発・共用部門
科学情報プラット

フォーム
図書 「独立行政法人物質・材料研究機構図書資料業務の運営について」の改正について 図書係長 20090101 30 20381231 紙 科学情報プラットフォーム

科学情報プラット

フォーム
廃棄

技術開発・共用部門
科学情報プラット

フォーム
雑誌 「ＮＩＭＳナノテクノロジー拠点ウェブマガジン編集委員会の設置について」の一部改正について

科学情報プラット

フォーム長
20090101 30 20381231 紙 科学情報プラットフォーム

科学情報プラット

フォーム
廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ総合シンポジ

ウム

独立行政法人物質・材料研究機構ナノテクノロジー総合シンポジウム組織委員会の設置に関する達

の制定について
運営室 20080107 30 20380107 紙 国際ナノテクノロジーネットワーク拠点運営室

国際ナノテクノロジー

ネットワーク拠点運営

室

廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類

 「独立行政法人物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点運営委員会の設置につ

いて」の改正について
事務部門 20090101 30 20381231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類 「国際ナノアーキテクトニクス研究拠点短期招聘研究者等の取り扱いについて」の制定について 事務部門 20090101 30 20381231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類

「独立行政法人物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点在外研究員派遣事務手続

要領」の改正について
事務部門 20090101 30 20381231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

総務部門 総務室 規程類 定年制職員給与規程等の変更届出について 法規係 20080220 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 会計規程等の変更届出について 法規係 20080310 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 役員報酬規程の変更届出について 法規係 20080319 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成20年3月25日分　規程類の制定及び改正 法規係 20080325 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 「文書取扱要領」の一部改正について 法規係 20080331 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 キャリア形成研究職員給与規程等の届出について 法規係 20080414 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 「身分証明書等取扱に関する達」の制定について 法規係 20080421 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 理事会議規程第６条第２項に基づく規程等の改正について 法規係 20080612 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 受託 試験委託申込の受託決定について 総務課 20080616 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 受託 試験委託申込の受託決定について 総務課 20080620 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 試験証明書 試験受託終了精算に伴う試験証明書の交付等について 総務課 20080624 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 理事会議規程第６条第２項に基づく規程等の改正について 法規係 20080624 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 理事会議規程第６条第２項に基づく規程等の改正について 法規係 20080624 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 役員報酬規程一部改正の届出及び官報掲載について 法規係 20080624 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 定年制職員給与規程一部改正の届出及び官報掲載について 法規係 20080724 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 試験証明書 試験受託終了精算に伴う試験証明書の交付等について 総務課 20080821 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 理事会議規程第６条第２項に基づく規程等の改正について 法規係 20080925 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の改正について 法規係 20080929 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 中間精算 平成２０年度９月末におけるクリープ試験等受託の中間精算について 総務課 20081001 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書
「職員の職務に係る倫理の保持のための体制及び利害関係者から受ける報酬に関する参考となるべ

き基準及び利害関係者との間における規制等について（倫理規定の手引き）」の策定について
法規係 20081002 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 「利害関係者からの依頼に応じて行う講演等の報酬基準について」の制定について 法規係 20081002 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 受託 試験委託申込の受託決定について 総務課 20081008 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 旅費規程第16条第4項(外国旅行の宿泊料調整規定)の当面の運用について 法規係 20081125 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 規程類 「文書取扱要領」の一部改正について 法規係 20081128 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 法人文書開示決定通知について 契約課 20081128 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 定年制職員給与規程等の届出について 法規係 20081201 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 理事会議規程第６条第２項に基づく規程等の改正について 法規係 20081203 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 法人文書の開示の実施方法等の申出について 総務・文書係 20081205 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 理事会議規程第６条第２項に基づく規程等の廃止について 法規係 20081209 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 理事会議規程第６条第２項に基づく協定の締結について 法規係 20081216 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 法人文書の開示の実施方法等の申出について 契約課 20081219 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 理事会議規程第６条第２項に基づく規程等の改正について 法規係 20081225 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 本施起案文書原簿（平成２０年～） 総務・文書係 20090101 30 20381231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 本受起案文書原簿（平成２０年～） 総務・文書係 20090101 30 20381231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 ユニット長達（平成20年） 法規係 20090101 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成20年規程類の制定及び改正① 法規係 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成20年規程類の制定及び改正② 法規係 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成20年理事会議資料 法規係 20090101 30 20381231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成20年幹事会資料 法規係 20090101 30 20381231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 年度末精算 平成２０年度３月末におけるクリープ試験等受託の年度末精算について 総務課 20090401 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 外個人招聘 平成２０年　外国人招聘・名義申請 千現業務室 20090101 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 起案文書 H19その他起案分1月から12月 並木地区業務室 20080401 30 20390331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 発令 セクションヘッドの指名について（発令）
桜地区研究

ﾕﾆｯﾄ総務係
20090101 30 20381231 紙 総務室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２０年度採用関係（事務職） 人事係 20090101 30 20381231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２０年度採用関係 人事係 20090101 30 20381231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２０年度任免① 人事係 20090101 30 20381231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２０年度任免② 人事係 20090101 30 20381231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２０年度任期制職員雇用契約書（研究業務員等） 人事係 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２０年度任期制職員雇用契約書（ポスドク研究員等） 人事係 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤

平成２０年度　任期制職員　雇用契約書

　（NIMS招聘研究員、NIMS研究員、NIMS特別研究員、フレッシュキャリア、NIMS特別専門

職、

人事第２係 20090401 30 20390331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤
平成２０年度　任期制職員　雇用契約書

　（研究業務員、事務業務員）
人事第２係 20090401 30 20390331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２０年度　辞職願（任期制職員） 人事第２係 20090401 30 20390331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２０年度　任期制職員　採用依頼書　４月① 人事第２係 20090401 30 20390331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２０年度　任期制職員　採用依頼書　４月② 人事第２係 20090401 30 20390331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２０年度　任期制職員　採用依頼書　４月③ 人事第２係 20090401 30 20390331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄



人材部門 人事室 非常勤 平成２０年度　任期制職員　採用依頼書　４月④ 人事第２係 20090401 30 20390331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２０年度　５月から　任期制職員　採用依頼書 人事第２係 20090401 30 20390331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２１年　　 １月から　任期制職員　採用依頼書 人事第２係 20090401 30 20390331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

平成２１年度

秘書室 会議
拡大役員

連絡会議
拡大役員連絡会議資料　平成21年度 秘書室 20100401 30 20400331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 会議 役員連絡会議 役員連絡会議資料　平成21年度　① 秘書室 20100401 30 20400331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 会議 役員連絡会議 役員連絡会議資料　平成21年度　② 秘書室 20100401 30 20400331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 ｢物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について(要領)｣の改正について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 ｢物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について(要領)｣の一部改正について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 ｢物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について｣の改正について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 ｢物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について｣の改正について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 輸出管理社内規定の届出についてについて 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 輸出管理社内規定の届出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 一般包括許可申請について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 「物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）」の改正について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 輸出管理社内規程の内容変更届について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 「物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式に着いて（要領）の改正について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 大学及び公的研究機関における輸出管理について（依頼）
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価
独立行政法人物質・材料研究機構　第８期事業年度

（平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日）
評価室 20100101 30 20391231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成２０年度における業務の実績報告書の提出について 評価室 20100101 30 20391231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成２０年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知） 評価室 20100101 30 20391231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画
独立行政法人物質・材料研究機構の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更認可につい

て
総合戦略室 20100101 30 20391231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成２１年度年度計画 企画調整室 20100101 30 20391231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 採用審査 平成21年度採用審査資料 人材開発室 20090401 30 20390331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院 連係大学院協定について 人材開発室 20100101 30 20391231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院 連係大学院協定について 人材開発室 20100101 30 20391231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 独立行政法人物質・材料研究機構若手国際研究センター　ICYS研究員採用要領の制定について 人材開発室 20100101 30 20391231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 次世代育成支援 一般事業主行動計画変更届の提出について 総務課長 20100101 30 20391231 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 次世代育成支援 次世代育成支援対策推進法に基づく基準適合一般事業主認定申請について
男女共同参画デザイン

室長
20100101 30 20391231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 次世代育成支援 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定届の提出について
男女共同参画デザイン

室長
20100101 30 20391231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 次世代育成支援 一般事業主行動計画策定・変更届写しについて
男女共同参画デザイン

室長
20100101 30 20391231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院協定 連係大学院協定 大学院室 20100101 30 20401231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄



人材部門 人材開発・大学院室 規程類
独立行政法人物質・材料研究機構におけるＮＩＭＳジュニア研究員の入学金等の立替に関する要領

の制定及び公募開始について
大学院室 20100101 30 20391231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 修了証 「知の市場」修了証について 人材開発室 20100101 30 20391231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 平成２１年度文部科学省における設計及び管理業務委託報酬額について(送付) 審査係 20090302 30 20391231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「ハイブリッド磁石用超伝導コイルの冷却システム」に係る納期遅延に伴う債権の発生に

ついて
審査係 20090309 30 20391231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 物品購入等契約に係る取引停止について 審査係 20090318 30 20391231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 国立文教施設整備に係る設計及び監理業務委託報酬額の算出について（送付） 審査係 20090401 30 20391231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 環境配慮契約の締結実績の概要について 審査係 20090401 30 20391231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について 資産 20091211 30 20390331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算 平成19年度における利益の処理について 予算決算係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 独立行政法人物質・材料研究機構第７期事業年度財務諸表に関する公告について 予算決算係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 独立行政法人物質・材料研究機構第７期財務諸表の承認について 予算決算係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算
第８期事業年度（平成20年4月1日～平成21年3月31日まで）独立行政法人物質・材料研究機構　財

務諸表に係る理事者確認書の提出について
予算決算係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 第８事業年度　独立行政法人物質・材料研究機構　財務諸表等の監査について 予算決算係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 予算 目的積立金承認申請書の提出について 予算決算係 20100401 30 20400331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算 第８事業年度　財務諸表等の提出について 予算決算係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（同意） 予算決算係 20100401 30 20400331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について 予算決算係 20100401 30 20400331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（通知） 予算決算係 20100401 30 20400331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算 独立行政法人物質・材料研究機構第８期財務諸表等の承認について 予算決算係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 平成２０年度における利益の処理について 予算決算係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 独立行政法人物質・材料研究機構第８期事業年度財務諸表に関する公告について 予算決算係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算
第９事業年度（平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで）独立行政法人物質・材料研究

機構　財務諸表に係る経営者確認書の提出について
予算決算係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２１年度　４月　１／１） 経理係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２１年度　５月　１／１） 経理係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２１年度　６月　１／１） 経理係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２１年度　７月　１／１） 経理係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２１年度　８月　１／１） 経理係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２１年度　９月　１／２） 経理係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２１年度　９月　２／２） 経理係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２１年度　１０月　１／１） 経理係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２１年度　１１月　１／１） 経理係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２１年度　１２月　１／１） 経理係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -



総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２１年度　１月　１／１） 経理係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２１年度　２月　１／２） 経理係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２１年度　２月　２／２） 経理係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２１年度　３月　１／２） 経理係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２１年度　３月　２／２） 経理係 20100401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成21年度） 資産係 20100401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 財務 財務諸表（平成21年度） 財務班 20100401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成21年度） 財務班 20100401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（平成21年度） 財務班 20100401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 消防設備点検報告書 目黒施設維持係 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物（マニフェスト）関係書類（Ｈ２１） 目黒施設維持係 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物リサイクル数量表関係書類（Ｈ２１） 目黒施設維持係 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 地下貯蔵タンク等の漏洩の定期点検関係書類（Ｈ２１） 目黒施設維持係 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ 暖房用ボイラーの定期整備及び性能検査関係書類（Ｈ２１） 目黒施設維持係 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 地下貯蔵タンク等の漏洩の定期点検関係書類（Ｈ２１） 目黒施設維持係 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ 暖房用ボイラーの定期整備及び性能検査関係書類（Ｈ２１） 目黒施設維持係 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水
並木地区及び千現地区除害施設等維持管理報告書（平成２０年７月～　９月分）の結果について

（通知）
並木施設維持第２係 20100101 30 20381231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水
並木地区及び千現地区除害施設等維持管理報告書（平成２０年１０月～１２月分）の結果について

（通知）
並木施設維持第２係 20100101 30 20381231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 並木地区消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について 並木施設維持第２係 20100101 30 20381231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 並木地区消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について 並木施設維持第２係 20100101 30 20381231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 「除害施設等管理責任者選任（変更）届」の提出について 並木施設維持第２係 20100101 30 20381231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「電気通信設備（ＩＭＣＳ）設置の申込書」の提出について 千現施設維持第１係 20100401 10 20241231 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「電気通信設備設置契約書」の提出について 千現施設維持第１係 20100401 10 20241231 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水
並木地区及び千現地区除害施設等維持管理報告書（平成２１年１月～３月分）の結果について（通

知）
並木施設維持第２係 20100401 30 20400331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水
並木地区及び千現地区除害施設等維持管理報告書（平成２１年１０月～１２月分）の結果について

（通知）
並木施設維持第２係 20100401 30 20400331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「電気通信設備（ＩＭＣＳ）設置の申込書」の提出について 千現施設維持第１係 20100401 10 20241231 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「電気主任技術者の選任及び解任届出書」の提出について 千現施設維持第１係 20100401 30 20400331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 「電気通信設備設置契約書」の提出について 千現施設維持第１係 20100401 10 20241231 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成20年度 千現施設維持第１係 20100101 30 20391231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 ｽｸﾘｭｰ冷凍機及び空冷ﾁﾗｰ点検整備　平成20年度 千現施設維持第１係 20100101 30 20391231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成20年度 千現施設維持第１係 20100101 30 20391231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成20年度 千現施設維持第１係 20100101 30 20391231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 敷地認定申請書の提出について 施設管理・建設係 20100401 30 20400331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 許可申請書（千現地区・並木地区駐輪場新設） 施設管理・建設係 20100401 30 20400331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 確認申請書（建築物） 施設管理・建設係 20100401 30 20400331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建築基準法第１５条第１項の規定による建築工事届 施設管理・建設係 20100401 30 20400331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 許可通知（千現地区　駐輪場新設） 施設管理・建設係 20100401 30 20400331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 許可通知（並木地区駐輪場新設） 施設管理・建設係 20100401 30 20400331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建築基準法第１２条第５項の規定に基づく報告書提出について 施設管理・建設係 20100401 30 20400331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について(冷凍) 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成２０年下期核燃料物資管理報告書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 保安検査申請書の提出について（冷凍施設） 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防
『消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書』及び『受電設備設置届出書、蓄電池設備設置届出

書』の提出について
安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
『業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書』及び『放射線業務従事者登録申請書』の提出に

ついて
安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者証明書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 完成検査事前検査記録の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 向精神薬 向精神薬製造量等の届出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 ｢物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について(要領)｣の改正について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
『放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書』及び『業務従事者認定証明書兼放射線作

業従事承諾書』の提出について
安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安協会保安検査受検届書の提出について（冷凍） 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査申請書の提出について(冷凍) 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特定高圧ｶﾞｽ取扱主任者届出書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 報告書 設置報告書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 完成検査委事前検査記録の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者終了書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」及び「放射線業務従事等承認申請書」の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 ｢物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について(要領)｣の一部改正について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 桜地区防火管理者、総括安全衛生管理者及び安全管理者の指名について(案) 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期検査申請書及び定期確認申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 桜地区総括安全衛生管理者の選任及び安全管理者の指名について（案） 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 平成21・22年度地区別安全衛生委員会委員の氏名について（案） 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者承認申請書兼放射線業務従事承諾書」の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
『放射線業務従事者登録申請書』及び『業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書』の提出に

ついて
安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者代理者届書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 平成２１・２２年度千現地区安全衛生委員会委員の指名について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 ｢物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について｣の改正について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特定高圧ガス消費施設等変更届出書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 ｢物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について｣の改正について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
①「放射線業務従事者登録申請書」及び②「業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書」の提

出について
安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス「危害予防規定届書(千現・並木・桜地区)」の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 輸出管理社内規定の届出についてについて 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 「危害予防規程届書(桜地区；冷凍)」の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２０年度放射線管理状況報告書（許可届出使用者）の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス「代表者等変更届」の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 輸出管理社内規定の届出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス施設「保安検査申請書」の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬 火薬類譲受許可証書換申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 その他 資料提出書（軽微な変更・規制が意の変更）の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 許可使用 【許可使用・届出使用・販売業・賃貸業・廃棄業に係る氏名等の変更届】の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 国際規制物資使用変更届提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成21年上期核燃料物資管理報告書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 「①高圧ｶﾞｽ保安技術管理者等届書&②高圧ｶﾞｽ製造保安監督者届書」の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査の定期自主検査報告書(事前検査記録)の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 規程類 計量管理規定の変更認可申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設保安検査申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 完成検査事前検査記録の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 千現地区高圧ガス製造施設「保安検査申請書」の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 選任・指名 並木地区担当衛生工学衛生管理者の選任及び衛生工学衛生管理者選任報告の届出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務登録申請書の提出について 安全管理室 20100101 30 20391231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事者承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機会等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 国規物 一般包括許可申請について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査の定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出ついて
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査の定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 麻薬 麻薬年間届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射性同位元素等 管理下にない放射性同位元素等に関する一斉点検の実施及び報告依頼について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射性同位元素等 管理下にない放射性同位元素等に関する一斉点検の実施及び報告依頼について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 「物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）」の改正について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故報告 事故報告について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 輸出管理社内規程の内容変更届について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス ｢特定高圧ガス消費施設等変更届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 「物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式に着いて（要領）の改正について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬 火薬類譲受許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 大学及び公的研究機関における輸出管理について（依頼）
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス施設配管工事等完成検査報告書（完成事前検査記録）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20100101 30 20391231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について「喘息治療剤」 研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「水素発生用複合材とその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ナノストランドを用いた核酸処理方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「超微粒子ｃＢＮ焼結体の製造法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「耐熱部品用クロム合金」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ニオブ酸カリウム結晶とそのニオブ酸カリウム結晶の製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「実環

境シミュレート大気腐蝕試験装置」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「超伝導ホウ化物ＭｇＢ２の融液電析合成方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「アルミニウム水酸化物架橋構造を有する層状マンガン酸化物多孔体とその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「六

フッ化二ケイ素の合成法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「発光素子を用いた照明装置」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「磁気記録媒体の製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「単結晶β型窒化珪素ナノリボンの製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「疲労強度に優れた高強度合金材とその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「発光装置及び発光方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実績報告書
実施報告書

「金属ナノ粒子製造装置」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「高磁場で磁場均一度の高い超電導磁石装置」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「Ｌｎ２Ｓ３焼結体からなる熱電変換材料およびその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「熱電変換材料とその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「Ｌｎ２Ｓ３粉末焼結体からなる熱電変換材料の製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ハイドロキシアパタイトナノ粒子およびその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「Ｇｅ添加Ｎｂ３Ａｌ基超伝導線材の製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実績報告書
実施報告書

「金属微粒子コロイド溶液、導電性ペースト材料、導電インク材料とそれらの製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「セラミックス繊維／ＳｉＣ複合材料の製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「硫化ランタン焼結体およびその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「ＴｂＢ４４Ｓｉ２で示されるテルビウム多ホウ化物熱電素子」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証
特許証の送達について

「電子ビームを利用した鉄酸化物の製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証

特許証の送達について

「高温超伝導ジョセフソン接合形成方法とこれにより形成されたジョセフソン接合を備える高温超

伝導ジョセフソン素子」

研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分割合証明書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「セラミックス繊維／Ｓ

ｉC複合材料の製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「Ｍｇ合金およびその製造方法」 研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「タンタル酸リチウ

ム単結晶、およびその光素子、およびその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Ｍｇ合金」 研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「金属微粒子コロイド溶

液、導電ペースト材料、導電性インク材料とそれらの製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「発光素子を用いた照明

装置」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び共同出願契約書の締結について

「高分子材料および固体電解質からなるエレクトロクロミック素子を用いた調光フィルム」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書
持分契約書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「生体軟組織用医療用

具」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Mg含有ZnO系混

晶単結晶、その積層体およびそれらの製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「窒化ホウ素系繊維

紙およびその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、特許共同出願に関する覚書の締結、発明の新規性の喪失の例外の規

定の適用を受けるための証明書および特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　「液体

水素用液面センサ及び液体水素用液面計」

研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願、出願審査請求、職務発明認定書および特許共同出願における権利持分証明書の提出につ

いて　　　　　　　　　　　　「超伝導ホウ素化合物MgB2薄膜の作成方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状および譲渡証の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　「窒化ガリウム等のⅢ族窒

化物の成膜方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「マグネシウム系医

療用デバイスとその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「メタノール改質用の金

属間化合物Ｎｉ３Ａｌ触媒とこれを用いたメタノール改質方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「薬物吸入デバイ

ス」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「酸化亜鉛発光体と

発光素子」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「蛍光体とその製造方法お

よび発光器具」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更
出願人名義変更による譲渡証明書の発行について　　　　　　　「表面増強赤外吸収（SEIRA）セ

ンサーの製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　「膨潤性層状複水酸化物

およびその製造方法とそれを用いたゲル状物質、ゾル状物質ならびにナノシート」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「酸化物層状発光体と酸化

物ナノシート発光体」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「分散または粉砕装

置及びビーズミル並びにこれらを用いた分散または粉砕方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「引張り測定器用試料台」 研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Ｍｇ合金」 研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「層状希土類水酸化物を製

造する方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「層状希土類水酸化物、そ

れを用いたアニオン交換材料および蛍光材料」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「立向姿勢溶接方

法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について　　　　　　　　　　　　　　　　「耐熱、耐アルカリ性アル

ミノケイ酸塩ガラスの製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について　　　　　　　　　　　　　　　　「ニッケル基単結晶超合金

（TMS82+）」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
特許権等実施報告書の提出について　　　　　　　　　　　　　　　　「定比組成ニオブ酸リチウ

ム、タンタル酸リチウム単結晶の製造方法および装置」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「超伝導ホウ素化合物

MgB2薄膜の作成方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ＲＥで賦活したヨ

ウ化ルテチウム系単結晶およびその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割特許出願、出願審査請求書および職務発明認定書発行について

「雰囲気制御型加熱装置」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ヨウ化物系単結晶

体、その製造方法、およびヨウ化物系単結晶体からなるシンチレータ」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「塑性加工性に優れた鋼細

線又は薄帯鋼板」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「塑性加工性に優れた鋼細

線又は薄帯鋼板」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「液体水素用液面セ

ンサ及び液体水素用液面計」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「フォトリフラク

ティブ材料」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「分子構造予測方法」 研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割出願、上申書、持分割合証明書および職務発明認定書発行について

「タンタル酸リチウム単結晶からなる波長変換素子」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「光半導体素子封止

用樹脂組成物およびそれを用いて得られる光半導体装置」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「電極用炭素材料及びその製造方

法、電極及びその製造方法、並びに、電気化学デバイス及びその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「二ホウ化ジルコニウム

（ＺｒＢ２）単結晶とその育成法並びに半導体形成用基板」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書、持分証明書の発行について　　　　　　　　　　「強固に付着した銅めっき安定

化材を有するＮｂ－Ａｌ系超伝導線材とその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「窒化ガリウム等の

Ⅲ族窒化物の成膜方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「エレクトロスピニング

法とそれを実施する繊維製造装置」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、証明書提出及び特許出願について　　　　　　　　　「酸化物超伝導体とその製造方

法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「絶縁膜材料、この絶縁膜材料を用いた成膜方法および絶縁膜」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「タンタル酸リチウ

ム単結晶からなる波長変換素子」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継、証明書、知的財産権出願通知書の提出及び特許出願について

「層状水酸化物と単層ナノシート及びそれらの製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、産業財産権等出願通知書及び特許出願について

「磁場の補正装置及び磁場の補正方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願、委任状の発行について　　　　　　　　　　「マグネシウム、珪素、スズか

らなる熱電半導体およびその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Method for

Producing MgB2 Superconductor and MgB2 Superconductor」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「MgB2超電導体の製造

方法およびMgB2超電導体」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「窒化ホウ素系繊維

紙およびその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「磁束集中化装置」 研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書および持分割合証明書の発行について　　　　「固－液混合型ニ成分系生体内分解

吸収性粘着性医用材料」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「窒化ガリウム等のⅢ族

窒化物の成膜方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「サイアロン蛍光

体」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継、証明書提出及び特許出願について　　　　　　　　　「有機無機複合体」 研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証 承継した特許権等の職務発明者への譲渡について　　　　　　　　「硬さ試験方法」 研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び共同出願契約書の締結について

「表示素子」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「フェノール樹脂組

成物及びその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分譲渡証明書
持分譲渡証明書の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「脱細胞化軟組織の調整

方法、移植片、及び培養部材」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「帯鋼又は鋼板の製造方

法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「ポリマ有機・無機又は金

属積層体とその作製方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継 権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　「非鉛系圧電材料」 研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び共同出願契約書の締結について

「透明垂直磁化膜を用いたパターン及びパターン読み取り方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び共同出願契約書の締結について

「偏光変換素子」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「有機無機複合体の

製造方法及び有機無機複合体並びに高分子複合材料」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割特許出願、出願審査請求書および職務発明認定書発行について

「磁気フィルター」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割特許出願、出願審査請求書および職務発明認定書発行について

「磁気フィルター」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割特許出願、出願審査請求書および職務発明認定書発行について

「磁気フィルター」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
分割特許出願、出願審査請求書および職務発明認定書発行について

「磁気フィルター」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願

分割出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「金属イオンで一

部置換または表面担持されたリン酸カルシウム多孔質球形粒子とリン酸カルシウム多孔質多層球形

粒子」

研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、代理人への委任状提出、持分契約書の発行

及び特許出願について

「多孔質リン酸三カルシウム系焼結体及びその製造法」

研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合証明書 持分証明書の発行について 研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願、委任状及び知的財産権出願等通知書の提出について

「非鉛系磁性光学素子とその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願、委任状及び知的財産権出願等通知書の提出について

「結晶成長用基板とこれを用いた結晶成長方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　　「多孔質セラミックスとその製

造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　「人工オパール膜生成装置」 研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　　「ｓｐ３－結合性BN高密度層

を有するBN薄膜およびその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　　「コーン・エミッタの形成方

法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について　　　　　　　「半導体材料とその製造方法」 研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国共同出願契約書の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　「磁性膜及びその製造方

法、並びに磁気光学素子」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成20年4月～6月請求期限（国内単独）案件

一括処理）
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び委任状の提出について　　　　　　　　　　　　　　　「ニ元系アルミニウム合

金粉末焼結材とその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願及び委任状の提出について　　　　　　　　　　　　　　　「記録媒体とそれを用い

た記録装置、情報の記録及び消去方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許
外国特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｢Mg含

有ZnO系混晶単結晶、その積層体およびそれらの製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権
国内優先権主張出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｢

マグネシウム、珪素、スズからなる熱電半導体およびその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の発行について

「Pt/CeO2/導電性炭素ﾅﾉﾍﾃﾛｱﾉｰﾄﾞ材料およびその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状
委任状の発行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「バイモー

ダル細孔を有する三次元立方メソ多孔性窒化炭素とその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 権利の承継
権利の承継及び特許出願について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｢金

属が添加された多孔化シリカ(MeKIT-5)及びその製造方法」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明

職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「自立Ｍｇ含有ＺｎＯ系混晶単結晶ウエファーおよびそれに用いるＭｇ含有ＺｎＯ系混晶単結晶の

製造方法」

研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について

「ZnO単結晶の製造方法およびそれによって得られた自立ZnO単結晶ウエファー」
研究連携室 20090101 30 20381231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（０７－ＭＳ－１３

２） 
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（０７－ＭＳ－１４

７） 
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について(07-MS-203) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について（07-MS-200） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（０７－Ｗ－４０） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（０７－ＭＳ－２１

６） 
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（０７－Ｗ－３０） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（０７－ＭＳ－２０８） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（０8－Ｗ－01） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 分割特許出願、出願審査請求書および職務発明認定書発行について(03-MS-266D) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（特願2002-289415） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2005-231195） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（特願2004-090613） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2005-240783） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-514126） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（０８－Ｗ－０７） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-528952） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（０６－Ｗ－４３） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（０６－Ｗ－３1） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（０６－Ｗ－３０） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（０８－Ｗ－０８Ｌ） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状及び持分譲渡による共有者の同意書の発行について（特願２００２－３５３３４０） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状及び持分譲渡による共有者の同意書の発行について（特願２００２－３５３３４８） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状及び持分譲渡による共有者の同意書の発行について（特願２００２－３４８７９８） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状及び同意書の発行について（０３－ＭＳ－１０６） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状及び同意書の発行について（０２－ＭＳ－２０６） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状及び同意書の発行について（０２－ＭＳ－２５９） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状及び同意書の発行について（０２－ＭＳ－２６０Ｒ） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（特願2001-357178） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術開発あっせん契約書(写)の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 特許出願、新規性喪失の例外証明書、持分証明書及び委任状について（０７－ＭＳ－１６５） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（０８－Ｗ－０４ 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願について（０８－Ｗ－０８Ｌ） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1310】特許証の送達について（特願2000-341130） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願について（07-MS-059R） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（特願2002-142154） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 【3154】分割出願、出願審査請求書および職務発明認定書発行について(03-MS-272D) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（特願2002-073218） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（特願2003-578833） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（特願2003-199711） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（特願2004-073711） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 特許出願及び知的財産権出願等通知書の発行について（０７－ＭＳ－１９３） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 特許出願及び知的財産権出願等通知書の発行について（０７－ＭＳ－１９２） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（特願２００２－０８４３８０） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（０８－Ｗ－０３） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願について（０７－ＭＳ－１２７Ｒ） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査 出願審査請求書提出及び職務発明認定書の発行について（特願2006-531808） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委託契約 「生体置換型有機無機複合人工骨の製造技術」に関する新技術開発委託契約について(通知) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（０８－Ｗ－１０） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 技術相談 技術相談等依頼申込みについて 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（０８－Ｗ－０２） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（０７－ＭＳ－２０８） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（０８－Ｗ－０７） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3160】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について(07-MS-205) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 【3161】分割出願、出願審査請求書および職務発明認定書発行について(04-MS-90RD) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（特願2005-079059） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 特許出願、新規性喪失の例外証明書、持分証明書及び委任状について（０７－ＭＳ－１６５） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【312】委任状の発行について(PCT/JP2006/323501) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 資産賃貸借 株式会社オキサイドの居室賃貸借について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 資産賃貸借 株式会社プローブ工房の居室賃貸借について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 認定期間 NIMSベンチャー企業の認定期間延長について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 認定期間 NIMSベンチャー企業との覚書に係る有効期間の延長について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０３８) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０３８) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【08-MS-037】 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、特許出願、委任状、職務発明認定書及び持

分割合証明書について（08-MS-020）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許権等の実施許諾について (High Temperature Super Alloy) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について(０８－ＭＳ－０１８) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 契約書 契約書の締結について（02-MS-206） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 契約書 契約書の締結について（02-MS-259） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 契約書 契約書の締結について（02-MS-260） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 契約書 契約書の締結について（03-MS-106） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、知的財産権出願通知書の提出及び特許出願について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出について(０８－ＭＳ－０３３F) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出について(０８－ＭＳ－０２７F) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出について(０８－ＭＳ－０２７F) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（０８－ＭＳ－１７

１）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
特許分割出願及び委任状、職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について（１２－Ｍ－６４

Ｄ）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について(０８－ＭＳ－０５２) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、特許出願及び知的財産権出願等通知書の発

行について（０８－ＭＳ－０４１Ｆ）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び知的財産権出願等通知書の提出について（０８－Ｗ－１３ＬＦ） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び産業財産権通知書の提出について（０８－Ｗ－１３ＬＦ） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出について（０８－Ｗ－１３ＬＦ） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（０８－ＭＳ－０４

８）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（０８－ＭＳ－０４

９）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【08MS043】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS044】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（特願2000-201215） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出について(08-MS-055F) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願について(０7－ＭＳ－２１２ＲＲ) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願について(07-MS-212RR) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出について(０８－ＭＳ－０６５F) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2322】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2005-295578） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2322】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2005-295578） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1528】特許証の送達について（特願2003-026365） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【0981P】委任状の発行について（特許第4042933号） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０６２) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０６７) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について(０８－ＭＳ－０６６) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０５９) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出について（08-W-15F） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び共同出願契約書の締結について（０８－ＭＳ－０８９） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び共同出願契約書の締結について（０８－ＭＳ－０９０） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、特許出願及び委任状の発行について（０８

－ＭＳ－０６０）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、特許出願及び委任状の発行について（０８

－ＭＳ－０６０）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 同意書 同意書の発行について（01-MS-28、01-MS-29） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 解任状・委任状 【182】解任状・委任状の発行について（中国整：04-W-46） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【313】委任状の発行について（中国整：06-W-48） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０７０) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【3229】知的財産権出願通知書の提出について(特願2008-500468) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【1454】委任状の発行について（特願2002-276001） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【3229】知的財産権出願通知書の提出について(特願2008-500468) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1047P】特許証の送達について（平成１１年特許願第246819号） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【3195】委任状の発行について（特願2007-546516） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2424】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-036967） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【1375】持分割合証明書の発行について(特願2001-238408) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【1376】持分割合証明書の発行について(特願2001-253194) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【1390】持分割合証明書の発行について(特願2001-206457) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【1391】持分割合証明書の発行について(特願2001-206458) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【2878】持分割合証明書の発行について(特願2001-224048) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（特願2000-201215） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 解任状・委任状 【171】解任状・委任状の発行について（中国整：04-W-25） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書、知的財産権出願通知書の提出及び特許出願について【08-MS-109F】 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【3585】持分割合証明書の発行について(特願2009-092745) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０７２) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継、証明書提出、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出について(０８－ＭＳ－０

５５F)
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【0923P】特許証の送達について（特願H10-052556） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（08-W-16F） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 確認書 確認書の締結について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び外国共同出願契約の締結について（０８－Ｗ－１7Ｌ） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2303】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2005-295436） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出について(０８－ＭＳ－０２７F) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、特許出願、委任状及び持分割合証明書につ

いて（０８－ＭＳ－０７９）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び委任状の発行について（０８－MS－０

９２Ｒ）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2265】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2005-269056） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、特許出願及び証明書の提出について（０８

－ＭＳ－０６８）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成20年10月～12月請求期限（国内単独）案

件一括処理）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０７５) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2446】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-076942） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（０８－ＭＳ－０５８） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０６１) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０６９) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について（０８－ＭＳ－１７４） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について（０８－ＭＳ－１７５） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、特許出願について（08-MS-101） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(08-W-19) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【1044P】持分割合証明書の発行について(特願H11-241830) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０７３) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０７３) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、特許出願、知的財産権出願等通知書の発行及び委任状の発行につい

て（０８－ＭＳ－１０２F）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 秘密保持契約 秘密保持延長契約の締結について　(Evaluating the single crystal superalloys) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3234】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-517912） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3234】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2008-517912) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（国内共願　案件一括処理） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（国内共願　案件一括処理） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 解任状・委任状 【171】解任状・委任状の発行について（中国整：04-W-25） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０７１Ｅ) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1174】特許証の送達について（特願H10-087715） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1176】特許証の送達について（特願H10-087717） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 特許出願及び新規性喪失の例外証明書の発行について（０８－ＭＳ－０９２R） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2364】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2005-364850） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2371】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-006263） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（08-W-21） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０７６Ｅ) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2466】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-030050） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 国内特許出願について（０８－ＭＳ－０５８） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（01-MS-62） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1400P】特許証の送達について（特願2003-095742） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（07-W-01） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（04-MS-295） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
【3173】共同出願契約書の締結、職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2005-

362355)
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1298】特許証の送達について（特願2000-273187） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【0973P】持分割合証明書の発行について（特願H10-260956） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1827】特許証の送達について（特願2004-120028） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1786】特許証の送達について（特願2004-081920） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証 Assignmentの発行について（03-W-48） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証 Assignmentの発行について（03-W-71） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０９９Ｅ) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願について(０７－ＭＳ－１３１Ｒ) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願について(０７－ＭＳ－１３３Ｒ) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願について(07-MS-134R) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2350】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2005-349315） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について　（コバレントマテリアル） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出について(０８－ＭＳ－０７４F) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について(０８－ＭＳ－０８７) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について(０８－ＭＳ－０８７) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について(０８－ＭＳ－０８７) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2338】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2005-354154） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（０８－ＭＳ－０８

０）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－１００) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1623】特許証の送達について（特願2003-318250） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1712】特許証の送達について（特願2004-000746） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の発行について（０８－W-２５） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継、証明書提出、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出についてについて(０８－

ＭＳ－０９５Ｆ)
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、特許出願及び証明書の提出について（０８－ＭＳ－０３２） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０９８) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の発行について（０８－W-２３Ｌ） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（包括委任） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2346】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2005-337684） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について(０８－ＭＳ－０１４Ｅ) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（技術の封印） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1406P】特許証の送達について（特願2003-131083） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 特許証の送達について（特願2003-350795） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、特許出願及び持分割合証明書の発行について　（08-MS-091） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許権等「希土類元素を付活させた酸窒化物蛍光体」等に関する実施許諾の変更について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許権等「希土類元素を付活させた酸窒化物蛍光体」等に関する実施許諾の変更について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の発行について（０８－W－２４） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【0981P】持分割合証明書の発行について(特許第4042933号) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出、特許出願について(０８－ＭＳ－９７) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2465】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-006325） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2464】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-013816） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2452】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-070029） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－１０３) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1873】特許証の送達について（特願2004-161844） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1201P】特許証の送達について（特願2001-260570） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2451】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-076228） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2559】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-134083） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－１１２) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－１１５Ｅ) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－１１４) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分譲渡 【1375】持分譲渡による出願人名義変更届について(特願2001-238408) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分譲渡 【1376】持分譲渡による出願人名義変更届について(特願2001-253194) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2443】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-069625） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証書 譲渡証書の発行について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願及び委任状の発行について（07-MS-190R） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 【3259】産業財産権等出願通知書の提出について(特願2008-515500) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分譲渡 【2346】持分譲渡による共有者の同意書について(特願2005-337684) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－１１８) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について(０８－ＭＳ－１１７) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 【2420】産業財産権等出願通知書発行について(特願2006-060027) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 【2421】産業財産権等出願通知書発行について(特願2006-060056) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2417】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-031760） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－０５４) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に伴う出願契約書の締結について（1510） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に伴う出願契約書の締結について（1511） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に伴う出願契約書の締結について（1512） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【2549】特許証の送達について（特願2006-171766） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1362】特許証の送達について（特願2001-262476） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【1298】委任状および持分割合証明書の発行について（特許第4187917号） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、特許出願、持分割合証明書の発行について　（08-MS-056） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、特許出願、持分割合証明書の発行について　（08-MS-088） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2465】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-006325） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に伴う出願契約書の締結について（183：ＥＰ） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1033P】特許証の送達について（特願 Ｈ１１―２１３３５７） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1204】特許証の送達について（特願H11-112708） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【3234】特許証の送達について（特願2008-517912） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の発行について（08-W-26） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1044P】特許証の送達について（特願H1-241830） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【0894P】特許証の送達について（特願H09-256482） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1774】特許証の送達について（特願2004-070693） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1609】特許証の送達について（特願2003-209145） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1454】特許証の送達について（特願2002-276001） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他 特許戦略ポータルサイト「自己分析用データ」ダウンロード用パスワード交付申込書について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【1006P】持分割合証明書の発行について(特願H11-052007) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1206P】特許証の送達について（特願2001-256449） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【0973P】特許証の送達について（特願H10-260956） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1169P】特許証の送達について（特願2001-094369） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1070P】特許証の送達について（特願H11-359822） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約
特許権等「蛍光体と蛍光体を用いた発光器具」等に関する特許権等実施契約変更申請について（回

答）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－１２８) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1412P】特許証の送達について（特願2003-180290） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の発行について（０８－W-３１） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1327】特許証の送達について（特願2001-017694） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1063P】特許証の送達について（特願H11-322100） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【08MS126】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2408】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-043960） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（763P） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（07-W-12） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【1032P】持分割合証明書の発行について(特願H11-179914) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願について(07-MS-122R) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、特許出願及び産業財産権出願通知書について（０８－ＭＳ－１２１

Ｆ）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に伴う出願契約書の締結について（183：米国） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に伴う出願契約書の締結について（162：米国） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に伴う出願契約書の締結について（183：ＥＰ） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1768】特許証の送達について（特願2004-067514） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（08-W-30） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－１４０) 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成21年1月～3月請求期限（国内単独）案件

一括処理）
研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同研究 共同研究契約の締結について（スピントロニクス技術の研究開発） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1206P】特許証の送達について（特願2001-256449） 研究連携室 20090101 30 20281231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
部門長達

【ユニット長達「ナノ材料科学環境拠点運営会議の設置について」及び「ナノ材料科学環境拠点

ニーズ抽出会議の設置について」の制定について】
運営総括室 20100101 30 20391231 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

技術開発・共用部門
科学情報プラット

フォーム
図書 「図書資料業務の運営について」の改正について

科学情報プラット

フォーム長
20100101 30 20391231 紙 科学情報プラットフォーム

科学情報プラット

フォーム
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類

「物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点任期制研究者等採用要領」の制定につ

いて
事務部門 20100101 30 20391231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
コミットメント ホスト機関の長の交代による「ホスト機関からのコミットメント」の提出について 事務部門 20100101 30 20391231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類

「独立行政法人物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点在外研究員派遣事務手続

要領」の改正について
事務部門 20100101 30 20391231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点在外研究員派遣要領の改訂について

国際ナノア－キテクト

ニクス研究拠点
20100101 30 20391231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

総務部門 総務室 文書 開示決定等の期限の特例規程の適用について（通知）および法人文書開示決定通知について 契約課 20090119 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第六条の三第一項に基づく報

告について
法規係 20090210 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 弁護士への訴訟委任について 法規係 20090213 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の一部改正について 法規係 20090220 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 損害賠償等請求事件に関する弁護士との委任契約について 法規係 20090224 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の改正について 法規係 20090302 30 20291231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 キャリア形成研究職員給与規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20090309 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 倫理規程の運用の手引きの一部改正について 法規係 20090309 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 身分証明書等取扱いに関する達の一部改正について 法規係 20090309 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 試験成績証明書 試験受託終了精算に伴う試験成績証明書の交付等について 総務課 20090317 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 法人文書の開示の実施方法等の申出について 契約課 20090318 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 法人文書開示決定通知について 契約課 20090318 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 争訟事件の処理について（通知） 法規係 20090323 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 規程類 役員報酬規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20090323 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 試験成績証明書 試験受託終了精算に伴う試験成績証明書の交付等について 総務課 20090330 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の一部改正について 法規係 20090330 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の一部改正について 法規係 20090511 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の一部改正について 法規係 20090525 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 役員報酬規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20090529 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の一部改正について 法規係 20090608 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 水戸地方裁判所土浦支部平成21年（ワ）第8号損害賠償等請求事件の結果について（報告） 法規係 20090617 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 変更登記（法人代表者の重任）の申請について 法規係 20090625 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 変更登記（法人代表者の変更）の申請について 法規係 20090630 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 水戸地方裁判所土浦支部平成２１年（ワ）第８号損害賠償等請求事件の確定について（報告） 法規係 20090702 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 商業登記に基づく電子証明書発行申請について 法規係 20090911 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類
「職員の職務に係る倫理の保持のための体制及び利害関係者から受ける報酬に関する参考となるべ

き基準及び利害関係者との間における規制等について」の改正について
法規係 20090928 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の一部改正について 法規係 20091126 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 役員報酬規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20091130 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 定年制職員規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20091222 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 定年制職員規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20091222 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程集（平成18～平成21年） 法規係 20100101 30 20391231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程類登録簿（平成13～平成21年） 法規係 20100101 30 20391231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 ユニット長達登録簿（平成13年～平成21年） 法規係 20100101 30 20391231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 ユニット長達（平成21年） 法規係 20100101 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成21年規程類の制定及び改正① 法規係 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成21年規程類の制定及び改正② 法規係 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成21年理事会議資料 法規係 20100101 30 20391231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成21年幹事会資料 法規係 20100101 30 20391231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 事務部門連絡調整会議(平成19～平成21年) 法規係 20100101 30 20391231 電子 総務室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２１年度事務職採用関係 人事係 20100101 30 20391231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２１年度任免① 人事係 20100101 30 20391231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２１年度任免② 人事係 20100101 30 20391231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２１年度任期制職員雇用契約書（招聘研究員等） 人事係 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２１年度任期制職員雇用契約書（事務業務員等） 人事係 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２１年度　６５歳以上の審査、特別審査 人事第２係 20100401 30 20400331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄



人材部門 人事室 非常勤

平成２１年度　任期制職員　雇用契約書

　（NIMS招聘研究員、NIMS研究員、NIMS特別研究員、フレッシュキャリア、NIMS特別専門

職、

人事第２係 20100401 30 20400331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤
平成２１年度　任期制職員　雇用契約書

　（研究業務員、事務業務員）
人事第２係 20100401 30 20400331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 規定類 平成２１年度　科学研究上の不正行為防止について 人事第２係 20100401 30 20400331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２１年度　辞職願（任期制職員） 人事第２係 20100401 30 20400331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２１年度　任期制職員　採用依頼書　４月① 人事第２係 20100401 30 20400331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２１年度　任期制職員　採用依頼書　４月② 人事第２係 20100401 30 20400331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２１年度　任期制職員　採用依頼書　４月③ 人事第２係 20100401 30 20400331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２１年度　任期制職員　採用依頼書　４月④ 人事第２係 20100401 30 20400331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２１年度　任期制職員　採用依頼書　５月～ 人事第２係 20100401 30 20400331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２１年度　任期制職員　採用依頼書　９月～ 人事第２係 20100401 30 20400331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２１年度　任期制職員　採用依頼書　１２月～ 人事第２係 20100401 30 20400331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

平成２２年度

秘書室 会議 役員連絡会議 役員連絡会議資料　平成22年度　① 秘書室 20110401 30 20410331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 会議 役員連絡会議 役員連絡会議資料　平成22年度　② 秘書室 20110401 30 20410331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 輸出管理社内規程の内容変更届について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障
「独立行政法人物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の書式について（要領）」の

改正について

千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 輸出者等概要・自己管理チェックリストの提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 一般包括許可申請について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 「物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）」の改正について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 「物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）」の改正について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 一般包括役務取引許可申請書について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 自主判定結果に基づく非該当判定書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110202 30 20401231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 独立行政法人物質・材料研究機構安全保障輸出管理に関する書類の様式についての改正について
千現地区安全管理事務

所
20110401 30 20401231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 「物質・材料研究機構安全保障輸出管理に関する書類の書式について（要領）」の改正について
千現地区安全管理事務

所
20110711 30 20401231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 独立行政法人　物質・材料研究機構安全保障輸出管理に関する書類の書式について（要領）
千現地区安全管理事務

所
20110711 30 20401231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 輸出管理社内規程の内容変更届について
千現地区安全管理事務

所
20110715 30 20401231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 輸出者等概要・自己管理チェックリストの提出について
千現地区安全管理事務

所
20110722 30 20401231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 「物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）」の改正について
千現地区安全管理事務

所
20110912 30 20401231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価
独立行政法人物質・材料研究機構　第９期事業年度

（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）
評価室 20110101 30 20401231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成２１年度における業務の実績報告書の提出について 評価室 20110101 30 20401231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成２１年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知） 評価室 20110101 30 20401231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成２２年度年度計画 企画調整室 20110101 30 20401231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄



人材部門 人材開発・大学院室 採用審査 平成22年度採用審査資料 人材開発室 20100401 30 20400331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 研究職及びエンジニア職採用要領の改正について 人材開発室 20101008 30 20410331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 早稲田大学理工学術院と独立行政法人物質・材料研究機構との連携・協力に関する協定書 大学院室 20110101 30 20401231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書
国立大学法人北海道大学大学院総合化学院と独立行政法人物質・材料研究機構との連携に関する協

定書
大学院室 20110101 30 20401231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書
国立大学法人北海道大学大学院理学院と独立行政法人物質・材料研究機構との連携に関する協定書

について
大学院室 20110101 30 20401231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 早稲田大学理工学術院と独立行政法人物質・材料研究機構との連携・協力に関する協定書 大学院室 20110101 30 20401231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 修了証 「知の市場」修了証について 人材開発室 20110101 30 20401231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 修了証 「知の市場」修了証について 人材開発室 20110101 30 20401231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 研究職及びエンジニア職採用要領の改正について 人材開発室 20110101 30 20401231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 研究職及びエンジニア職採用要領の改正について 人材開発室 20110101 30 20401231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達
独立行政法人物質・材料研究機構におけるＮＩＭＳジュニア研究員の入学金等の立替に関する要領

の改正について
大学院室 20110101 30 20401231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 人材紹介契約 人材紹介会社との契約について(特許専門職) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 人材紹介契約 人材紹介業務 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 研究職及びエンジニア職採用要領の改正について 人材開発室 20110124 30 20410331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について（回答） 資産 20100401 30 20400331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について（依頼） 資産係 20110401 30 20410331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産
独立行政法人物質・材料研究機構

貴金属管理要領の一部改正について
資産係 20110401 30 20410331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算
第9期事業年度（平成21年4月1日～平成22年3月31日まで）の独立行政法人物質・材料研究機構財

務諸表に係る経営者確認書の提出について
予算決算係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 第９事業年度　財務諸表等の提出について 予算決算係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 第9事業年度　独立行政法人物質・材料研究機構　財務諸表等の監査について 予算決算係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 予算 目的積立金承認申請書の提出について 予算決算係 20110401 30 20410331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について 予算決算係 20110401 30 20410331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（同意） 予算決算係 20110401 30 20410331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の交代に伴う通知および守秘義務に関する確認書 予算決算係 20110401 30 20410331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（通知） 予算決算係 20110401 30 20410331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算 平成２１年度における利益の処理について 予算決算係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 独立行政法人物質・材料研究機構第９期財務諸表等の承認について 予算決算係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算 独立行政法人物質・材料研究機構第９期事業年度財務諸表に関する公告について 予算決算係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 決算
第10事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）独立行政法人物質・材料研究機構　財

務諸表に係る経営者確認書の提出について
予算決算係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２２年度　４月　１／１） 経理係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２２年度　５月　１／１） 経理係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２２年度　６月　１／１） 経理係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -



総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２２年度　７月　１／１） 経理係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２２年度　８月　１／１） 経理係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２２年度　９月　１／２） 経理係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２２年度　９月　２／２） 経理係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２２年度　１０月　１／１） 経理係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２２年度　１１月　１／１） 経理係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２２年度　１２月　１／１） 経理係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２２年度　１月　１／１） 経理係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２２年度　２月　１／２） 経理係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２２年度　２月　２／２） 経理係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２２年度　３月　１／２） 経理係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２２年度　３月　２／２） 経理係 20110401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成22年度） 資産係 20110401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 財務 財務諸表（平成22年度） 財務班 20110401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成22年度） 財務班 20110401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（平成22年度） 財務班 20110401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成21年度 千現施設維持第１係 20110101 30 20401231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 ｽｸﾘｭｰ冷凍機及び空冷ﾁﾗｰ点検整備　平成21年度 千現施設維持第１係 20110101 30 20401231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成21年度 千現施設維持第１係 20110101 30 20401231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ボイラー及び圧力容器等点検整備　平成21年度 千現施設維持第１係 20110101 30 20401231 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 許可申請書（並木地区　総合研究棟新築） 施設管理・建設係 20110401 30 20400331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 完了検査申請書（千現地区、並木地区駐輪場新設） 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 確認済証（千現・並木地区　駐輪場新設） 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 検査済証（千現地区、並木地区駐輪場新設） 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 地区計画の区域における行為の届出書 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 敷地認定通知書（千現地区及び並木地区） 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 建設リサイクル法の届出書 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染調査命令書（並木地区総合研究棟） 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建築基準法第12 条第5 項の規定に基づく報告書（並木地区　総合研究棟新築） 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建築基準法第１５条第１項の規定による建築工事届（並木地区　総合研究棟新築） 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 確認申請書【建築物】（並木地区　総合研究棟新築） 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建設工事に係る資材の再資源化等に関する届出書（並木地区　総合研究棟新築） 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 景観計画区域内における行為の届出書及び通知書の提出について 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 特定公共的施設新築等工事届出書(総合研究棟新築工事） 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水設備設置計画確認申請書（並木地区　総合研究棟新築） 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 特定施設設置変更届出書【水濁法】（並木地区　総合研究棟新築） 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 給水装置工事申込書等について（並木地区　総合研究棟新築） 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 専用水道布設工事設計確認申請書（並木地区　総合研究棟新築） 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 計画変更確認申請書（建築物）(並木地区　総合研究棟新築） 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建築基準法第12 条第5 項の規定に基づく報告書（並木地区　総合研究棟新築） 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染状況調査結果報告書 施設管理・建設係 20110401 30 20410331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成２１年下期核燃料物資管理報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置・移転・変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 向精神薬 向精神薬製造量等の届出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 選任・解任 防災管理者選任届書について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線常務従事等承認申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 安全衛生 22本施第773号桜地区総括安全衛生管理者の選任及び安全管理者の指名について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事承諾書（他機関管理従事者用）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 目黒地区安全管理者の指名について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射性同位元素等 管理下にない放射性同位元素等に関する一斉点検の報告について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 平成２２年千現地区安全衛生委員会委員の指名について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者届書及び高圧ガス保安統括者代理者届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 並木地区安全衛生委員会の指名について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 輸出管理社内規程の内容変更届について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物
「独立行政法人物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の書式について（要領）」の

改正について

千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事者承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録証明書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 ｢放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 ｢放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認知証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 消防 子髄中の消防計画作成届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成21年度放射線管理状況報告書（許可届出使用者）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 輸出者等概要・自己管理チェックリストの提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安技術管理者等届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス施設「保安j検査申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 クレーン クレーン休止報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成２２年上期核燃料物質管理報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者終了書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査の定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス施設「保安検査申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 「消防用設置等（特殊消防用設置等）設置届出書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 一般包括許可申請について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 「物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）」の改正について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス施設「保安検査申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査の定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設休止届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査の定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線障害予防規程変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務者登録について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 冷凍保安責任者届出書及び冷凍保安責任者代理者届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射性同位元素等 管理下にない放射性同位元素等に関する一斉点検の実施及び報告について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 麻薬 「①麻薬年間届出書」及び「②研究同意書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 「物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）」の改正について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 一般包括役務取引許可申請書について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防
『消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書』及び『発電設備設置届出書、変電設備設置届出

書、蓄電池設備設置届出書』の提出について

千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬 火薬類譲受許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110101 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 分割出願 分割出願、委任状、職務発明認定及び持分割合証明書発行について(06-MS-099D) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（PCT/JP2008/065989　日本移行） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ノウハウ ノウハウ認定書の発行について(一ノ瀬) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権等実施契約の締結について（株式会社超合金） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1555】特許証の送達について（特願2003-090459） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(第2874130号) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分譲渡 持分譲渡による共有者の同意書について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に伴う譲渡証書の発行について(06-W-42 EP・中国・韓国) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS101】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について（管理番号：323） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS077】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2810】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-048182） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2811】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-048183） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（PCT/JP2008/057512） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について(09-MS-096) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS092】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願及び委任状の発行について（08-MS-139R） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2977】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-274101） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1619】特許証の送達について（特願2003-303698） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1321】特許証の送達について（特願2000-379336） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS097】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1863】特許証の送達について（特願2004-158503） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（09-W-18） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS091】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1694】特許証の送達について（特願2003-282196） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1084P】特許証の送達について（特願2000-067816） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1326P】特許証の送達について（特願2002-303660） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について(08-ＭＳ-187Ｒ) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1410】特許証の送達について（特願2002-065778） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS093】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2812】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-040085） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 分割出願 分割出願、出願審査請求書および職務発明認定書発行について(03-MS-248D) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願及び委任状の発行について（08-MS-139R） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2845】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-135743） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 【3503】名義変更に伴う譲渡証書の発行について(特願2009-514158) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS089】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS0088】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1519】特許証の送達について（特願2004-560575） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（09-W-16） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（09-W-17） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1936】特許証の送達について（特願2004-234259） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許実施契約解約の覚書の締結について （セイミケミカル株式会社） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願の発行について（09-MS-

082）
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願及び産業財産権通知書の発行について（08-MS-121FR） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願について【08MS170R】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS085】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS086】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS081】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 あっせん契約 新技術開発あっせん受託契約条件の一部変更の承認ついて（回答）「マンガン基制振合金」 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国際商標出願 国際商標出願および宣誓書について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国際商標出願 国際商標出願および宣誓書について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2817】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-074657） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3249】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-228904） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【08-MS-083F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 覚書 NIMSベンチャー企業との覚書の締結について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2755】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-24745） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2910】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-158291） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2911】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-158290） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（09-W-19） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に伴う宣誓書の発行について(07-W-30 EPC) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（07-W-38） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 産業技術力強化法第17条第2項第5号に係る証明書の発行について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS080】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1725】特許証の送達について（特願2003-346436） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3312】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-307276） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS079】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 実施許諾承認申請について（回答） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1395P】特許証の送達について（特願2003-088648） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS076】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS076】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（02-MS-254） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許権等実施の許諾について（回答） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権等実施契約書の締結について(富士化学：コロイド結晶シート) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について(08-ＭＳ-114Ｒ) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（07-W-31） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1842】特許証の送達について（特願2004-128630） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2708】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-327573） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【2173】特許証の送達について（特願2005-143306） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1559】特許証の送達について（特願2003-083731） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権等実施契約の締結について(コメット：知京) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（09-MS-103） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 覚書 NIMSベンチャー企業との覚書の締結について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 【1239】特許証の送達について（特願2000-002240） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1286】特許証の送達について（特願2000-185878） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権等実施契約の締結について(多木化学：生駒) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 認定 NIMSベンチャー企業の認定について　（株式会社超合金） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 認定 NIMSベンチャー企業の認定について　（株式会社超合金） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（07-W-17） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【2366】特許証の送達について（特願2005-511354） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3487】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-516136） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、特許出願、知的財産権出願等通知書の発行

及び委任状の発行について（09-MS-056F）
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS068】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(第3877060号) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(第3877677号) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(第3002692号) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【08MS125】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願について【08MS103R】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（09-W-13） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS063】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（09-MS-061） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【08-W-09】委任状の発行について（中国・韓国） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【07-W-15】委任状の発行について（中国・韓国） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1812】特許証の送達及び知的財産権登録等通知書の提出について（特願2004-118872） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成21年10月～12月請求期限（国内単独）案

件一括処理）
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【09-MS-065F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2885】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-138843） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2959】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-162631） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2818】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-054088） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2820】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-066930） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2735】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-333150） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2734】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願20006-333148） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2716】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-329352） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（09-W-14） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS062】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（09-MS-073） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（PCT/JP2008/056536） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1882】特許証の送達及び知的財産権登録等通知書の提出について（特願2004-176062） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【09-MS-059F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2847】職務発明認定書の発行について（特願2007-073188） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 債権発生通知書の発行について（09-MS-048） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【2040】特許証の送達について（特願2004-375594） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【09-MS-071F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証書 譲渡証書の発行について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（09-MS-003） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1112P】特許証の送達について（特願2000-232531） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（04-W-39：中国） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（09-W-13） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1008p】特許証の送達について（H11-052009） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(第3484443号) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 商標(TMW)に関する委任状及び事務所との契約に関するサインについて 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(第3125907号) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(第3125907号) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(第3780297号) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(第3780298号) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS053】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS054】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1860】特許証の送達について（特願2004-154734） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2837】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-302327） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（09-MS-003） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1693】特許証の送達について（特願2003-390498） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3466】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-509153） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に伴う委任状の発行について(12-KN-01 韓国) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に伴う譲渡証書の発行について(12-KN-01 EPC) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に伴う譲渡証書、委任状及び確認書の発行について(12-KN-01 台湾) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 申請書 識別ラベル交付申請書の発行について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（09-MS-048） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について【08MS145】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について（3498/09-MS-078） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【1519】持分割合証明書の発行について(特願2004-560575) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証書 譲渡証書の発行について（589P） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証書 特許権譲渡契約書の締結について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS051】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2684】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-309780） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2750】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-009087） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 分割出願、上申書、持分割合証明書および職務発明認定書発行について(04-MS-21D) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS001】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2705】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-315707） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2736】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-352169） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1813】特許証の送達について（特願2004-089589） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3141】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-542773） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（０９－ＭＳ－０１

８）
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3462】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-502637） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証書 譲渡証の発行について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1180】特許証の送達について（H10-188295） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1227P】特許証の送達について（特願2002-015077） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS043】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 【1371p】特許証の送達について（特願2003-0454853） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS045】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【2519】特許証の送達について（特願2005-514516） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国出願及び委任状の発行について(09-W-08) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1349P】特許証の送達について（特願2002-337598） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 持分割合証明書の発行について(特願2000-185878、特願2000-002240) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2988】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-247755） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2913】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-153075） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1711】特許証の送達について（特願2003-435980） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1673】特許証の送達について（特願2003-388467） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書、知的財産権出願通知書の提出及び特許出願について【08-MS-109F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書、知的財産権出願通知書の提出及び特許出願について【08-MS-109F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許の発明者との譲渡契約締結について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【09-MS-042F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2641】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-243251） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（08-W-41） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS041】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2721】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-334538） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1287】特許証の送達について（特願2000-228903） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【3431】知的財産権出願通知書の提出について(特願2009-509014) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2602】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-217836） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許権等実施の許諾について（回答） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 認定 NIMSベンチャー企業の認定について　（NIMBUS Technologies LLC） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 実施許諾承認申請について（回答） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 認定 NIMSベンチャー企業の認定について　（NIMBUS Technologies LLC） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（03-W-43） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（08-W-42） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（07-W-41） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS039】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願について【09MS030RRR】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【09-MS-027F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書、知的財産権出願通知書の提出及び特許出願について【09-MS-037F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について【09MS038F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【09-MS-038F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について(08-ＭＳ-029Ｒ) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について(08-ＭＳ-029Ｒ) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 陳述書 【08-MS-074F】陳述書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3100】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-047384） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS040】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【1180】持分割合証明書の発行について(特願H10-188295) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡申込 知的財産権譲渡申込書の発行について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 陳述書 【08-MS-074F】陳述書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に伴う譲渡証書、委任状及び確認書の発行について(11-KN-10 中国) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に伴う譲渡証書、委任状及び確認書の発行について(11-KN-21 中国) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【09-MS-036F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【3428】知的財産権出願通知書の提出について(特願2008-551070) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 代表者変更届 特許法第30条等に基づく学術団体代表者変更届の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（０８－ＭＳ－１４

２）
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成21年7月～9月請求期限（国内単独）案件

一括処理）
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について【09MS034】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1197】特許証の送達について（H10-299323） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1268P】特許証の送達について（特願2002-127092） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（1111P） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2676】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-235976） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2139】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-271864） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3195】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-546516） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2646】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-245520） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2645】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-245519） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2644】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-245518） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2620】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-231317） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2623】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-231316） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2622】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-231315） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2660】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-231183） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【09-MS-033F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（06-MS-131R） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 【08MS181R】国内優先権主張出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の発行について（09-W-05L） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の発行について（09-W-06） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【09-MS-031F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 【1714】特許権の持分移転登録の発行について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS030】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について(08ＭＳ030ＲR) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【2538】特許証の送達について（特願2006-168297） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（09-MS-016） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書、知的財産権出願通知書の提出及び特許出願について【09-MS-029F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について(08ＭＳ030ＲR) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結について（08-MS-132） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の発行について（09-W-04） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1407】特許証の送達について（特願2002-051578） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同研究 共同出願契約書の締結について(5件一括処理) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（09-MS-026） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1719】特許証の送達について（特願2003-034554） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS025】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1602】特許証の送達について（特願2003-197867） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の発行について（09-W-02） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の発行について（09-W-03） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS024】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS023】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証書 一部譲渡証書の発行について（07-MS-216） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【09-MS-022F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS021】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【3415】知的財産権出願通知書の提出について(特願2009-136662) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国出願特許の権利放棄に伴う譲渡証の発行について（０４－Ｗ－４２）米国 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権の持分移転に伴う委任状および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(特許第

3578486号)
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権の持分移転に伴う委任状および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(特許第

348882号)
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の発行について（09-W-01） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1216】特許証の送達について（H11-201480） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【09-MS-017F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1216】特許証の送達について（H11-201480） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 分割出願、職務発明認定書および持分割合証明書の発行について(03-MS-237D) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2544】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-164063） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1767】特許証の送達について（特願2004-067341） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1767】特許証の送達について（特願2004-067341） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2577】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-177110） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 実施契約の解約について(HOYA：深田) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【08MS154】職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書、覚書の締結及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2666】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-273354） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS015】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共有出願 共有特許出願の第３者持分譲渡について（０３－ＭＳ－２９７R） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共有出願 共有特許出願の持分譲渡について（０３－ＭＳ－２９７Ｒ） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【09-MS-011F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2624】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-202634） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 分割出願、出願審査請求書および職務発明認定書発行について(03-MS-201D) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（09-MS-013） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1434P】特許証の送達について（特願2003-291750） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1571】特許証の送達について（特願2003-122476） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1434P】特許証の送達について（特願2003-291750） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【2142】特許証の送達について（特願2005-055329） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2508】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-136029） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2509】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-136068） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2510】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-136081） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2511】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-136079） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2512】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-136082） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 持分割合証明書の発行について(08-MS-109F) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（03-W-41） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS004】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS009】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1434P】特許証の送達について（特願2003-291750） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1324P】特許証の送達について（特願2002-303657） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09-MS-007】権利の承継、証明書提出及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【09-MS-008F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について(08-ＭＳ-030Ｒ) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09-ＭＳ-006】権利の承継、証明書提出及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について（０９－ＭＳ－０２０） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権の持分移転に伴う同意書、持分割合証明書および登録名義人の表示変更登録申請書の発行に

ついて(特許第3909845号)
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権の持分移転に伴う同意書、持分割合証明書および登録名義人の表示変更登録申請書の発行に

ついて(特許第4107365号)
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権の持分移転に伴う同意書、持分割合証明書および登録名義人の表示変更登録申請書の発行に

ついて(特許第3511204号)
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権の持分移転に伴う同意書、持分割合証明書および登録名義人の表示変更登録申請書の発行に

ついて(特許第3551242号)
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に伴う同意書、持分割合証明書の発行について(特願2008-039835) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 代表者選定取消 【2597】代表者選定取消届および雑書類の発行について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2580】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-182582） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について(08-ＭＳ-029Ｒ) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許出願 特許出願に係る新規性喪失の例外証明書について（０８－ＭＳ－１８３） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【08MS176】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（０７－ＭＳ－０７２） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（０７－ＭＳ－０３６） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（０７－ＭＳ－１６８） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（０７－ＭＳ－０４４） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1032P】特許証の送達について（特願H11-179914） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS001】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS002】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権等実施契約書の締結について(林精機：Niフリーステンレス鋼) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権等実施契約書の締結について(SWING、OXIDE：光学単結晶) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、特許出願、知的財産権出願等通知書の発行

及び委任状の発行について（08-MS-173F）
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権等実施契約の締結について（回答） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【1390】委任状の発行について（特願2001-206457） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【1391】委任状の発行について（特願2001-206458） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【08-MS-131】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（０８－ＭＳ－１９

３）
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【08-MS-189F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（08-MS-169） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【08-ＭＳ-188】権利の承継、証明書提出及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の発行について（08-W-41） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成21年4月～6月請求期限（国内単独）案件

一括処理）
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（11-KN-20） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【08-MS-187】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について（０８－ＭＳ－００１） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（06-MS-095R） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【08MS185】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1378P】特許証の送達について（特願2003-079155） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3055】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-521382） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、特許出願及び証明書提出について(08-MS-

127)
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【08-MS-181】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（０８－ＭＳ－１８

３）
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1618】特許証の送達について（特願2003-307549） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願について(０８－ＭＳ－０２１Ｒ) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【08MS182】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 【2682】特許証の送達について（特願2006-291428） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【08-MS-177F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【08MS178】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【08MS176】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について(08-ＭＳ-144Ｒ) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について(08-MS-170) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、特許出願及び委任状の発行について（０８

－ＭＳ－１９４）
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2495】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-135799） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【08MS176】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 【03-MS-173D】分割出願、上申書、出願審査請求書および職務発明認定書発行について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の発行について（０８－W-３９） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、特許出願、持分割合証明書の発行について（08-MS-159） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【08-MS-131】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【08-MS-168F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に伴う出願契約書の締結について（162：カナダ） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【2576】特許証の送達について（特願2006-200651） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許権等の実施許諾について （耐熱超合金） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【08-MS-167F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 【0766P】特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1426】特許証の送達について（特願2002-142452） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【08-MS-161】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【08MS164】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3327】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-024113） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－１６５) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1028P】特許証の送達について（特願 H11-130329号） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3090】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-028133） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【1860】委任状の発行について（特願2004-154734） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【2752】委任状の発行について（特願2007-023901） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2531】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-137230） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2526】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-137231） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2525】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-137232） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2524】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-137233） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 【1518】特許証の送達について（特願2002-379509） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継、証明書提出、特許出願及び産業財産権等出願通知書の提出についてについて(０８－

ＭＳ－１６０Ｆ)
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3050】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-528304） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2485】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-125236） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国際商標出願 国際商標出願に係る宣誓書について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2503】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-130868） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2520】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-153485） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2522】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-153487） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2859】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-181410） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2860】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-203284） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2701】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-246645） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 著作権 著作権登録について（創作年月日の登録） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3088】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-529531） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【2585】特許証の送達について（特願2006-212681） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1333P】特許証の送達について（特願2002-320568） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2935】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2007-512950） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【08-MS-094F】 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について(０８－ＭＳ－１５８) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【2597】委任状の発行について（特願2006-217995） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1642】特許証の送達について（特願2003-352939） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（０２－ＭＳ－２５５Ｄ） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1642】特許証の送達について（特願4250760号） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【08MS093】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【08MS093】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願、持分割合証明書の発行について　（08-MS-156） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び代表者選定証の発行について（０８－ＭＳ－１５５） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【3387】知的財産権出願通知書の提出について(特願2009-101794) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【08MS153】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1714】特許証の送達について（特願2003-348667） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について(０８－ＭＳ－１５１) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－１４４) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－１４４) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 【0782P】特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許出願及び委任状の発行について（０８－W－３６） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－１４９) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【08MS152】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1006P】特許証の送達について（特願 H11-052007） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－１４１) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継、特許出願及び持分割合証明書の発行について　（08-MS-147） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（０８－ＭＳ－０６

３）
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継、証明書提出、特許出願、産業財産権等出願通知書の提出及び持分割合証明書の発行に

ついてについて(０８－ＭＳ－０８６Ｆ)
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（０８－ＭＳ－１６

６）
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡契約 特許権譲渡契約書の締結について(SWING関係) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権等実施契約に係る覚書の締結について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（01-MS-100） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（07-W-02） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2597】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-217995） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（０７－ＭＳ－１９

９）
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2448】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-077653） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2449】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-077651） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2450】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-077650） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 宣誓書 宣誓書の発行について（03-W-62） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－１３８) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1360】特許証の送達について（特願2001-250856） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施報告書の提出について 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（08-W-32） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結及び特許出願について（０８－ＭＳ－１３

７）
研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2463】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-069737） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1546】特許証の送達について（特願2003-083931） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 特許証 【1175】特許証の送達について（特願H10-087716） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継及び特許出願について(０８－ＭＳ－１３０) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2653】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-266423） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2516】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-144329） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【1008P】持分割合証明書の発行について(特願H10-052009) 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【2606】特許証の送達について（特願2006-225480） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2568】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-191106） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2444】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-042213） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許証 【1413】特許証の送達について（特願2002-065831） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（07-MS-016） 研究連携室 20100101 30 20391231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 事業展開室 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
部門長達

「ナノ材料科学環境拠点オープンラボ客員研究者の取扱いについて」及び「ナノ材料科学環境拠点

オープンラボ研究審査委員会の設置について」の制定について
運営総括室 20110101 30 20401231 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
部門長達 「ナノ材料科学環境拠点オープンラボ客員研究者の取扱いについて」の改訂について 運営総括室 20110101 30 20401231 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
部門長達 「ナノ材料科学環境拠点オープンラボ客員研究者の取扱いについて」の改訂について 運営総括室 20110101 30 20401231 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類

「物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点任期制研究者等採用要領」の改正につ

いて
事務部門 20110101 30 20401231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
コミットメント ホスト機関の長の交代による「ホスト機関からのコミットメント」の提出について 事務部門 20110101 30 20401231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

総務部門 総務室 規程類 「会議費使用基準及び支出手続き等について」の改正について 法規係 20100315 30 20401231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 商業登記に基づく電子証明書発行申請について 法規係 20100323 30 20401231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 役員報酬規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20100330 30 20401231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の一部改正について 法規係 20100525 30 20401231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 定年制職員給与規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20100629 30 20401231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類
「少額随意契約（５０万円未満／件）の執行に係る確認を行う総務部の体制及び手順等について」

の制定について
法規係 20100903 30 20401231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 法人文書不開示決定通知書の送付について 総務・文書係 20101026 30 20391231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 定年制職員給与規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20101122 30 20401231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の一部改正について 法規係 20101122 30 20401231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 役員報酬規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20101130 30 20401231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 ユニット長達（平成22年） 法規係 20110101 30 20401231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成22年規程類の制定及び改正① 法規係 20110101 30 20401231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成22年理事会議資料 法規係 20110101 30 20401231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成22年幹事会資料 法規係 20110101 30 20401231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 総務部等会議資料(平成21年～平成22年) 法規係 20110101 30 20401231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程集（平成22年度） 法規係 20110331 30 20401231 電子 総務室 総務室 廃棄

平成２３年度



監査室 監査室 業務監査 平成２３年度科学研究費補助金に関する内部監査 監査室 20140401 10 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２３年度公的外部資金に関する内部監査 監査室 20140401 10 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２３年度安全保障輸出管理制度に関する実態調査 監査室 20140401 10 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

秘書室 会議 運営会議 運営会議資料　平成23年度　① 秘書室 20120401 30 20420331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 会議 運営会議 運営会議資料　平成23年度　② 秘書室 20120401 30 20420331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 「物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）」の改正について
千現地区安全管理事務

所
20120125 30 20411231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 「物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について
千現地区安全管理事務

所
20120326 30 20411231 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 規程類
「少額随意契約（50万円未満/件）の執行に係る確認を行うコンプライアンス室の体制及び手順等

について」の制定について
コンプライアンス室長 20120401 30 20420331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 中期目標期間における事業報告書の提出について 評価室 20120101 30 20411231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成２２年度における業務の実績報告書の提出について 評価室 20120101 30 20411231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成２２年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知） 評価室 20120101 30 20411231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知） 評価室 20120101 30 20411231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画
独立行政法人物質・材料研究機構の中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可申請につい

て
理事長室 20120101 30 20411231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画

独立行政法人物質・材料研究機構の達成すべき業務運営に関する目標（第三期中期目標）について

（指示） 理事長室 20120101 30 20411231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画

独立行政法人物質・材料研究機構の中期目標を達成するための計画（第三期中期計画）の認可につ

いて 理事長室 20120101 30 20411231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 資源配分 平成２４年度実行予算策定資料 戦略室 20140401 10 20240331 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成２３年度年度計画 企画調整室 20120101 10 20221231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 採用審査 平成23年度採用審査資料 人材開発室 20110401 30 20410331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 研究職及びエンジニア職採用要領の改正について 人材開発室 20110523 30 20420331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 「採用評価員の委嘱について」及び「採用審査委員の委嘱について」の制定について 人材開発室 20120101 30 20421231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 研究職及びエンジニア職採用要領の改正について 人材開発室 20110725 30 20420331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 キャリア形成研究員の定年制研究員への移行審査手続き要領 人材開発室 20110905 30 20420331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 キャリア形成研究員の定年制研究員への移行審査手続き要領の改正について 人材開発室 20111205 30 20420331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 修了証 「知の市場」修了証について 人材開発室 20120101 30 20411231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 修了証 「知の市場」修了証について 人材開発室 20120101 30 20411231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書
独立行政法人物質･材料研究機構と東邦大学大学院理学研究科との教育研究に対する連携協力の実

施に関する協定書
大学院室 20120101 30 20411231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 香港城市大学との国際連携大学院協定について 大学院チーム 20120101 30 20411231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 その他 Flinders Universityとの国際連携大学院協定について 大学院チーム 20120101 30 20411231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 山梨大学と物質・材料研究機構の包括的連携協定書及び連携大学院協定諸締結について 大学院チーム 20120101 30 20411231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 23本受30年 補助金担当 20120401 30 20420331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について（回答） 資産 20120401 30 20410331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産等貸付取扱要領の一部改正について 資産 20120401 30 20420331 紙 経理課 経理課 廃棄



総務部門 経理室 資産 貴金属管理要領の一部改正について 資産 20120401 30 20420331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構等貸付取扱要領一部改正について 資産 20120401 30 20420331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構等貴金属管理要領の一部改正について 資産 20120401 30 20420331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人 物質・材料研究機構に関する省令第９条の２に係る除去費用等の指定について(回答) 資産 20120401 30 20420331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産
独立行政法人物質・材料研究機構に関する

省令第9条に係る償却資産の指定について（回答）
資産 20120401 30 20420331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２３年度４月） 財務係 20120401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２３年度５月） 財務係 20120401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２３年度６月） 財務係 20120401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２３年度７月） 財務係 20120401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２３年度８月） 財務係 20120401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２３年度９月） 財務係 20120401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２３年度１０月） 財務係 20120401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２３年度１１月） 財務係 20120401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２３年度１２月） 財務係 20120401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２３年度１月） 財務係 20120401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２３年度２月） 財務係 20120401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２３年度３月） 財務係 20120401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 会計監査人 会計監査人候補者名簿の同意書の提出について 財務係 20120401 30 20420331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 会計監査人 会計監査人の選任について 財務係 20120401 30 20420331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務諸表 独立行政法人物質・材料研究機構第10期財務諸表等の承認について 財務係 20120401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務諸表 独立行政法人物質・材料研究機構第10期事業年度財務諸表に関する公告について 財務係 20120401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成23年度） 資産係 20120401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 財務 財務諸表（平成23年度） 財務班 20120401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成23年度） 財務班 20120401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（平成23年度） 財務班 20120401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 届出類 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書の提出について（千現地区） 千現施設維持第２係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 届出類 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書の提出について（並木地区） 千現施設維持第２係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出について 千現施設維持第２係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持第２係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽及び高架水槽の点検清掃　平成22年度 千現施設維持第１係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 空調 ｽｸﾘｭｰ冷凍機及び空冷ﾁﾗｰ点検整備　平成22年度 千現施設維持第１係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙量の測定　平成22年度 千現施設維持第１係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ﾎﾞｲﾗｰ及び圧力容器等点検整備　平成22年度 千現施設維持第１係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 協議 境界立会い確認書（桜地区） 施設管理・建設係 20120401 30 20420331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 許可申請書（建築物）について 施設管理・建設係 20120401 30 20420331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建築基準法第１２条第５項の規定に基づく報告書の提出について 施設管理・建設係 20120401 30 20420331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 確認申請書（建築物）について 施設管理・建設係 20120401 30 20420331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 平成２２年度産業廃棄物管理票に関する報告書の提出について 千現施設維持第２係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持第２係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 届出類 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書の提出について（千現地区） 千現施設維持第２係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 届出類 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書の提出について（並木地区） 千現施設維持第２係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出について 千現施設維持第２係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の提出について 千現施設維持第２係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持第２係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書の提出について 千現施設維持第２係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 指定作業場廃止届出書について 目黒施設維持係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書及びＰＣＢ廃棄物保管場所変更運搬計画書の提出について 目黒施設維持係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 有害物質取扱状況報告書 目黒施設維持係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙排出量調査について 目黒施設維持係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 需要設備の廃止報告書及びばい煙（騒音・振動）発生施設廃止報告書について 目黒施設維持係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 エレベータ エレベーター廃止報告書の提出について 目黒施設維持係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 自家用電気廃止申込書の提出について 目黒施設維持係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 特定施設使用全廃届出書について 目黒施設維持係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙発生施設の廃止について 目黒施設維持係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 エレベータ 昇降機及び昇降機等定期検査報告書の提出について 目黒施設維持係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ ボイラー及び第一種圧力容器廃止報告書提出について 目黒施設維持係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙排出量調査について 目黒施設維持係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 自家用電気使用申込書の提出について 千現施設維持第１係 20120401 30 20420331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 保安規程変更届出書の提出について 千現施設維持第１係 20120401 30 20420331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 自家用発電機燃料移送ポンプ更新増設工事に伴う完成検査申請書の提出について 千現施設維持第１係 20120401 30 20420331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 専用水道変更届出書の提出について 千現施設維持第１係 20120401 30 20420331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 並木地区系統連系契約書及び自家発電運用申合書について（NanoGREEN/WPI-MANA棟） 千現施設維持第１係 20120401 30 20420331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書の提出について 千現施設維持第１係 20120401 30 20420331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持第１係 20120401 30 20420331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の提出について 千現施設維持第１係 20120401 30 20420331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 特定施設設置届出書の提出について 千現施設維持第１係 20120401 30 20420331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 主任技術者選任又は解任届出書の提出について 並木施設維持第１係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 給水開始前届及び専用水道布設工事設計確認申請書の提出について 並木施設維持第１係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届書の提出について（研究本館） 並木施設維持第１係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（高圧力特殊実験棟） 並木施設維持第１係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 給水装置工事申込書の提出について 並木施設維持第１係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 中長期計画書及び定期報告書の提出について 並木施設維持第１係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 電力共同抑制申請書の提出について 並木施設維持第１係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 電力使用制限状況報告書の提出について 並木施設維持第１係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 中長期計画書及び定期報告書の提出について 並木施設維持第１係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成23年7月～9月）の提出について(依頼） 並木施設維持第２係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成23年7月～９月分）の提出について 並木施設維持第２係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 除害施設等維持管理報告書（平成23年10月～12月分）の提出について（依頼） 並木施設維持第２係 20120401 30 20420331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110104 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110104 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110113 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110113 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成２２年下期核燃料物質管理報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110126 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110128 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 判定書 自主判定結果に基づく非該当判定書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110202 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110203 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110203 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110203 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110203 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110208 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 委任状 電波法に基づいた申請に関する委任状について
千現地区安全管理事務

所
20110215 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 火を使用する設備等の設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110215 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設完成検査報告書（事前検査記録）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110215 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110217 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20110221 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110222 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 向精神薬 向精神薬製造量等の報告について
千現地区安全管理事務

所
20110228 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110301 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス施設「保安検査申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110309 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110325 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20110328 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110328 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20110330 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 定期自主検査報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110330 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110330 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110331 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 千現、並木、桜地区安全衛生委員会委員の指名について
千現地区安全管理事務

所
20110401 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 独立行政法人物質・材料研究機構安全保障輸出管理に関する書類の様式についての改正について
千現地区安全管理事務

所
20110401 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 総括安全衛生管理者及び安全管理者の指名について
千現地区安全管理事務

所
20110401 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110411 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110427 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110427 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110519 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110519 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110523 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110523 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110523 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110523 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110523 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線測定に伴う専門家の派遣について
千現地区安全管理事務

所
20110526 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110526 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 選任・指名
独立行政法人　物質・材料研究機構　安全衛生管理規程に基づく総括安全衛生管理者及び安全管理

者の選任・指名について

千現地区安全管理事務

所
20110601 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110602 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110602 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110607 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110608 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110621 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110624 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 選任・解任 衛生管理者選任報告の届出について
千現地区安全管理事務

所
20110629 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２２年放射線管理状況報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110629 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110706 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110706 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安技術管理者等届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110706 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110706 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス施設「保安検査申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110706 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について
千現地区安全管理事務

所
20110708 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 「物質・材料研究機構安全保障輸出管理に関する書類の書式について（要領）」の改正について
千現地区安全管理事務

所
20110711 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 独立行政法人　物質・材料研究機構安全保障輸出管理に関する書類の書式について（要領）
千現地区安全管理事務

所
20110711 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20110713 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110713 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 輸出管理社内規程の内容変更届について
千現地区安全管理事務

所
20110715 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 輸出者等概要・自己管理チェックリストの提出について
千現地区安全管理事務

所
20110722 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110725 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 報告書 不備欠陥事項改修（計画）報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110726 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成２３年上期核燃料物質管理報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110726 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110801 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機会等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110804 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２３年度放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110805 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス施設「保安検査申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110808 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 定期自主検査報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110808 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110819 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防計画作成（変更９届出書について
千現地区安全管理事務

所
20110824 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 選任・指名 防災管理者の指名並びに防災管理者選任届書について
千現地区安全管理事務

所
20110824 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 保安検査 保安検査申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110824 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110825 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 その他 物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）」の改正について
千現地区安全管理事務

所
20110905 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期検査申請書及び定期確認申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110905 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110907 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110907 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110907 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス 定期自主検査報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110912 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 「物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）」の改正について
千現地区安全管理事務

所
20110912 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110915 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 定期自主検査報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110916 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110916 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者代理者届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110921 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110926 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110926 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20110926 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20110928 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期検査通知書及び定期確認通知書について
千現地区安全管理事務

所
20110929 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 指名・指名解除 並木地区安全衛生委員会委員の指名及び指名解除について
千現地区安全管理事務

所
20110930 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書について
千現地区安全管理事務

所
20111005 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111012 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111018 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111018 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現、並木、桜地区自衛消防隊隊長、副隊長、各班班長、各班副班長の指名について
千現地区安全管理事務

所
20111027 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111028 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 指名・指名解除 並木地区安全衛生委員会委員の指名及び指名解除について
千現地区安全管理事務

所
20111031 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111107 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事者承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111109 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特定高圧ガス取扱主任者届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111109 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安技術管理者等届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111109 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期検査合格証及び定期確認証の交付について
千現地区安全管理事務

所
20111109 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111109 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111111 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111111 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111114 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等の変更許可証について
千現地区安全管理事務

所
20111116 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111118 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線障害予防規程変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111121 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111124 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111128 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 選任・指名 独立行政法人　物質・材料研究機構　安全衛生管理規程に基づく選任について
千現地区安全管理事務

所
20111128 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 完成検査事前検査記録の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111128 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 保安検査時の指摘事項に対する改善措置について
千現地区安全管理事務

所
20111130 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 選任・指名 並木地区衛生管理者の選任報告の届出について
千現地区安全管理事務

所
20111201 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線業務従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111201 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬 火薬類譲受許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111208 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111209 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111209 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安技術管理者等届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111212 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111221 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 規程類 計量管理規定の変更認可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20111221 30 20401231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 照会・通知 「情報化統括責任者（CIO）の設置について」の改正について IT室 20110427 30 20411231 紙 IT室 IT室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（11-MS-095「宇部マテリアルズ」） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（JST㈱山本科学工具研究社　管理番号326） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（JST田中貴金属工業㈱　管理番号299） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（JST昭和電線ケーブルシステム㈱　管理番号313） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（エバーライト　管理番号388） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書
実施報告書の提出について (JST 富士電機 管理番号171　・　ジャパンスーパーコンダクタ　管理

番号290）
研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 電気化学工業株式会社への赤色（CASN系）蛍光体の実施許諾について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許実施許諾契約書の締結について（日亜化学工業株式会社） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（11-MS-052） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（１１-ＭＳ-０５３） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（シャープ㈱　管理番号350） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（ルーメンス　管理番号380） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（JST石原産業㈱　管理番号190） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（㈱SWING　管理番号339 ①） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（㈱SWING　管理番号339 ②） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（㈱井上製作所　管理番号382） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（電気化学工業㈱　管理番号316） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（JST住友電気工業㈱　管理番号277） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許権等実施許諾契約の締結について（紀州技研工業） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 覚書 期間限定特許実施許諾に関する覚書の締結について（株式会社HRD） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（コバレントマテリアル㈱　管理番号310） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について 管理番号332.340 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（㈱明電舎　管理番号338　） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（立山マシン㈱　管理番号342） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について ( 管理番号No.284・324・355・384・386） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（三菱化学㈱　管理番号323） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ライセンス契約 ライセンス契約の締結について（Granta Design Limited） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権等実施契約の締結について（JNC） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（　㈱新光化学　管理番号351） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許権使用 特許権使用に関する回答について（Rolls-Royce plc） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について (JST　キャノンアネルバ㈱ 管理番号189） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について (JST　㈱フルヤ金属 管理番号253） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（JST㈱マイクロフェーズ　管理番号296） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許権使用 特許権使用に関する通知ついて （Rolls-Royce plc） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について （09-MS-050） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（11-MS-034） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（JST　住友電気工業㈱　管理番号277） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（新幹工業㈱　管理番号323） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について　（11-MS-032） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（JST　㈱山本化学工具　管理番号326） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（Everlight　管理番号326） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（10-MS-106） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許実施権許諾契約書の締結について（電気化学工業株式会社） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（JST　Canon-Muskegon Corporation 管理番号354） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（JST　大同特殊鋼㈱　管理番号178） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（JST 石原産業㈱　管理番号190） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（昭和電線ケーブルシステム㈱　管理番号） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（住友電気工業㈱　管理番号277） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について　（ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー㈱　管理番号306） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 変更契約 委託開発に関する変更契約の締結について（生体置換型有機無機複合人工骨の製造技術）No.297 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（11MS008S「日立電線・高エネルギー加速器研究機構」） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（㈱SWING　管理番号339） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（㈱SWING　管理番号339） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（大阪精工㈱　管理番号302） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（田中貴金属工業㈱　管理番号299） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（宇部興産㈱　管理番号355） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（㈱メジャージグ　管理番号358） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（㈱フジクラ　管理番号324） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（㈱日本セラテック　管理番号314） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（㈱トリケミカル研究所　管理番号287） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（大塚化学㈱　管理番号348） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同研究 共同研究契約の締結について（資金受領型：トヨタ自動車株式会社） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許実施報告書の提出について　（㈱佐用精機　管理番号384） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許実施報告書の提出について　（住友重機械工業㈱　管理番号373） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許実施報告書の提出について　（コバレントマテリアル　管理番号310） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許実施報告書の提出について　（昭和電線　管理番号370） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許実施報告書の提出について　（日立電線　管理番号353） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許実施報告書の提出について　（明電舎　管理番号338） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許実施報告書の提出について　（㈱コメット　管理番号352） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許実施報告書の提出について　（清和製作所　管理番号345） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許実施報告書の提出について　（電化 上半期　管理番号316） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許実施報告書の提出について　（電化　下半期　管理番号316） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許実施報告書の提出について　（シャープ㈱　管理番号350） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許実施報告書の提出について　（吉野川電線㈱　管理番号300） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許実施報告書の提出　（新光化学　管理番号351） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許実施報告書の提出について　（新光化学　管理番号　351） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許実施報告書の提出について　（立山マシン　管理番号342） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許実施報告書の提出について　（アール・デー・サポート　管理番号322） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許実施許諾契約の期間延長に関する覚書の締結について（SWING、OXIDE：光学単結晶） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(特願2007-145914) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS115】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、名義変更について【11MS080】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（06-W-40） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(10-W-13) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成23年1月～3月請求期限（国内単独）案件

一括処理）
研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS112】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 知的財産権出願通知書の提出について【10MS023PCT】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 【3875】名義変更に対する譲渡証及び委任状の発行について（特願2010-223664） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 【3876】名義変更に対する譲渡証及び委任状の発行について（特願2010-223665） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10-W-31） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(10MS098PCT) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について【10MS082PCT】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について【10MS082FPC】【10MS082FRPCT】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【2147】知的財産権出願通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【2589】知的財産権登録通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【10MS126】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【459】委任状の発行について（459） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS110】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS109】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS105】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3459】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-183313） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS106】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS107】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS113】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS108】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS071】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS091】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について(3304) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS102】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS103】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（3697） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10-W-23） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10-W-17） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【2803】知的財産権登録通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【3903】知的財産権出願通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【10-W-10F】知的財産権出願通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【3889】委任状の発行について（特願2010-166663） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 手続補正書 【3774】手続補正指令書に対する陳述書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS104】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【11MS101F】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS098】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【550】知的財産権出願通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS100】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【09MS011FR】知的財産権出願通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【3904】知的財産権出願通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS097】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2006-144329からの分割） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10MS080PCT） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について【11MS095】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【2846】知的財産権登録通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(10MS074PCT) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS092】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS053】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3484】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-030100） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 【453米国】知的財産権出願通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について（山本特許事務所） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(10MS084PCT) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS075】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS153】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS090】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書の提出について【1869】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 【中国】委任状の発行について（463） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 証明書 証明書提出について【10MS037FR】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(10MS094PCT) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 債権発生通知の発行について(特願2008-293608) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(10MS101PCT) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(10MS109PCT) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS088】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS089】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分放棄 持分放棄証書の発行について(第4230135号) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS062】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10MS107PCT） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS086】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【07-MS-002D】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査 【3280】出願審査請求について(特願2008-293608) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS084】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について(10MS079SR) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 知的財産権出願通知書の提出について(549PCT) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS085E】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 債権発生通知の発行について(特願2009-078056) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 代理人選任 【3706】代理人選任証の発行について（特願2009-0066236） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 (07-MS-002D)分割出願、上申書、出願審査請求書及び職務発明認定書発行について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約について(11-MS-062) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【2307】知的財産権登録通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3280】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-293608） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【3883】知的財産権出願通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS083】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2435】職務発明認定書の発行について（特願2006-065671） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3371】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-079643） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 申請書 識別ラベル交付申請書の発行について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書、知的財産権出願通知書の提出及び特許出願について【11MS060SF】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10MS066PCT） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書、知的財産権出願通知書の提出及び特許出願について【10MS082FR】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【09-W-28】知的財産権出願通知書の提出について(439) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS082】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10MS061PCT） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS079】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願について【10MS139R】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願について【10MS140R】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 債権発生通知の発行について(特願2009-078056) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 (05-MS-91D)分割出願、上申書、出願審査請求書及び職務発明認定書発行について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【3831】委任状の発行について（特願2010-548566） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【1880】知的財産権登録通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【2053】知的財産権登録通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【2578】知的財産権登録通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【3189】知的財産権登録通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【11MS065F】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10MS059PCT） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3274】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-285871） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【530】委任状の発行について（10MS068PCT） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 申請書 識別ラベル交付申請書の発行について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3361】職務発明認定書および持分証明書の発行について（特願2009-078056） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS078】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【10MS115】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（09-W-28） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【440】委任状の発行について（韓国） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（11-MS-066） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（09-W-32） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成23年10月～12月請求期限（国内単独）案

件一括処理）
研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3262】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-276146） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 知的財産権出願通知書の提出について【10MS039FTW】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10MS057FPCT） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS061】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【528】委任状の発行について（PCT/JP2011/070479） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10MS039FPCT） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3285】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-236404） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS074】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【11-MS-051F】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（03-W-19-EP） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 債権発生通知の発行について(特願2009-270280) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 債権発生通知の発行について(PCT/JP2010/071185) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書、知的財産権出願通知書の提出及び特許出願について【11MS063SF】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS070】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について【11MS073S】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10MS039FPCT） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10MS039FTW） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3318】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-006746） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS067】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について（ヤマザキ特許事務所） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 証明書の発行について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【529】委任状の発行について（10MS037PCT） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【11-MS-064F】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（07-W-37-EP） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS066】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3383】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-254783） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3272】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-289302） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3310】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-303202 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3311】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-303203） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【2187】知的財産権登録通知書の提出について(特願2005-212474) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS038】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先権主張出願について【10MS109R】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権等実施契約書 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【11-MS-040F】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 拒絶理由通知書
【2158】拒絶理由通知書に伴う発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書発

行について
研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同研究 Harvard University Visitor Participation Agreementへのサインについて 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3264】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-242965） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS059】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS057】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3284】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-273051） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【2304】知的財産権出願通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS058】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【528】委任状の発行について（10MS052PCT） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について【10MS145R】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3614】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-538282） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS052】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【435】委任状の発行について（韓国） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【436】委任状の発行について（韓国） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【1298】持分割合証明書の発行について(特許第4187917号) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 【04-MS-45D】分割出願、上申書、出願審査請求書および職務発明認定書発行について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 証明書の発行について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3831】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（PCT/JP2010/051256） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について【11MS054S】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10MS048PCT） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS006】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10-MS-051） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10-W-63） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書、知的財産権出願通知書の提出及び特許出願について【11MS055SF】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS032】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 同意書 同意書の発行について（06-W-53-TW） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS026】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書、知的財産権出願通知書の提出及び特許出願について【11MS016SF】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS050】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS017】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 中国無効審決取消訴訟に関する司法鑑定の依頼について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3537】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-531280） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3414】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-325282） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3286】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-2239007） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等登録通知書の提出について【2421】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【11-MS-049F】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10MS045PCT_） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について(10MS020FR) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS048】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について(10MS022FR) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書の提出について【10-W-56】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【イタリア】委任状の発行について（796P-799P） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3342】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-255776） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3343】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-255777） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 債権発生通知の発行について(特願2008-004075) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS041】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 中国特許無効審決取消訴訟に関する手続に伴う委任状の発行について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願審査
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成23年7月～9月請求期限（国内単独）案件

一括処理）
研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3225】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-201312） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS039】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS035】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【500】委任状の発行について（PCT/JP2011/53330） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【3745】委任状の発行について（特願2010-530875） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書の提出について【10-W-63】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3278】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-289607） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS044】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS046】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS037】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS045】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10-W-67） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS036】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3430】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-147943） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 証明証書提出について【11MS008S】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3263】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-214366） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3294】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-292559） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3295】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-305317） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3236】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-222057） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について【10MS002R】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 【10MS034】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3434】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-155883） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任契約 委任契約書の発行について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【09MS058】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3538】職務発明認定書の発行について（特願2009-521672） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3539】職務発明認定書の発行について（特願2009-523649） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS012】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について(第4148451号) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（09-W-26） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS030】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3306】職務発明認定書の発行について（特願2008-287163） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（09-W-34） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS029】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【11-MS-027F】知的財産権出願事前通知書の提出について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に対するAssignmentの発行について（328P～332P） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3213】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-184326） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 外国特許共同出願契約書の締結について（広島大学：10-W-57) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国際出願 【502】新規PCT国際出願に伴う産業財産権等出願通知書の提出について(10-W-55F) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【1083P】委任状の発行について（特許第4683441号） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【11-MS-028F】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【791P】委任状の発行について（イタリア） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【11-MS-027F】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10-W-65） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 分割出願、上申書、出願審査請求書および職務発明認定書発行について(06-MS-164D) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS025】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3388】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-089855） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【11-MS-023F】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3273】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-224938） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3613】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-543850） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3804】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について(10-MS-065) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【11-MS-042F】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS024】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【11MS022F】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS008S】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（11-MS-013/フランス） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 同意書 同意書の発行について（06-W-53-KR） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（ＪＳＴ：3106) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願覚書の締結について(大阪大学：2489) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 事故調査 事故等調査依頼申込書(海洋機構：調査報告書に関する質問) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10-MS-051） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【2094】知的財産権登録通知書の提出について(特願2005-078278) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（11-MS-005） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書、知的財産権出願通知書の提出及び特許出願について【11MS016SF】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（09-W-16-CN） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（09-W-34） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状委任状の発行について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【447】委任状の発行について（09-W-36） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS005】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【11-MS-014F】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10-W-59） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 日本国移行に伴う委任状の発行について（09-W-26） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更に対するAssignmentの発行について（09-W-09 EPC） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS003】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(3795：愛媛大学) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(3570：愛媛大学) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS011】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について（10-MS-119） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明 持分証明書の発行について(特願H11-165553) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定・権利の承継、共同出願契約書の締結、30条適用証明書の発行及び特許出願につい

て（10-MS-142）
研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【10MS010】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【2132】知的財産権登録通知書の提出について(特許第4728007号) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（09-W-20） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（東京医科歯科大学：11-MS-004） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 規程類 企業連携センター実施要領 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-540070） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について（11-MS-004） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【11-MS-015F】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(10-W-66) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願２０１１－０８６５５８） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願２０１１－０８６５７３） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10-W-42） 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS007】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【11MS009】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 外国特許 中国無効審判における審決取消訴訟に関する委任契約について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【10MS146】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【10MS137】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【10-MS-128F】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【10MS135】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【10MS105】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【10MS086】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【10MS145】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【10MS136】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【10MS141】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【11-MS-001F】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【10MS143】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【10-MS-144F】 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 確認書 特許出願の取扱に関する確認書(特願2005-38986) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 確認書 特許出願の取扱に関する確認書(特願2005-38986) 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【10MS139】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明  職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[US591, ウェスタンデジタル] 研究連携室 20110101 30 20401231 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
部門長達 「ナノ材料科学環境拠点研究評価会議の設置について」の制定について 運営総括室 20120101 30 20411231 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
部門長達 「ナノ材料科学環境拠点オープンラボ客員研究者の取扱いについて」の廃止について 運営総括室 20120101 30 20411231 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
部門長達 ナノ材料科学環境拠点に関わる部門長達の制定について 運営総括室 20120101 30 20411231 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

技術開発・共用部門
科学情報プラット

フォーム
図書 「図書室における外部利用者の複写要領」の改正について

科学情報プラット

フォーム長
20120101 30 20411231 電子 科学情報プラットフォーム

科学情報プラット

フォーム
廃棄

技術開発・共用部門
科学情報プラット

フォーム
図書 「図書資料業務の運営について」の改正について

科学情報プラット

フォーム長
20120101 30 20411231 電子 科学情報プラットフォーム

科学情報プラット

フォーム
廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

規程類 「国際ナノテクノロジーネットワーク拠点運営委員会の設置について」等の制定について
国際ナノテクノロジー

ネットワーク拠点
20120101 30 20411231 紙 国際ナノテクノロジーネットワーク拠点運営室

国際ナノテクノロジー

ネットワーク拠点運営

室

廃棄



技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

規程類 「国際ナノテクノロジーネットワーク拠点運営委員会の設置について」等の制定について
国際ナノテクノロジー

ネットワーク拠点
20120101 30 20411231 紙 国際ナノテクノロジーネットワーク拠点運営室

国際ナノテクノロジー

ネットワーク拠点運営

室

廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 委員会設置 低炭素ハブ拠点運営委員会設置伺い
低炭素研究ネットワー

ク運営室
20120101 30 20411231 紙

技術開発・共用部門

事務統括室
技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 外部有償利用
試験受託終了清算に伴う試験成績証明書の交付等について（第１０－４号）

（日立金属）
材料情報ステーション 20120101 30 20411231 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室
達について（中核機能

部門）
中核機能部門に係る部門長達の制定について 運営総括室 20120101 30 20411231 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類 「国際ナノアーキテクトニクス研究拠点運営委員会の設置について」を廃止する達の制定について 事務部門 20120101 30 20411231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類

「物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点ＶＡＭＡＳ・ＴＥＭＰＳ国内委員会の

設置について」の制定について
事務部門 20120101 30 20411231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類

 「物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点アドバイザー等の取扱いについて」

の制定について
事務部門 20120101 30 20411231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類

「物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点任期制研究者等採用要領」の制定につ

いて
事務部門 20120101 30 20411231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類

「物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点短期招聘研究者等の取り扱いについ

て」の制定について
事務部門 20120101 30 20411231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類

「物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点在外研究者派遣事務手続要領」の制定

について
事務部門 20120101 30 20411231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類

「物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点評価委員会の設置について」の制定に

ついて
事務部門 20120101 30 20411231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類

「物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点ＶＡＭＡＳ・ＴＥＭＰＳ国内委員会の

設置について」を廃止する達の制定について
事務部門 20120101 30 20411231 紙 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

総務部門 総務室 規程類 ユニット長達登録簿（平成13年～平成23年度） 法規係 20110101 30 20401231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 並木地区粉塵事故に係る損害の負担に関する合意書の締結について 総務・文書係 20110401 30 20410331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 つくば市との基本協定書の有効期間の延長に関する合意書の締結について 総務・文書係 20110401 30 20410331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 定年制職員給与規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20110401 30 20410331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 商業登記に基づく電子証明書発行申請について 法規係 20110401 30 20410331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 「法人文書ファイル保存要領」の制定について 法規係 20110401 30 20410331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 変更登記（法人代表の重任）の申請について 法規係 20110401 30 20410331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 ユニット長達（平成23年）部門長達（平成23年） 法規係 20120101 30 20411231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成23年規程類の制定及び改正① 法規係 20120101 30 20411231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成23年規程類の制定及び改正② 法規係 20120101 30 20411231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成23年理事会議資料 法規係 20120101 30 20411231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成23年幹事会資料 法規係 20120101 30 20411231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成23年ユニット長等連絡会議資料 法規係 20120101 30 20411231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程集（平成23年度） 法規係 20120331 30 20411231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程類登録簿（平成13～平成23年度） 法規係 20120331 30 20411231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 部門長達登録簿（平成23年度） 法規係 20120331 30 20411231 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成23年度総務部門等会議資料　Ｎｏ．１ 法規係 20120331 30 20410401 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 会計規程の届出について 法規係 20120401 30 20420331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類

「職員の職務に係る倫理の保持のための体制及び利害関係者から受ける報酬に関する参考となるべ

き基準及び利害関係者との間における規制等について（倫理規程の運用の手引き）」の改正につい

て

法規係 20120401 30 20420331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類
「利害関係者からの依頼に応じて行う講演等の報酬基準について」及び「旅費規程第１６条第４項

（外国旅行の宿泊料調整規定）の当面の運用について」の制定について
法規係 20120401 30 20420331 紙 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 規程類
「少額随意契約（５０万円未満／件）の執行に係る確認を行う総務部の体制及び手順等について」

の制定について
法規係 20120401 30 20420331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 「文書取扱要領」及び「身分証等の取扱いに関する達」の制定について 法規係 20120401 30 20421231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 任期制職員給与規程の届出及び官報掲載について 法規係 20120401 30 20421231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 「鍵等管理要領」の制定について 法規係 20120401 30 20421231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 サイアロン中国無効審決取消訴訟提起について（報告） 法規係 20120401 30 20421231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 「旅費規程第１６条第４項（外国旅行の宿泊料調整規定）の当面の運用について」の改正について 法規係 20120401 30 20421231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 「旅費規程第１６条第４項（外国旅行の宿泊料調整規定）の当面の運用について」の改正について 法規係 20120401 30 20421231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 争訟事件の処理について（通知） 法規係 20120401 30 20421231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 サイアロン中国無効審決取消訴訟提起について（訴状送付） 法規係 20120401 30 20421231 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書
学術総合センター１１階における経費の負担割合に関する協定書並びに学術総合センター１１階に

おける一般廃棄物及び産業廃棄物の取扱に関する協定書の締結について
総務・文書係 20120401 30 20420331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 総務部門長達「文書取扱要領」の改正について 法規係 20120401 30 20420331 紙 総務室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２３年度研究職昇格審査 人事係 20120101 30 20311231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２１・２２年度採用関係 人事係 20120101 30 20411231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２２年度特別専門職採用面接関係 人事係 20120101 30 20411231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２２年度独自試験 人事係 20120101 30 20411231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２２年度独自試験（一次不合格者） 人事係 20120101 30 20411231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２２年度独自試験（冊の２） 人事係 20120101 30 20411231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２２年度任免① 人事係 20120101 30 20411231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２２年度任免② 人事係 20120101 30 20411231 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２２年度任期制職員雇用契約書（招聘研究員等） 人事係 20120101 30 20411231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２２年度任期制職員雇用契約書（事務業務員等） 人事係 20120101 30 20411231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２２年度任期制職員採用依頼書① 人事係 20120101 30 20411231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２２年度任期制職員採用依頼書② 人事係 20120101 30 20411231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２２年度任期制職員採用依頼書③ 人事係 20120101 30 20411231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２２年度任期制職員採用依頼書④ 人事係 20120101 30 20411231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２２年度任期制職員採用依頼書（４月～） 人事係 20120101 30 20411231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２２年度任期制職員採用依頼書（９月～） 人事係 20120101 30 20411231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 非常勤 平成２２年度任期制職員採用依頼書（１２月～） 人事係 20120101 30 20411231 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成23年度任免関係（人事異動）① 人事第１係 20120401 30 20420331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成23年度任免関係（人事異動）② 人事第１係 20120401 30 20420331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成24年度研究職昇格審査（書類審査・面接審査・決裁文書） 人事第１係 20120401 30 20420331 紙 人事室 人事室 廃棄

平成２４年度



秘書室 会議 運営会議 運営会議資料　平成24年度　① 秘書室 20130401 30 20430331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 会議 運営会議 運営会議資料　平成24年度　② 秘書室 20130401 30 20430331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２4年度監査計画・報告書 監査室 20140401 10 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２４年度文科省共済組合物質・材料研究機構の運営状況について 監査室 20140401 10 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 【臨時監査】工場賃貸借に関する内部監査について 監査室 20140401 10 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２４年度科学研究費補助金に関する内部監査 監査室 20140401 10 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２４年度環境報告書に関する審査 監査室 20140401 10 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２４年度公的外部資金に関する内部監査 監査室 20140401 10 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２４年度保有個人情報の管理状況に関する内部監査について 監査室 20140401 10 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２４年度法人文書の管理状況に関する内部監査 監査室 20140401 10 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２４年度小額随意契約の執行に係る確認状況に関する内部監査 監査室 20140401 10 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 物質・材料研究機構契約監視委員会⑥（平成２４年度） 監事室 20140401 10 20240331 紙 監事室 監事室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 利益相反カウンセリング（2012-4） コンプライアンス室長 20130401 10 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 利益相反カウンセリング（2012-6～7、2013-1） コンプライアンス室長 20130401 10 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2012-01） コンプライアンス室長 20130401 10 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2012-02） コンプライアンス室長 20130401 10 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2012-04） コンプライアンス室長 20130401 10 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2013-01） コンプライアンス室長 20130401 10 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2012-01） コンプライアンス室長 20130401 10 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2012-02） コンプライアンス室長 20130401 10 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2012-03） コンプライアンス室長 20130401 10 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2012-04） コンプライアンス室長 20130401 10 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2012-05） コンプライアンス室長 20130401 10 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2012-06） コンプライアンス室長 20130401 10 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2013-01～02） コンプライアンス室長 20130401 10 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 リスクマネジメント作業資料（平成24年度） コンプライアンス室長 20130401 10 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 リスクマップ（平成24年度） コンプライアンス室長 20130401 10 20230331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 リスク対応計画（平成24年度） コンプライアンス室長 20130401 10 20230331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 一般包括許可申請について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他 平成２３年度における業務の実績報告書の提出について 評価室 20130101 30 20421231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成２３年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知） 評価室 20130101 30 20421231 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 資源配分 平成２５年度実行予算策定資料 戦略室 20140401 10 20240331 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄



経営企画部門 経営戦略室 その他
独立行政法人物質・材料研究機構の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更認可申請に

ついて
総合戦略室 20130101 30 20421231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他
独立行政法人物質・材料研究機構の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可につ

いて（認可）
総合戦略室 20130101 30 20421231 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構　平成２４年度計画の策定及び届出について 企画調整室 20130101 10 20221231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成２４事業年度　独立行政法人物質・材料研究機構予算の決定について 企画調整室 20130101 10 20221231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構　平成２４年度計画の変更及び変更届出について 企画調整室 20130101 10 20221231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 採用審査 平成24年度採用審査資料 人材開発室 20120401 30 20420331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 「採用審査委員の委嘱について」の改正について 人材開発室 20120626 30 20430331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 「採用評価員の委嘱について」の改正について 人材開発室 20120626 30 20430331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 エンジニア職評価 平成23年エンジニア職評価 人事室 20130101 30 20421231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 「研究職及びエンジニア職採用要領」の改正について 人材開発室 20130326 30 20430331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 委員会 男女共同参画委員会資料（第8回～第16回） 総務課長 20130401 10 20230331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 次世代育成支援 平成24年度育児・介護中職員支援制度（前期）
男女共同参画デザイン

室長
20130401 10 20230331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 次世代育成支援 平成24年度育児・介護中職員支援制度（後期）
男女共同参画デザイン

室長
20130401 10 20230331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 24本受10年 補助金担当 20130401 10 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 24外部資金（契）（受）10年 補助金担当 20130401 10 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 24本施10年№1 補助金担当 20130401 10 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 経理室 資産 独立行政法人物質・材料研究機構等貸付取扱要領一部改正について 資産係 20120401 30 20420331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　1 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　2 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　3 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　4 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　5 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　6 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　7 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　8 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　9 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　10 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　11 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　12 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　13 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　14 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　15 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　16 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　17 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　18 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　19 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　20 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　21 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　22 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　23 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　24 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　25 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　26 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　27 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　28 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　29 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　30 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　31 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　32 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　33 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　34 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　35 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　36 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　37 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　38 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　39 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　40 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　41 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　42 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　43 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　44 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　45 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　46 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　47 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　48 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　49 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　50 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　51 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　52 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　53 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　54 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　55 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　56 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　57 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　58 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　59 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　60 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　61 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　62 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　63 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　64 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　65 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　66 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　67 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　68 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　69 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　70 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　71 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　72 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　73 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　74 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　75 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　76 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　77 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　78 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　79 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　80 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　81 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　82 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　83 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　84 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　85 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　86 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　87 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　88 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　89 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　90 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　91 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　92 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　93 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　94 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　95 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　96 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　97 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　98 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　99 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　100 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　101 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　102 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　103 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　104 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　105 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　106 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　107 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　108 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　109 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　110 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　111 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　112 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　113 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　114 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　115 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　116 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　117 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　118 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　119 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　120 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　121 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　122 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　123 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　124 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　125 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　126 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　127 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　128 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　129 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　130 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　131 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　132 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　133 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　134 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　135 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　136 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　137 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　138 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　139 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　140 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　141 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　142 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　143 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　144 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　145 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　146 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　147 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　148 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　149 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　150 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　151 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　152 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　153 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　154 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　155 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　156 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　157 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　158 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　159 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　160 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　161 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　162 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　163 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　164 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　165 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　166 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　167 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　168 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　169 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　170 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　171 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　172 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　173 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　174 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　175 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　176 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　177 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　178 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　179 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　180 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　181 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　182 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　183 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　184 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　185 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　186 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　187 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　188 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　189 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　190 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　191 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　192 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　193 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　194 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　195 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　196 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　197 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　198 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　199 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　200 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　201 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　202 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　203 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　204 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　205 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　206 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　207 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　208 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　209 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　210 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　211 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　212 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　213 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　214 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　215 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　216 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　217 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　218 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　219 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　220 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　221 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　222 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　223 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　224 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　225 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　226 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　227 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　228 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　229 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　230 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　231 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　232 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　233 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　234 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　235 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　236 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　237 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　238 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　239 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　240 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　241 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　242 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　243 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　244 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　245 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　246 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　247 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　248 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　249 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　250 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　251 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　252 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　253 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　254 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　255 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　256 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　257 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　258 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　259 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　260 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　261 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　262 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　263 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　264 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　265 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　266 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　267 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　268 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　269 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　270 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　271 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　272 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　273 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　274 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　275 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　276 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　277 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　278 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　279 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　280 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　281 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　282 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　283 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　284 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　285 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　286 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　287 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　288 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　289 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　290 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　291 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　292 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　293 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　294 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　295 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　296 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　297 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　298 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　299 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　300 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　301 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　302 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　303 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　304 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　305 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　306 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　307 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　308 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　309 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　310 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　311 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　312 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　313 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　314 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　315 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　316 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　317 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　318 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　319 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　320 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　321 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　322 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　323 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　324 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　325 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　326 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　327 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　328 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　329 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　330 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　331 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　332 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　333 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　334 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　335 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　336 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　337 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　338 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　339 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　340 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　341 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　342 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　343 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　344 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　345 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　346 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　347 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　348 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　349 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　350 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　351 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　352 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　353 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　354 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　355 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　356 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　357 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　358 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　359 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　360 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　361 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　362 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　363 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　364 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　365 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　366 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　367 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　368 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　369 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　370 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　371 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　372 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　373 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　374 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　375 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　376 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　377 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　378 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　379 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　380 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　381 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　382 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　383 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　384 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　385 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　386 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　387 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　388 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　389 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　390 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　391 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　392 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　393 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　394 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　395 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　396 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　397 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　398 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　399 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　400 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　401 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　402 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　403 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　404 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　405 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　406 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　407 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　408 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　409 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　410 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　411 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　412 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　413 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　414 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　415 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　416 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　417 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　418 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　419 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　420 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　421 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　422 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　423 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　424 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　425 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　426 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　427 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　428 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　429 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　430 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　431 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　432 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　433 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　434 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　435 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　436 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　437 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　438 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　439 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　440 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　441 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　442 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　443 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　444 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　445 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　446 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　447 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　448 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　449 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　450 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　451 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　452 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　453 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　454 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　455 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　456 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　457 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　458 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　459 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　460 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　461 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　462 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　463 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　464 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　465 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　466 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　467 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　468 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　469 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　470 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　471 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　472 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　473 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　474 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　475 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　476 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　477 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　478 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　479 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　480 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　481 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　482 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　483 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成24年度)　484 経理係 20130401 10 20230331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２４年度４月） 財務係 20130401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２４年度５月） 財務係 20130401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２４年度６月） 財務係 20130401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２４年度７月） 財務係 20130401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２４年度８月） 財務係 20130401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２４年度９月） 財務係 20130401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２４年度１０月） 財務係 20130401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２４年度１１月） 財務係 20130401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２４年度１２月） 財務係 20130401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２４年度１月） 財務係 20130401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２４年度２月） 財務係 20130401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -



総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成２４年度３月） 財務係 20130401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成２４年度４月） 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成２４年度５月） 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成２４年度６月） 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成２４年度７月） 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成２４年度８月） 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成２４年度９月） 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成２４年度１０月） 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成２４年度１１月） 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成２４年度１２月） 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成２４年度１月） 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成２４年度２月） 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成２４年度３月） 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 第11事業年度 独立行政法人物質・材料研究機構 財務諸表等の監査について 財務係 20130401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 独立監査人の監査報告書について 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 目的積立金承認申請書の提出について 財務係 20130401 30 20430331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務諸表 第11事業年度　財務諸表の提出について 財務係 20130401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 理事者確認書のドラフトについて 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務諸表 独立行政法人物質・材料研究機構第１１期財務諸表等の承認について 財務係 20130401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務諸表 独立行政法人物質・材料研究機構第11期事業年度財務諸表に関する公告について 財務係 20130401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 平成23年度における利益の処理について 財務班 20130401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２４年４月分 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２４年５月分 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２４年６月分 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２４年７月分 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２４年８月分 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２４年９月分 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２４年１０月分 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２４年１１月分 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２４年１２月分 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２５年１月分 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２５年２月分 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２５年３月分 財務係 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成24年4月1日～平成25年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成24年4月1日～平成24年6月30日)の提出について
財務班 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成24年4月1日～平成25年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成24年7月1日～平成24年7月31日)の提出について
財務班 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成24年4月1日～平成25年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成24年8月1日～平成24年8月31日)の提出について
財務班 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成24年4月1日～平成25年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成24年9月1日～平成24年9月30日)の提出について
財務班 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成24年4月1日～平成25年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成24年10月1日～平成24年10月31日)の提出について
財務班 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成24年4月1日～平成25年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成24年11月1日～平成24年11月30日)の提出について
財務班 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成24年4月1日～平成25年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成24年12月1日～平成24年12月31日)の提出について
財務班 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成24年4月1日～平成25年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成25年1月1日～平成25年1月31日)の提出について
財務班 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成24年4月1日～平成25年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成25年2月1日～平成25年2月28日)の提出について
財務班 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間分（平成24年4月1日～平成25年3月31日）の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出に

ついて
財務班 20130401 10 20230331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 会計監査人 会計監査人の選任について（通知） 財務係 20130401 30 20430331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 会計監査人 会計監査人の選任について 財務係 20130401 30 20430331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成24年度） 資産係 20130401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 資産 貴金属台帳（平成24年度） 資産係 20130401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 財務諸表（平成24年度） 財務班 20130401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成24年度） 財務班 20130401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（平成24年度） 財務班 20130401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 消費税申告書（平成24年度） 財務班 20130401 10 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成24年度） 会計班 20130401 10 20230331 電子 システム内保存 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資金繰り表（平成24年度） 会計班 20130401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 銀行勘定帳（平成24年度） 会計班 20130401 10 20230331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 源泉徴収支払リスト（平成24年度） 会計班 20130401 10 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査委申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120105 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 完成検査事前検査記録及び高圧ガス施設配管工事等完成報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120106 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120113 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120117 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 規程類 計量管理規定の変更認可について
千現地区安全管理事務

所
20120125 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 規程類 計量管理規定の変更認可について
千現地区安全管理事務

所
20120125 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 「物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）」の改正について
千現地区安全管理事務

所
20120125 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 ＳＲセンターに派遣する研究者・作業者の放射線業務従事に関する承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120125 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成２３年下期核燃料物資管理報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120125 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120126 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120126 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120206 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス「容器所有者登録更新申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120207 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120207 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120207 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120208 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査証について
千現地区安全管理事務

所
20120213 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120213 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 完成検査事前検査記録について
千現地区安全管理事務

所
20120213 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について
千現地区安全管理事務

所
20120215 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 向精神薬 向精神薬製造量等の報告について
千現地区安全管理事務

所
20120217 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20120217 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120217 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120220 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120223 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120227 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120228 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線発生装置許可使用に係る変更申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120228 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120228 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20120301 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査証について
千現地区安全管理事務

所
20120301 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120301 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120302 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス「容器所有登録票」について
千現地区安全管理事務

所
20120302 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物貯蔵所完成検査申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120305 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120305 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 中性子線共用施設同意書について
千現地区安全管理事務

所
20120305 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120305 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120306 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120307 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120309 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120313 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120314 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 完成検査事前検査記録の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120319 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者承認申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120323 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120323 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120323 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120323 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120323 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 「物質・材料研究機構　安全保障輸出管理に関する書類の様式について
千現地区安全管理事務

所
20120326 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120328 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120328 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120328 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20120330 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120330 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20120330 30 20411231 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 覚書 著作権譲渡に関する覚書 IT室 20140401 30 20440331 紙 IT室 IT室 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
部門長達 ナノ材料科学環境拠点に関わる部門長達の改正について 運営総括室 20130101 30 20421231 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 事故調査依頼への回答 「JA610A航空機事故調査に係る破面解析等」の事故等調査依頼申込について（回答） 運営総括室 20130101 10 20221231 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 事故調査報告書の提出 「JA610A航空機事故調査に係る破面解析等」の調査結果の報告について 運営総括室 20130101 10 20221231 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 事故調査依頼への回答
「JA109B航空重大インシデント調査に係るナットの材料分析等」の事故等調査依頼申込について

（回答）
運営総括室 20130101 10 20221231 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 事故調査報告書の提出 「JA109B航空重大インシデント調査に係るナットの材料分析等」の事故調査の報告について 運営総括室 20130101 10 20221231 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 事故調査依頼への回答 「埋設鋼管腐食原因の調査・分析」の事故等調査依頼申込について（回答） 運営総括室 20130101 10 20221231 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 事故調査報告書の提出 「埋設鋼管腐食原因の調査・分析」の調査結果の報告について 運営総括室 20130101 10 20221231 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室
達について（中核機能

部門）
「国際ナノテクノロジーネットワーク拠点運営委員会の設置について」の達の廃止について 事務統括室 20130101 30 20421231 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 弁護士への訴訟委任について 法規係 20120401 30 20420331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 職員から提起された未払賃金請求事件に関する弁護士との覚書の締結について 法規係 20120401 30 20420331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 代理決裁権者の指定について 法規係 20120401 30 20420331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第六条の三第一項に基づく報

告について
法規係 20120401 30 20420331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 サイアロン中国無効審決取消訴訟提起について（報告） 法規係 20120401 30 20420331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 争訟事件の処理について（通知） 法規係 20120401 30 20420331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 「鍵等管理要領」の改正について 法規係 20120401 30 20420331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 総務部門長達「文書取扱要領」の改正について 法規係 20120401 30 20420331 紙 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 文書 商業登記基づく電子証明書発行申請について 法規係 20120401 30 20420331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 役員報酬規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20120401 30 20420331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 平成２３年度法人文書の管理の状況調査について（回答） 総務・文書係 20130401 10 20230331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 文部科学省独立行政法人から公益法人等に対する会費支出の基準について（通知） 法規係 20130401 30 20430331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 定年制職員給与規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20130401 30 20430331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 総務部門長達「文書取扱要領」の改正について 法規係 20130401 30 20430331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 定年制職員給与規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20130401 30 20430331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 放送受信契約の締結について 総務・文書係 20130401 10 20230331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 「法人文書ファイル保存要領」の改正について 法規係 20130401 30 20430331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 定年制職員給与規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20130401 30 20430331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 任期制職員給与規程の届出及び官報掲載について 法規係 20130401 30 20430331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 弁護士への訴訟委任について 法規係 20130401 30 20430331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 弁護士への訴訟委任について（謄写） 法規係 20130401 30 20430331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 職員から提起された地位確認等請求事件に関する弁護士との覚書の締結について 法規係 20130401 30 20430331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 「文書取扱要領」の改正について 法規係 20130401 30 20430331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書
「職員の職務に係る倫理の保持のための体制及び利害関係者から受ける報酬に関する参考となるべ

き基準及び利害関係者との間における規制等について」の改正について
法規係 20130401 30 20430331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 定年制職員給与規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20130401 30 20430331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第六条の三第一項に基づく報

告について
法規係 20130401 30 20430331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 微生物実験 微生物実験に関する起案（H23.1.1から 23.12.31）
並木地区研究支援チー

ム
20120401 10 20230331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 遺伝子組換え実験 遺伝子組換え実験に関する起案（H23.1.1から 23.12.31）
並木地区研究支援チー

ム
20120401 10 20230331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 動物実験 動物実験に関する起案（H23.1.1から 23.12.31）
並木地区研究支援チー

ム
20120401 10 20230331 紙 総務室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成24年度任免関係（人事異動）① 人事第１係 20130401 30 20430331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成24年度任免関係（人事異動）② 人事第１係 20130401 30 20430331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成24年度新規採用手続き① 人事第１係 20130401 30 20430331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成24年度新規採用手続き② 人事第１係 20130401 30 20430331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成25年度研究職昇格審査（審査用資料） 人事第１係 20130401 10 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成25年度研究職昇格審査（書類審査・面接審査・決裁文書） 人事第１係 20130401 30 20430331 紙 人事室 人事室 廃棄

平成２５年度

秘書室 会議 運営会議 運営会議資料　平成25年度　① 秘書室 20140401 30 20440331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 会議 運営会議 運営会議資料　平成25年度　② 秘書室 20140401 30 20440331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２５年度監査計画・報告書 監査室 20140401 10 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２５年度文科省共済組合物質・材料研究機構の運営状況について 監査室 20140401 10 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄



監査室 監査室 業務監査 平成２５年度科学研究費補助金に関する内部監査 監査室 20140401 10 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２５年度環境報告書に関する審査 監査室 20140401 10 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 物質・材料研究機構契約監視委員会⑦（平成２５年度） 監事室 20140401 10 20240331 紙 監事室 監事室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 規程類
「少額随意契約（50万円未満／件）の執行に係る確認を行うコンプライアンス室の体制及び手順等

について」の改正について
コンプライアンス室長 20140401 30 20340331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 規程類 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）の運用について（通知） コンプライアンス室長 20140401 30 20440331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2011-11） コンプライアンス室長 20140401 10 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2012-05,07,08） コンプライアンス室長 20140401 10 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2013-02） コンプライアンス室長 20140401 10 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2013-03） コンプライアンス室長 20140401 10 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2013-04） コンプライアンス室長 20140401 10 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2013-05） コンプライアンス室長 20140401 10 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2013-06） コンプライアンス室長 20140401 10 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2013-07） コンプライアンス室長 20140401 10 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2013-03） コンプライアンス室長 20140401 10 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2013-04） コンプライアンス室長 20140401 10 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 利益相反カウンセリング（2013-2～4） コンプライアンス室長 20140401 10 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 リスクマネジメント作業資料（平成25年度） コンプライアンス室長 20140401 10 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 リスク対応計画（平成25年度） コンプライアンス室長 20140401 10 20240331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他 平成２４年度業務における実績報告書の提出について 評価室 20140401 30 20440331 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成２４年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知） 評価室 20140401 30 20440331 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 資源配分 平成２６年度実行予算策定資料 戦略室 20140401 10 20240331 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構　平成２４年度計画の変更及び変更届出について 企画調整室 20140401 10 20240331 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構　平成２５年度計画の策定及び届出について 企画調整室 20140401 10 20240331 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成２５事業年度　独立行政法人物質・材料研究機構予算の決定について 企画調整室 20140401 10 20240331 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 新規国際連携大学院協定締結について（University of Melbourne:オーストラリア） 学術連携室 20140401 30 20440331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 新規国際連携大学院協定締結について（University of Auckland:ニュージーランド） 学術連携室 20140401 30 20440331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 採用審査 平成25年度採用審査資料 人材開発室 20140401 30 20440331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 新規国際連携大学院協定について(レンヌ大学） 学術連携室 20140401 30 20440331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 新規国際連携大学院協定締結について（国立清華大学：台湾） 学術連携室 20140401 30 20440331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 新規連携・協力協定締結について（高等専門学校機構） 学術連携室 20140401 30 20440331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 エンジニア職評価 平成24年エンジニア職評価 人事室 20140401 30 20440331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 新規国際連携大学院協定について(モスクワ大学）　更新 学術連携室 20140401 30 20440331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄



人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 キャリア形成研究職員の定年制研究員への移行審査手続き要領の改正について 人材開発室 20140401 30 20440331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 キャリア形成エンジニアの定年制エンジニアへの移行審査手続き要領の制定について 人材開発室 20140401 30 20440331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 研究職及びエンジニア職採用要領の改正について 人材開発室 20140401 30 20440331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 「再チャレンジ支援制度実施要領」の一部改正について
男女共同参画デザイン

室長
20140401 30 20440331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 シンポジウム 日中韓女性科学技術指導者フォーラムつくばサテライト
男女共同参画デザイン

室長
20140401 10 20240331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 次世代育成支援 平成25年度育児・介護中職員支援制度（前期）
男女共同参画デザイン

室長
20140401 10 20240331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 次世代育成支援 平成25年度育児・介護中職員支援制度（後期）
男女共同参画デザイン

室長
20140401 10 20240331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 次世代育成支援 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定届の提出について
男女共同参画デザイン

室長
20140401 30 20440331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査の結果について（通知） 契約第1係 20140401 10 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査の結果について（通知） 契約第1係 20140401 10 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 取引停止措置について（通知） 契約第1係 20140401 10 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査の結果について（通知） 契約第1係 20140401 10 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査の結果について（通知） 契約第1係 20140401 10 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査の結果について 契約第1係 20140401 10 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 参加表明書の審査結果について 審査係 20140401 10 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 構造材料総合研究棟設計業務プロポーザルに関する質問書 審査係 20140401 10 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 契約 「物品等の共同調達に関する協定書」の締結について 審査係 20140401 30 20440331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 覚書 「物品等の共同調達に関する覚書」の締結について 審査係 20140401 30 20440331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 契約 「物品等の共同調達に関する協定書」の締結について 審査係 20140401 30 20440331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 覚書 「物品等の共同調達に関する覚書」の締結について 審査係 20140401 30 20440331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 「契約審査委員会運営要領」の改正について 審査係 20140401 30 20440331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類
「平成２５年度における独立行政法人物質・材料研究機構の障害者就労施設等からの物品等の調達

の推進を図るための方針」について
審査係 20140401 30 20440331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 「グリーン調達小委員会の設置について」の一部改正について 審査係 20140401 30 20440331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 解除通知書について 契約第3係 20140401 30 20440331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 25本施10年№1 補助金担当 20140401 10 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 25本施10年№2 補助金担当 20140401 10 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 25本施10年№3 補助金担当 20140401 10 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成24年度運営費交付金２月分請求書の件 出納係 20140401 10 20240331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成25年度運営費交付金４月請求分の件 出納係 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成25年度運営費交付金5月請求分の件 出納係 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 貴金属管理要領の改正について 資産係 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成25年度運営費交付金6月請求分の件 会計班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄



総務部門 経理室 予算 平成25年度運営費交付金第2四半期請求分の件 会計班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 第12事業年度 独立行政法人物質・材料研究機構 財務諸表等の監査について 財務班 20140401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 理事者確認書の提出について 財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査報告 独立監査人の監査報告書について 財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 目的積立金承認申請書の提出について 財務班 20140401 30 20440331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 税務 資産の譲渡等の対価以外の収入の使途の特定について 財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務諸表 第12事業年度　財務諸表の提出について 財務班 20140401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 税務 日英租税条約に基づく居住者証明書の提出について（Rolls-Royce plc） 会計班 20140401 30 20440331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 平成24年度における利益の処理について 財務班 20140401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 予算 平成25年度運営費交付金第3四半期請求分の件 会計班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 独立行政法人物質・材料研究機構第12期事業年度財務諸表に関する公告について 財務班 20140401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 財務 独立行政法人物質・材料研究機構第１２期財務諸表等の承認について 財務班 20140401 永久 - 紙 経理課 経理課 -

総務部門 経理室 監査 監査計画時における理事者確認書について 財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 地下埋設物撤去について（依頼） 財務班 20140401 30 20440331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成25年度運営費交付金第4四半期請求分の件 会計班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成26年度運営費交付金第1四半期請求分の件 会計班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２５年４月分 財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２５年５月分 財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２５年６月分 財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２５年７月分 財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２５年８月分 財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２５年９月分 財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２５年１０月分 財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２５年１１月分 財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２５年１２月分 財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間（平成25年4月1日～平成26年3月31日）分の消費税及び地方税の中間申告書（中間申告対

象期間　平成25年4月1日～平成25年6月30日）の提出について
財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成25年4月1日～平成26年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成25年7月1日～平成25年7月31日)の提出について
財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成25年4月1日～平成26年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成25年8月1日～平成25年8月31日)の提出について
財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成25年4月1日～平成26年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成25年9月1日～平成25年9月30日)の提出について
財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成25年4月1日～平成26年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成25年10月1日～平成25年10月31日)の提出について
財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成25年4月1日～平成26年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成25年11月1日～平成25年11月30日)の提出について
財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成25年4月1日～平成26年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成25年12月1日～平成25年12月31日)の提出について
財務班 20140401 10 20240331 紙 経理課 経理課 廃棄



総務部門 経理室 会計監査人 会計監査人の選任について 財務班 20140401 30 20440331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 会計監査人 会計監査人の選任について（通知） 財務班 20140401 30 20440331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　1 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　2 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　3 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　4 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　5 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　6 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　7 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　8 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　9 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　10 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　11 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　12 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　13 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　14 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　15 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　16 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　17 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　18 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　19 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　20 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　21 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　22 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　23 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　24 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　25 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　26 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　27 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　28 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　29 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　30 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　31 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　32 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　33 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　34 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　35 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　36 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　37 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　38 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　39 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　40 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　41 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　42 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　43 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　44 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　45 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　46 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　47 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　48 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　49 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　50 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　51 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　52 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　53 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　54 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　55 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　56 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　57 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　58 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　59 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　60 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　61 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　62 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　63 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　64 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　65 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　66 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　67 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　68 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　69 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　70 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　71 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　72 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　73 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　74 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　75 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　76 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　77 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　78 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　79 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　80 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　81 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　82 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　83 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　84 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　85 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　86 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　87 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　88 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　89 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　90 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　91 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　92 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　93 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　94 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　95 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　96 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　97 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　98 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　99 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　100 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　101 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　102 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　103 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　104 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　105 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　106 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　107 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　108 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　109 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　110 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　111 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　112 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　113 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　114 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　115 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　116 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　117 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　118 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　119 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　120 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　121 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　122 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　123 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　124 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　125 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　126 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　127 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　128 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　129 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　130 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　131 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　132 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　133 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　134 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　135 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　136 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　137 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　138 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　139 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　140 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　141 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　142 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　143 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　144 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　145 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　146 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　147 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　148 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　149 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　150 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　151 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　152 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　153 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　154 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　155 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　156 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　157 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　158 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　159 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　160 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　161 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　162 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　163 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　164 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　165 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　166 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　167 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　168 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　169 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　170 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　171 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　172 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　173 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　174 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　175 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　176 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　177 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　178 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　179 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　180 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　181 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　182 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　183 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　184 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　185 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　186 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　187 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　188 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　189 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　190 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　191 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　192 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　193 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　194 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　195 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　196 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　197 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　198 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　199 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　200 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　201 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　202 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　203 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　204 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　205 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　206 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　207 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　208 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　209 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　210 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　211 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　212 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　213 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　214 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　215 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　216 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　217 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　218 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　219 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　220 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　221 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　222 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　223 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　224 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　225 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　226 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　227 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　228 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　229 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　230 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　231 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　232 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　233 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　234 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　235 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　236 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　237 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　238 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　239 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　240 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　241 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　242 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　243 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　244 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　245 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　246 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　247 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　248 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　249 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　250 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　251 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　252 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　253 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　254 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　255 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　256 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　257 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　258 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　259 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　260 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　261 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　262 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　263 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　264 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　265 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　266 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　267 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　268 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　269 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　270 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　271 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　272 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　273 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　274 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　275 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　276 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　277 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　278 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　279 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　280 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　281 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　282 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　283 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　284 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　285 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　286 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　287 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　288 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　289 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　290 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　291 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　292 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　293 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　294 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　295 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　296 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　297 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　298 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　299 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　300 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　301 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　302 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　303 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　304 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　305 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　306 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　307 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　308 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　309 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　310 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　311 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　312 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　313 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　314 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　315 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　316 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　317 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　318 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　319 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　320 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　321 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　322 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　323 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　324 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　325 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　326 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　327 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　328 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　329 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　330 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　331 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　332 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　333 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　334 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　335 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　336 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　337 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　338 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　339 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　340 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　341 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　342 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　343 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　344 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　345 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　346 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　347 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　348 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　349 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　350 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　351 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　352 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　353 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　354 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　355 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　356 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　357 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　358 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　359 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　360 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　361 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　362 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　363 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　364 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　365 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　366 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　367 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　368 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　369 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　370 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　371 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　372 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　373 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　374 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　375 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　376 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　377 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　378 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　379 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　380 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　381 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　382 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　383 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　384 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　385 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　386 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　387 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　388 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　389 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　390 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　391 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　392 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　393 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　394 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　395 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　396 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　397 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　398 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　399 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　400 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　401 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　402 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　403 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　404 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　405 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　406 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　407 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　408 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　409 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　410 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　411 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　412 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　413 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　414 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　415 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　416 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　417 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　418 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　419 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　420 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　421 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　422 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　423 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　424 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　425 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　426 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　427 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　428 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　429 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　430 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　431 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　432 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　433 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　434 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　435 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　436 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　437 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　438 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　439 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　440 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　441 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　442 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　443 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　444 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　445 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　446 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　447 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　448 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　449 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　450 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　451 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　452 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　453 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　454 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　455 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　456 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　457 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　458 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　459 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　460 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　461 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　462 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　463 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　464 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　465 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　466 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　467 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　468 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　469 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　470 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　471 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　472 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　473 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　474 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　475 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　476 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　477 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　478 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　479 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　480 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　481 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　482 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　483 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　484 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　485 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　486 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　487 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　488 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　489 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　490 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　491 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　492 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　493 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　494 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　495 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　496 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　497 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　498 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成25年度)　499 経理係 20140401 10 20240331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成25年度4月） 財務係 20140401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成25年度5月） 財務係 20140401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成25年度6月） 財務係 20140401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成25年度7月） 財務係 20140401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成25年度8月） 財務係 20140401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成25年度9月） 財務係 20140401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成25年度10月） 財務係 20140401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成25年度11月） 財務係 20140401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成25年度12月） 財務係 20140401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成25年度1月） 財務係 20140401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成25年度2月） 財務係 20140401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -



総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成25年度3月） 財務係 20140401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成25年度） 資産係 20140401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 資産 貴金属台帳（平成25年度） 資産係 20140401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 財務諸表（平成25年度） 財務班 20140401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成25年度） 財務班 20140401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（平成25年度） 財務班 20140401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 消費税申告書（平成25年度） 財務班 20140401 10 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成25年度） 会計班 20140401 10 20240331 電子 システム内保存 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資金繰り表（平成25年度） 会計班 20140401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 銀行勘定帳（平成25年度） 会計班 20140401 10 20240331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 源泉徴収支払リスト（平成25年度） 会計班 20140401 10 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 国際共同研究覚書 MOUの締結について (12-MS-006) 学術連携室 20140401 30 20440331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 その他 Letter of Intent (LoI) NIMS, Saint-Gobain and CNRSについて 学術連携室 20140401 10 20240331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 NIMS-Empa OfficeにかかるLease Contract締結について（Empa:Swiss) 学術連携室 20140401 10 20240331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 新規連携・研究協定の締結について（信州大学） 学術連携室 20140401 30 20440331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 学術連携センター 学術連携センター契約の締結について（国立台湾大学） 学術交流チーム 20140401 30 20440331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 包括的協力協定（CCA）の締結について 学術交流チーム 20140401 30 20440331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律に基づく届出書等の提出について 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境
学校施設等における吹き付けアスベスト等の対策状況フォローアップ調査等の結果について（通

知）
施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 目黒地区危険物保安監督者選任・解任届出書について 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ﾎﾞｲﾗｰ 小型ボイラー設置報告書の申請について 千現施設維持第１係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 「公共工事コスト構造改善」（平成２３年度）結果報告について（通知） 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて（送付） 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２４年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書（Ｈ２４）の提出に

ついて
施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２４年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書（一次補正分）の提

出について
施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２４年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書（三次補正分）の提

出について
施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２４年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金計画変更承認申請書の提出につい

て
施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２４年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金変更交付決定通知書 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 完了検査申請書の提出について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２４年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告書の提出につ

いて
施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２３年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告書の提出につ

いて
施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 いわゆるゼロ国債工事等に係る金融保証の実施について（送付） 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 電子申告等届出書（兼代理人選任・解任届出書）の提出について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２３年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の実績報告書について 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 協議 境界立会い確認書（桜地区） 施設課 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成23年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金に係る繰越承認申請に伴う経費の返

納について（通知）
施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成25年度公共工事設計労務単価について（通知） 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 平成２５年度汚染負荷量賦課金申告書の申告について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 桜地区　夏季休日契約Ｂ契約書＆夏季休日契約Ｂ申込書の提出について 並木施設維持第２係 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２４年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業遅延報告に係る遂行期

間及び繰越額確定の報告について
施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２３年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業遅延報告に係る遂行期

間及び繰越額確定の報告について
施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 官庁施設の津波防災診断指針（平成25年4月版）について（送付） 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律に基づく届出書等の提出について 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 届出類 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書の提出について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書（３次補正）の提出

について
施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 平成２４年度産業廃棄物管理票に関する報告書の提出について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 受電状態自動伝達装置の設置に関する契約書等について（千現地区） 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 受電状態自動伝達装置の設置に関する契約書等について（桜地区） 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 通信 通信端末装置等の設置に関する契約書等について（並木地区） 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 文教施設工事積算要領の一部改正について（通知） 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成25年度筑波研究学園都市試験研究・教育機関施設管理連絡会の開催について（通知） 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 電話設備の設置に関わる運用保守申合書について 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 ポリ塩化ビフェニル廃棄物（PCB）の処分に係る事前登録報告書の提出について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 大規模空間を持つ文教施設の吊り天井の脱落対策について 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
国の会計年度終了に伴う平成２３年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の実績報

告書について
施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
国の会計年度終了に伴う平成２４年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の実績報

告書について
施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて（送付） 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ 「平成25年度学校等における省エネルギー対策に関する講習会」の開催について 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 建設業退職金共済制度の加入促進及び履行確保について（送付） 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ エネルギー使用合理化実務従事証明書の発行について 並木施設維持第１係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 許可申請書（並木地区　倉庫新築） 施設管理・建設係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 文教施設工事積算要領等の一部改正について 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 法定福利費事業者負担分の項目を追加した「公共建築工事見積標準書式」の運用について 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
法定福利費の内訳明示に係る標準見積書の活用等による建設業における社会保険等未加入対策の徹

底について
施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 許可通知書（並木地区倉庫新築） 施設管理・建設係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 ２０１３年度冬季の電力需給対策について（通知） 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 冬季の省エネルギー対策について（依頼） 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 確認申請及び建築工事届の提出について（並木地区倉庫新築工事） 施設管理・建設係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 定期調査報告書他の提出について（研究本館、ＭＡＮＡ棟） 施設課 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 届出類 並木地区「特定施設(有害物質貯蔵指定施設）設置届出書」の提出について 並木施設維持第１係 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 届出類 並木地区「特定施設(有害物質貯蔵指定施設）設置届出書」の提出について(新設） 並木施設維持第１係 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成23年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の額の確定等について（通知） 施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
国の会計年度終了に伴う平成24年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の執行額の

確認について（通知）
施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持第２係 20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境
学校施設等における吹き付けアスベスト等の対策状況フォローアップ調査等の結果について（通

知）
施設課 20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 受変電設備定期点検（特高） 桜施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 高圧変電設備定期点検 桜施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 煤煙濃度測定 桜施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 スクラバー定期点検 桜施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 地下タンク漏洩検査 桜施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 クレーン クレーン定期検査 桜施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 エレベータ エレベーター定期点検 桜施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 受水槽点検・水質検査 桜施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 汚雑排水総点検清掃 桜施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 残留塩素測定 桜施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 特殊ガス防災設備点検整備 桜施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理 千現施設維持係 20140401 30 20440331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
東日本大震災により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のための指定寄附金の期間の延長等に

ついて
施設課 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 建築基準法施行令改正に伴う関連告示の公布について（周知） 施設課 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 工作物等における木材利用の促進について（通知） 施設課 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持係 20140401 30 20440331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 並木地区「特定施設設置届出書(下水道法)」の提出について 並木施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金交付申請書の提出について 施設課 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 並木地区特定施設設置届（下水道法）の提出について 施設課 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 並木地区「期間短縮願所（下水道法）」の提出について 施設課 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理 千現施設維持係 20140401 30 20440331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持係 20140401 30 20440331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 下水道法に基づく実施制限期間短縮の通知について 千現施設維持係 20140401 30 20440331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持係 20140401 30 20440331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持係 20140401 30 20440331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理 千現施設維持係 20140401 30 20440331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成25年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金交付決定通知 施設課 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告書の提出につ

いて
施設課 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 完了検査申請書（並木地区倉庫新築） 施設課 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 土砂等による土地の埋立て等事業の有無について 施設課 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 土砂等による土地の埋立て等事業の有無について 施設課 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 確認済証（並木地区倉庫新築工事） 施設課 20140401 30 20440331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 「建築工事の技術者の選任等に係る取扱いについて」の一部改正について 施設課 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 桜地区　自家電気用電気使用申込書の提出について 桜施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気
【①発電設備設置届出書、②変電設備設置届出書、③蓄電池設備設置届出書】の提出について(無

塵特殊実験棟)
並木施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気
【①発電設備設置届出書、②変電設備設置届出書、③蓄電池設備設置届出書】の提出について(高

温合成特殊実験棟)
並木施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 危険物貯蔵所廃止届出書の提出について(無塵特殊実験棟) 並木施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持係 20140401 30 20440331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 並木地区「特定施設(有害物質貯蔵指定施設）使用廃止届出書」の提出について 並木施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 並木地区「特定施設使用廃止届出書」の提出について(下水道法) 並木施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ガス  ガス需給契約書（大口供給）及び覚書の提出について 並木施設維持係 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理 千現施設維持係 20140401 30 20440331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持係 20140401 30 20440331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告の提出につい

て
施設課 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２４年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助事業実績報告書の提出について 施設課 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設課 20140401 10 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質の変更届出について
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 建築基準法 許可申請書（建築物）
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 建築基準法 委任状（建築基準法第48条第6項の規定による許可申請）
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 建築基準法 公開による意見の聴取通知書
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染状況調査結果報告書の提出について
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 建築基準法 建築基準法第48条第6項の規定に基づく許可について
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 建築基準法 建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届（A敷地、B敷地）
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 建築基準法 敷地認定申請書の提出について（千現地区）
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 地区計画の区域内における行為の届出書
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 景観法 景観計画区域内における行為の届出書
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ひとまち条例 特定公共的施設新築等工事届出書
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告書の提出につ

いて

構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 建築基準法 確認申請書（建築物）【千現地区　構造材料総合研究棟等】
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出について
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２４年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告について（指

示）

構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 建設工事に係る資材の再資源化等に関する届出書（千現地区　構造材料総合研究棟等建設工事）
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 給水装置所有権取得届及び給水装置工事申込書
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 建築基準法 工事監理者届及び工事施工者届の提出について（千現地区　構造材料総合研究棟等建設工事）
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 30 20440331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路工事施工承認申請書（道路法24条）
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路工事着手届
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 建築基準法 建築基準法第44条第1項第四号の規定による許可申請書（建築物）
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 都市計画法第53条第1項による許可申請
構造材料総合研究棟等

建設室
20140401 10 20240331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 向精神薬 向精神薬製造量等の報告について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線障害予防規程変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 報告書 不備欠陥事項改修（計画）報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安技術管理者等届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者承認申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 製造施設完成検査申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 完成検査事前検査記録の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防災管理者選任（解任）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防計画作成（変更）届出書について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任報告の届出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者代理者届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス施設「保安検査申請書」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事承認書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線被ばくに関する証明書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線取扱主任者の指名及び解除について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設軽微変更届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 一般包括許可申請について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線被ばくに関する証明書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 定期自主検査報告書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 保安検査事前検査報告書（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 定期自主検査報告書（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現、並木、桜地区自衛消防隊隊長、副隊長、各班班長、各班副班長の指名について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防計画作成（変更）届出書及び自衛消防組織設置（変更）届出書について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 麻薬 麻薬年間届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造廃止届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備健康許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備健康許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬 火薬類譲受許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20140401 30 20440331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【12MS088】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【12MS033】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（11MS125SUS） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10-W-59-KR） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(特願2006-302327) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3541】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-013510） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 (05MS247FND)分割出願、上申書、出願審査請求書及び職務発明認定書発行について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10-W-65-KR） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成25年1月～3月請求期限（国内単独）案件

一括処理）
知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10MS039FPCT） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【12MS096】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【12MS101】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2013-006281） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【11MS054S】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 (07-MS-153D)分割出願について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【12MS100】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（11MS084TW） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10W062US） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4129】職務発明認定書の発行について（特願2012-514804） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4063】職務発明認定書の発行について（特願2012-505571） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4120】職務発明認定書の発行について（特願2012-505620） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4128】職務発明認定書の発行について（特願2012-512707） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4127】職務発明認定書の発行について（特願2012-511630） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4103】職務発明認定書の発行について（特願2012-512706） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4104】職務発明認定書の発行について（特願2012-512708） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【12MS079E】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（特願2006-302327からの分割） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3280】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-293608） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について【12MS103S】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(管理番号04-W-56-CN) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について【12MS111SE】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について ( (株) 山本科学工具研究社　・ 新幹工業(株)　） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（多木化学(株)　管理番号368　） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 持分割合証明書の発行について（特願2006-302327からの分割） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について【12MS081S】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許権等実施変更契約書の締結について（株式会社コメット） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 (０６ＭＳ１５６ＮＤ)分割出願及び職務発明認定書発行について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権等実施変更契約書（ヒロコン） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【中国、ドイツ】委任状の発行について（09-W-21-CN,09-W-21-DE) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【12MS110】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【12MS106EF】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 証明書提出について【11MS060SR】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について【11MS101F】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（11MS043PCT） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【12MS113F】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（11MS008US） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3585】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-054215） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3586】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-054207） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（11-MS-115PCT） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（12-MS-095） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【12MS116】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【12MS115】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【11MS116E】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3540】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-005598） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について【12MS109S】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について【11MS121F】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（397イタリア） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3561】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-032951） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【1416P】持分割合証明書の発行について（特許第4462850） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他 AUTHORIZATIOの発行について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（新光化学　管理番号351　） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（新光化学②　管理番号351　） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（Samsung Electronics.,Ltd.　管理番号310　） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について（JST マイクロフェーズ　管理番号296　） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【12MS065】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（11MS145PCT） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許権等実施契約解約の申入れについて（No.345 清和製作所） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 実施許諾対象特許出願の審決の通知について（No.342 立山マシン） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 実施許諾対象特許出願の審決の通知について（No.351 新光化学工業所） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 実施許諾対象特許出願の審決の通知について（No.393 紀州技研工業） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10MS101N） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10MS109RPCT） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【1719】持分割合証明書の発行について（特許4296566号） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 (08-MS-089D)分割出願、上申書提出について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4155】職務発明認定書の発行について（特願2012-551806） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4154】職務発明認定書の発行について（特願2012-545781） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（PCT/JP2011/072835に係る日本国移行） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（11-MS-123F） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2008-224658からの分割） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【05MS247FND】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 実施報告書の提出について ( 管理番号189・253・282・346　） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4140】職務発明認定書の発行について（特願2012-518404） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 知的財産権の放棄に関する届出書について【07-MS-103】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3578】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2011-191688） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【07MS001FR】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について(第3532888号) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 知的財産権設定登録等通知書について【08-MS-027F】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10-MS-063N） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【07-MS-039F】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[12MS126] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(PCT/JP2011/068744) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 知的財産権出願通知書について【10MS039F-US】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【08-MS-102F】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（12-MS-120） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10-MS-041N） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について[12MS082FR] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【522】職務発明認定書の発行について（PCT/JP2011/072962） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【12MS129】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【12-MS-105】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2556】職務発明認定書の発行について（特願2006-183159） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2248】職務発明認定書の発行について（特願2005-270031） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【08-MS-012F】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（12-MS-121） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【05MS247FN】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書の提出及び特許出願について【12MS120S】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書の提出及び特許出願について【12MS121S】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について【12MS078】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（早稲田大学「ギ酸ガスフローによる還元効果を利用した半導体基板

低温拡散接合装置」）
技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について[11MS120R] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について[12MS127] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3570】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-041036） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[12MS122F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（富士レビオ株式会社「膜型表面応力センサーを用いた、抗体に結合

した抗原を検出する方法」）
技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（PCT/JP2012/067189に係る日本国移行） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3801】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-026122） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[12MS097, 早稲田大学] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について[11MS056R] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について[12MS130] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について[12MS134] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許実施許諾契約の締結について（株式会社ミツバ） 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（12MS001PCT） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成25年4月～6月請求期限（国内単独）案件

一括処理）
知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 〔中国〕名義変更に対する譲渡証の発行について(164) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について[12MS124] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について[12MS128] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について[12MS123] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 (08-MS-048D)分割出願及び職務発明認定書発行について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について[12MS131] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[12MS108F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 裁判(通常実施権の許諾権確認請求事件)に関する委任契約書及び委任状の発行について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 【EPC】産業財産権通知書の発行について(383) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【4195】知的財産権出願通知書の提出について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について[12MS114] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について[11MS126R] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（11MS147PCT） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について[12MS133] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【4196】知的財産権出願通知書の提出について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（PCT/JP2012/052268に係る日本国移行） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について[13MS008F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS001PCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について[12MS135] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について[12MS062E] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3377】職務発明認定書の発行について（特願2008-538721） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同研究
共同出願契約の締結について（JNC株式会社）「ナノ微多孔膜の製造方法／高分子ナノ微多孔膜の

製造方法」
技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 (07-MS-214D)分割出願について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（11MS147PCT） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【米国】包括委任状の発行について（529） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【06-MS-023F】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
【3651】持分移転に係る同意書及び職務発明認定書、持分割合証明書の発行について（特願2010-

126335）
知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3661】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-175750） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3919】職務発明認定書の発行について（特願2011-521003） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3832】職務発明認定書の発行について（特願2010-546681） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4115】職務発明認定書の発行について（特願2012-517210） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[10MS057FPCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3631】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-124715） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3632】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-124716） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他 特許権の使用に関する回答について （Rolls-Royce plc) 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4166】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2012-530646） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[11MS150PCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について[13MS010] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[12MS117, クラレ] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS002] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（株式会社クラレ）「無機酸化物のメソ多孔性構造体の製造方法」 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について[13MS009F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証書 譲渡証の発行について[10MS081EP] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS017] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（11-MS-080、081,160F,163F,164F,165F,166F） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS014PCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[13MS009F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3649】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-169323） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（筑波大学）「ポリマーバルーン素材とその製造方法」 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について[13MS003] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 知的財産権出願通知書について[10MS039F-KR] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[10MS045N] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS020] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 例外証明 新規性の喪失の例外証明書発行について【10-MS-068N】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について(4042：首都大、産総研) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[12MS086F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS005S, 東工大] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4162】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2012-533021） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS028] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[10MS112KR, CN] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[10MS113KR, CN] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[10MS114KR, CN] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[13MS011F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【07MS110NF】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【05-MS-69】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[11MS136PCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について(第3959489号) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3638】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-136369） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS014] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4125】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2012-274112） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(12MS069PCTUS,12MS069PCTTW,12MS069PCTCN,12MS069PCTKR) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3643】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-153792） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS030, 清原光学] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS023] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 【4222】知的財産権出願通知書の提出について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4197】職務発明認定書の発行について（特願2012-537777） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4210】職務発明認定書の発行について【特願2012-539735】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS004S, 広島大] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[10MS081EP] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS014TW] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS015] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS028PCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10-MS-037N） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 例外証明 新規性の喪失の例外証明書発行について【13-MS-005S】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について[12MS034R] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[12MS136] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願および出願通知書について[13MS011FR] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS032] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[12MS061] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[10-W-32US分1] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 例外証明 新規性の喪失の例外証明書発行について【13-MS-007S】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【13-MS-007S】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について[12MS082FRR] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【12MS118】職務発明の認定・権利の承継及び特許出願について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS019] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS021] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 証明書提出について[13MS004S] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS013FPCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS018PCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 代替え供述 代替供述書の発行について[10-W-32US分1] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
【1244】特許権の持分移転登録および登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(第

3718708号)
知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【07MS071EFR】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS041] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成25年7月～9月請求期限（国内単独）案件

一括処理）
知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 合意書 合意書の締結について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 (07MS030ND)分割出願について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2009-511845からの分割） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 例外証明 新規性の喪失の例外証明書発行について【10-MS-107N】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3661】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-175750） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS033] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[10MS099CN] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS043PCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS027SFPCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4196】職務発明認定書の発行について（特願2012-538643） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS047] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 人材紹介 人材紹介契約書の締結について(リクルートキャリア) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS040] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【1954】職務発明認定書の発行について（特願2004-245947） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3650】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-164955） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[13MS025F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS063PCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[13MS027F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明 持分証明書の発行について(3595) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について(東京大学：10-MS-072F、3689) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約について（東京大学：10-MS-036F、3650) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（東京大学：09-MS-105F) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3420】職務発明認定書の発行について（特願2008-548251） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS038] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3653】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-175851） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4055】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2012-501712） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3743】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2011-017142） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS035] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[13MS031F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(特願2013-132850) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2834】職務発明認定書の発行について（特願2007-064370） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2049】職務発明認定書の発行について（特願2005-007682） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS030CN] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3692】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-240542） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 その他 未払共同研究費用支払い請求事件の仲裁に関する弁護士への委任契約について(Dyesol) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 覚書 共同出願に関する覚書の締結について(帝人_10MS22) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡契約 譲渡契約の締結について(帝人) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 特許料
特許料納付にかかる納付対応検討依頼書の発行について（特許登録番号3709999）（整理番号

0842P）
知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[11MS023FKR] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[10MS099CN] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[10W69CN] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(12-MS-045)(12-MS-045R） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS057] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について[13MS018F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS049] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS043] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【06MS145FN】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 知的財産権 知的財産権出願通知書について【11MS023FN】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書および持分割合証明書の発行について[11MS023FN] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[13MS034F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3660】職務発明認定書の発行について（特願2010-178678） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS051] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS061S] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS042] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状及び陳述書の発行について(10-W-67) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（極東製薬工業）「無タンパク質・無脂質培地馴化細胞株、その製造

方法及び培地」
技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施報告書 特許権等実施変更契約の締結について（神戸製鋼・ｼﾞｬﾊﾟﾝｽｰﾊﾟｰｺﾝﾀﾞｸﾀﾃｸﾉﾛｼﾞｰ) 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 持分割合証明書の発行について[11MS023FN] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 債権発生通知の発行について(09-W-21DE) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【06MS186NF】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証 譲渡書の発行について[10MS055EP] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（東京大学：09-MS-105F) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4244】職務発明認定書の発行について（特願2012-547924） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4240】職務発明認定書の発行について（特願2012-553593） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願

共同出願契約の締結について（産総研）「表面の平坦性および結晶構造の完全性に優れた

GaSb/InAs/Si(111)構造とその形成方法、並びにその構造を用いたMOSﾃﾞﾊﾞｲｽおよび赤外線検出ﾃﾞ

ﾊﾞｲｽ」

技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 例外証明 新規性の喪失の例外証明書発行について【13-MS-061S】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS046T] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3689】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-208796） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明 持分証明書の発行について(2850) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS058] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【06-MS-131】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS050] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS044] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について(帝人株式会社との共同出願の案件) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 【1954】特許権持分移転登録について（特許第3979500号） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS031PCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[13MS063F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3703】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-245734） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（農業生物資源研究所）「細胞培養用支持体の製造方法、細胞培養用

支持体および細胞培養方法」
技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS036S] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS012] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 【中国】産業財産権通知書の発行について(382) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 【中国】産業財産権通知書の発行について(382(1)) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【05MS209RDF】(放棄) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【06-MS-131N】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3550】職務発明認定書の発行について（特願2009-526504） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4228】職務発明認定書の発行について（特願2012-546910） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[09MS058US] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について[13MS075S] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 (10-MS-161N)分割出願及び職務発明認定書発行について(3872) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS065] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3700】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-251183） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【米国】委任状の発行について(477(1)) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【スイス】委任状の発行について(322) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS054] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【09-MS-031F】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS016] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（08-W-09-CN）(08-W-19-TW) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について[13MS063F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS006] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について[12MS012FPCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【1976】特許料軽減申請書および職務発明認定書の発行について（特願2004-279999） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3052】特許料軽減申請書および職務発明認定書の発行について（特願2007-311155） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
特許共同出願契約の締結について（日亜化学「蛍光体及びその製造方法並びにこれを用いた発光装

置」）
技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同研究
共同出願契約の締結について（株式会社ＩＨＩ）「熱遮蔽コーティングしたＮｉ合金部品及びその

製造方法」
技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS057, 日亜化学工業株式会社] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4261】職務発明認定書の発行について（特願2012-557909） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【1976】持分割合証明書の発行について（特願2004-279999） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS068] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【3052】持分割合証明書の発行について（特願2007-311155） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【1873】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2004-161844） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 例外証明 新規性の喪失の例外証明書発行について【13-MS-007S】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[03MS090, 03MS069] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS071FPCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3777】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2011-068559） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS076, 高知工科大学] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証書 譲渡証書の発行について[13MS057] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 (特願2013-201187)分割出願及び職務発明認定書発行について(4288) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS013] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS064] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について[13MS072S] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3875】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-223664） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3876】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2010-223665） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【08-MS-033F】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[13MS045F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
出願審査請求書及び職務発明認定書の発行について（平成25年10月～12月請求期限（国内単独）

案件一括処理）
知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS059] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[PCT/EP2012/057661からの各国移行] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[13MS082F, 長岡技術科学大学] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS056] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審査請求 【3700】審査請求料軽減申請書の発行について（特願2010-251183） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3735】職務発明認定書の発行について（特願2010-252684） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS087] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[PCT/EP2012/057661からの各国移行] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(412) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 出願審査請求書及び職務発明認定書の発行について（国内単独）（3693） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【イタリア】包括委任状の発行について(397(1)) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について[13MS070F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS085] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3988】職務発明認定書の発行について（特願2011-543337） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 合意書
合意書の締結について（横田俊幸/コバレント販売/クラレ）「多孔質ｾﾗﾐｯｸｽｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ材料およびそ

の製造方法」
技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 表示変更 登録名義人の表示変更登録申請書の発行について[特許第3858069号・特許第3940770号] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS082RRPCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（東北大学）「ナノポーラス金属の排ガス触媒（仮称）」 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について[12MS129R] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 (特願2013-217747)分割出願及び職務発明認定書発行について(4302) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[11MS023FN] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【07MS063FN】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【08-MS-168F】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS120, 株式会社光波] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS069, シチズンホールディングス] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS066, 大同特殊鋼株式会社] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[13MS080F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS062] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS076] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS088] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について[特許第3858069号，特許第3940770号] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS080PCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS071, 東北大学] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について[12MS118R] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 【1355P】特許権の持分移転登録申請書の発行について(特許第4434576号) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 宣誓書 宣誓供述書の発行について[商標登録出願] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS052R1, 13MS052R2] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS078] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS101PCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 【外国】特許権の持分移転及び名義変更の発行について(帝人株式会社との共同出願の案件) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転に伴う持分譲渡証書の発行について(第4046151号) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明 【3988】持分証明書の発行について（特願2011-543337） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証書 譲渡証書の発行について[11MS072D] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[13MS074F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 持分譲渡による共有者の同意書について（0980P、0981P、1065P、1110P） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（3748、3749、3750） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3635】職務発明認定書の発行について（特願2009-544742） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 著作権使用許諾 東映が所有するキャラクターの使用許諾に関する契約について(類似キャラクターの使用許諾) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【09-MS-017F】(3408) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS081] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同研究 共同出願契約の締結について（筑波大学）「ＭＲＩ造影剤」 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【13MS113F】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（筑波大学）「自己組織化ペプチド」 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(特願2009-290000) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS107] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知的財産権 知的財産権出願通知書について【11MS022FRN】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（3831） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明 持分証明書の発行について（3748、3749、3750） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（早稲田大学）「シリコン樹脂と銅薄膜の大気圧低温接合方法」 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（広島大学）「チタニア・ナノ構造体及びその製造方法」 技術移転チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について[12MS082FPCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証 台湾出願に対する譲渡書の発行について(318) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS100PCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（3704） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 取り下げ 登録申請取下書の発行について[特許第3858069号，特許第3940770号] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状・代用陳述書の発行について[PCT/JP2012/072359] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS115] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS091, 広島大学] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS111] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS077E] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS073] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS094] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【09-MS-059F】(3531) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継、証明書提出、国内優先主張出願及び産業財産権等出願通知書について

【13MS025RFS】
知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について[特許第3858069号，特許第3940770号] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【13MS110F】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS116] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 (特願2009-505219)分割出願及び職務発明認定書発行について(4336) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 MOU MOUの締結について（CNRSとSaint-Gobainとの3者） 研究連携室 20140401 10 20240331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4277】職務発明認定書の発行について（特願2013-538398） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【10-MS-036F】(3650) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【10-MS-005F】(3625) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明 【3727】持分証明書の発行について（特願2010-286550） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[11MS013N] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3727】職務発明認定書の発行について（特願2010-286550） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について【特願2010-223664】（3875）、【特願2010-223665】（3876） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行【韓国特許0816693（184）】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（3742、3997、4036、4054） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 (特願2013-255895)分割出願及び職務発明認定書発行について(4337) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 【1075P】登録名義人の表示変更登録申請書の発行について[特許第3542754号] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13-MS-061KR] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（3762、4045） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【13MS112F】（4340） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[10MS144FKR] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（1075P） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について[12MS031FPCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について[12MS071FPCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（3790、3799） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[07MS214D, 三菱瓦斯] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分割合 【3762】持分証明書の発行について（特願2011-042775） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成26年1月～3月請求期限（国内単独）案件

一括処理）
知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（3747） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS121E] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ノウハウ ノウハウ認定書の発行について(柳生)
研究連携室/知的財産

チーム
20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ノウハウ ノウハウ認定書の発行について(皆川)
研究連携室/知的財産

チーム
20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状  委任状の発行について(335スウェーデン) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明  【1075P】持分証明書の発行について（特許登録第3542754号） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明 【3747】持分証明書の発行について（特願2011-023802） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明  【3799】持分契約書の発行について（特願2011-105594） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS029, 筑波大学] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 転載許可 転載許可について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS114] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[US591, ウェスタンデジタル] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[天津大学] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS052, 不二越] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 (09MS103ND)分割出願、職務発明認定書および持分証明書発行について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS124] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【07-MS-002D】(3886) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（3767） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[サムスンとの共願] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（11-MS-004N） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【13MS139F】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許権使用に関する通知について（Rolls-Royce plc) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
【訂正（金額変更）】共同研究契約の締結について（EUVL基盤開発センター「EUVフォトリソ用

レジスト材料の感光に及ぼす金属ナノ粒子の影響」）
知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同研究
共同研究契約の締結について（無資金型_No.768_株式会社IHI「長時間クリープ試験材の微細金属

組織の評価解析」）
知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知財通知書 知的財産権出願通知書について[12MS129R] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 知財通知書 知的財産権出願通知書について[12MS129R] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに知的財産権出願通知書の提出について[13MS093F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS089, シャープ] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS133] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 国内優先主張出願について[13MS020R] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（3685、3778） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS123PCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状  委任状の発行について[12MS028PCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[11MS066PCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS149] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[10MS073N] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【米国】Assignmentの発行について(597P) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（4003、4033、4109） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明  (09-MS-149D)分割出願、上申書、出願審査請求書及び職務発明認定書発行について(4357) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（3818） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明  職務発明認定書の発行について（PCT出願の日本国移行案件一括起案） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明 【3767】持分証明書の発行について（特願2011-051475） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（PCT出願の日本国移行案件：PCT587） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS126] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（2193、2390） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（4035） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS132] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS134] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS135] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS135] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS136] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS137] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS138] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 証明書提出について[13MS086S] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 産業財産権等出願通知書について【08-MS-189F】(3373) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明書 【3778】持分証明書の発行について（特願2011-067386） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明書 【3818】持分証明書の発行について（特願2011-115126） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS001] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[13MS048F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS129RPCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[11MS121FPCT] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS066SN] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS079，電化] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS090，電化] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明 【3865】持分証明書の発行について（特願2011-195756） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS022EF] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について【13MS158S】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について【13MS159FS】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS125] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【13MS143F】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明 【4109】持分証明書の発行について（特願2012-515921） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS157] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS118] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 産業財産権等出願通知書について[13MS022EF] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 協定書 TIA-nano中核４機関における成果の取り扱いに関する協定書の締結について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 国内優先主張出願及び知的財産権出願通知書について[12MS122FR] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS104FTW] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 産業財産権等出願通知書について【09-MS-042F】(3469) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について【13MS146F】 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS010KR] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明 【4035】持分証明書の発行について（特願2012-506987） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに知的財産権出願通知書の提出について[13MS106F] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 (特願2014-50199分割出願及び職務発明認定書発行について(4388) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（2008） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(特願2014-050199) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について[13MS052R1, R2] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[PCT/JP2012/080146からの各国移行] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(4386) 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS130] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（12MS114PCT） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成26年4月～6月請求期限（国内単独）案件

一括処理）
知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（PCT出願の日本国移行案件） 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 (10-MS-067D)分割出願ならびに職務発明認定書、持分証明書の発行について 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[CN622, 天津大学] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS154] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS140T] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS153] 知的財産チーム 20140401 30 20440331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
中核部門長達 ナノ材料科学環境拠点に関わる部門長達の廃止について

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20140401 30 20440331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
拠点長達 ナノ材料科学環境拠点に関わる拠点長達の制定について

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20140401 30 20440331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

ビザ申請 平成25年度日米若手研究者交流プログラム参加に係るビザ申請について
人材育成・国際連携推

進チーム
20140401 10 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

ビザ申請 平成25年度日米若手研究者交流プログラム参加に係るビザ申請について（Dr. Lin Tian）
人材育成・国際連携推

進チーム
20140401 10 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

選考結果
「平成25年度ナノテクノロジープラットフォーム技術支援者交流プログラム」選考結果について

（通知）

人材育成・国際連携推

進チーム
20140401 10 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼 「平成２５年度日米若手研究者交流プログラム」への参加について（依頼）
人材育成・国際連携推

進チーム
20140401 10 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 共用設備の指定等 共用設備等の指定について 事務統括室 20140401 30 20440331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

総務部門 総務室 規程類 役員退職手当支給規程の届出及び官報掲載について 法規係 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 定年制職員退職手当規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 訴訟
橳島真一から提起された未払賃金請求事件及び地位確認等請求事件に関する弁護士との覚書の一部

変更について
法規係 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 放送受信契約の締結について 総務・文書係 20140401 10 20240331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 独立行政法人等情報公開法の施行状況調査について（回答） 総務・文書係 20140401 10 20240331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 独立行政法人等個人情報保護法の施行状況調査について（回答） 総務・文書係 20140401 10 20240331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 「文書取扱要領」の改正について 法規係 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類
「少額随意契約（５０万円未満／件）の執行に係る確認を行うコンプライアンス室の体制及び手順

等について」の改正について
法規係 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 平成２４年度法人文書の管理の状況調査について 総務・文書係 20140401 10 20240331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 任期制職員給与規程の届出及び官報掲載について 法規係 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 つくば市環境都市の推進に関する協定書の再締結について 総務・文書係 20140401 10 20240331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 「文書取扱要領」の改正について 法規係 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 商業登記に基づく電子証明書発行申請について 法規係 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 定年制職員給与規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第六条の三第一項に基づく報

告について
法規係 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 独立行政法人国立公文書館への移管を想定する法人文書ファイル等の有無について(回答) 総務・文書係 20140401 10 20240331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 事務部門連絡調整会議(平成22年度、23年度) 法規係 20140401 10 20240331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成24年理事会議資料 法規係 20140401 30 20440331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成25年理事会議資料 法規係 20140401 30 20440331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成24年度ユニット長等連絡会議 法規係 20140401 30 20440331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成25年度ユニット長等連絡会議 法規係 20140401 30 20440331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成23年度総務部門等会議資料　Ｎｏ．２ 法規係 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 幹部会議資料　Ｎｏ．１５ 総務・文書係 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 理事会議資料　Ｎｏ．１ 法規係 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 理事会議資料　Ｎｏ．２ 法規係 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 理事会議資料　Ｎｏ．６ 法規係 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 理事会議資料　Ｎｏ．７ 法規係 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程集（平成24年度） 法規係 20140401 30 20440331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程類登録簿（平成24年度） 法規係 20140401 30 20440331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 部門長達登録簿（平成24年度） 法規係 20140401 30 20440331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程集（平成25年度） 法規係 20140401 30 20440331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程類登録簿（平成25年度） 法規係 20140401 30 20440331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 部門長達登録簿（平成25年度） 法規係 20140401 30 20440331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 制定について 千現地区研究支援室 20140401 30 20440331 紙 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 微生物実験 微生物実験に関する起案（H24.1.1から 24.12.31）
並木地区研究支援チー

ム
20140401 10 20240331 紙 総務室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 労務
労働者災害補償労働者保険（様式８号）労働者災害用休業補償給付金請求書への事業主の証明につ

いて
労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労務 意見書の提出について(依頼） 労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 規定類 就業規則等の変更の届出について 労務係 20140401 30 20440331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労務 意見書の提出について(依頼） 労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労務 意見書の提出について(依頼） 労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労働組合 職員給与規程の改正に関する合意書の締結について 労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労務 意見書の提出について(依頼） 労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 規定類 就業規則等の変更の届出について 労務係 20140401 30 20440331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 規定類 就業規則等の変更の届出について 労務係 20140401 30 20440331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 届出 毎月勤労統計調査全国調査票の提出について 労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労務 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届への事業主の証明について 労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労働組合
研究職個人業績評価を利用した昇格・昇給審査（案）に関する要求書に対する回答書の提出につい

て
労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労務 毎月勤労統計調査全国調査票の提出について 労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労務 毎月勤労統計調査全国調査票の提出について 労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労務 労働者死傷病報告書(様式第２４号)の提出について 労務係 20140401 30 20440331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労務
労働者災害補償保険(様式第５号）業務災害用療養補償給付たる療養の給付請求書への事業主の証

明について
労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労務
労働者災害補償保険(様式第５号）業務災害用療養補償給付たる療養の給付請求書への事業主の証

明について
労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労務 毎月勤労統計調査全国調査票の提出について 労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労務 毎月勤労統計調査全国調査票の提出について 労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労働組合
研究職個人業績評価を利用した昇格・昇給審査(案）に関する意見書に対する回答書の提出につい

て
労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労務 意見書の提出について(依頼） 労務係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成25年度新規採用手続き 人事第１係 20140401 30 20440331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成25年度任免関係（人事異動）① 人事第１係 20140401 30 20440331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成25年度任免関係（人事異動）② 人事第１係 20140401 30 20440331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成26年度研究職昇格審査（審査用資料） 人事第１係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成26年度研究職昇格審査（書類審査・面接審査） 人事第１係 20140401 10 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 平成25年度科学技術分野文部科学大臣表彰① 人事課人事第１係 20140401 30 20440331 紙 人事室 人事室 廃棄

平成２６年度

経営企画部門 経営戦略室 その他 平成２５年度における業務実績報告書の提出について 評価室 20150401 30 20450331 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成２５年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知） 評価室 20150401 30 20450331 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 研究計画 平成２７年度実行予算策定資料 戦略室 20150401 10 20250331 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄



経営企画部門 経営戦略室 中期計画策定 第４期中期計画検討会 戦略室 20150401 10 20250331 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 研究計画 サイクロトロン施設廃止方針検討委員会 戦略室 20150401 10 20250331 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構　平成２５年度計画の変更及び変更届出について 企画調整室 20150401 10 20250331 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 独立行政法人物質・材料研究機構　平成２６年度計画の策定及び届出について 企画調整室 20150401 10 20241231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成２６事業年度　独立行政法人物質・材料研究機構予算の決定について 企画調整室 20150401 10 20241231 紙 企画調整室 経営戦略室 廃棄

秘書室 会議 運営会議 運営会議資料　平成26年度　① 秘書室 20150401 30 20450331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 会議 運営会議 運営会議資料　平成26年度　② 秘書室 20150401 30 20450331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２５年度公的外部資金に関する内部監査 監査室 20150401 10 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２５年度保有個人情報の管理状況に関する内部監査について 監査室 20150401 10 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２５年度過年度会計実地検査・過年度監査の指摘事項フォローアップ 監査室 20150401 10 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２５年度安全保障輸出管理制度に関する実施状況 監査室 20150401 10 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２６年度監査計画・報告書 監査室 20150401 10 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２６年度文科省共済組合物質・材料研究機構の運営状況について 監査室 20150401 10 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２６年度科学研究費補助金に関する内部監査 監査室 20150401 10 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２６年度環境報告書に関する審査 監査室 20150401 10 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２６年度過年度会計実地検査・過年度監査の指摘事項フォローアップ 監査室 20150401 10 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２６年度公的外部資金に関する内部監査 監査室 20150401 10 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２６年度法人文書の管理状況に関する内部監査 監査室 20150401 10 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２６年度安全保障輸出管理制度に関する実施状況 監査室 20150401 10 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 物質・材料研究機構契約監視委員会⑧（平成２６年度） 監事室 20150401 10 20250331 紙 監事室 監事室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 規程類 研究活動における不正行為への対応等について（通知） コンプライアンス室長 20150401 30 20450331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2014-01） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2014-02） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2014-03） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2014-04） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2014-05） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2014-06） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2014-07） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2014-08） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2014-09） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 利益相反カウンセリング（2014-01） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 利益相反カウンセリング（2014-02, 03） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄



内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2014-01） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2014-02） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2014-03） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2014-04） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2014-05,06） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 盗難事件調査 コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 リスク対応計画（平成26年度） コンプライアンス室長 20150401 10 20250331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 輸出者等概要・自己管理チェックリスト
千現地区安全管理事務

所
20150401 10 20250331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 安全保障輸出管理要領改正について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 輸出管理内部規定の内容変更届について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 受理票の記載事項に係る変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 採用審査 平成26年度採用審査資料 人材開発室 20150401 30 20450331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 採用審査 応募者データベース 人材開発室 20150401 10 20250331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 採用審査 採用者データベース 人材開発室 20150401 10 20250331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 採用審査 室長対応人員データ 人材開発室 20150401 10 20250331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 採用審査 ICYS研究員リスト 人材開発室 20150401 10 20250331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 採用審査 キャリア形成職員一覧 人材開発室 20150401 10 20250331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 イブニングセミナー NIMSイブニングセミナー関係 人材開発室 20150401 10 20250331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 庶務 男女雇用機会均等法施行規則及びパートタイム労働法等の改正について
男女共同参画デザイン

室長
20150401 30 20450331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 次世代育成支援 平成26年度育児・介護中職員支援制度（前期）
男女共同参画デザイン

室長
20150401 10 20250331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 次世代育成支援 平成26年度育児・介護中職員支援制度（後期）
男女共同参画デザイン

室長
20150401 10 20250331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 国際連携大学院協定締結について（Budapest University of Technology and Economics) 学術連携室 20150401 30 20450331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 国際連携大学院協定締結について（University of Pardubice) 学術連携室 20150401 30 20450331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 新規国際連携大学院協定締結について（Universiti Teknologi Malaysia) 学術連携室 20150401 30 20450331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 国際連携大学院協定の締結について 大学院チーム 20150401 30 20450331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 エンジニア職評価 平成25年エンジニア職評価 人事室 20150401 30 20450331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 独立行政法人物質･材料研究機構　在外研究在籍出向制度要領の制定について 学術交流チーム 20150401 30 20450331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 独立行政法人物質・材料研究機構在外研究員派遣要領 他２件の改正について 学術交流チーム 20150401 30 20450331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 独立行政法人物質・材料研究機構在外研究員派遣要領の改正について 学術交流チーム 20150401 30 20450331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 連携大学院協定締結について（埼玉) 学術連携室 20150401 30 20450331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 国際連携大学院協定締結について（Institut Teknologi Bandung, Indonesia) 学術連携室 20150401 30 20450331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 連携大学院協定締結について（お茶の水女子大学) 学術連携室 20150401 30 20450331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄



人材部門 人材開発・大学院室 協定書 連携大学院協定締結について（千葉大学) 学術連携室 20150401 30 20451231 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

総務部門 調達室 契約 ソフトバンク固定電話通信サービス納入日等について（依頼） 契約課契約第１係 20150401 10 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 契約 ソフトバンク固定電話通信サービス納入日等について（依頼） 契約課契約第１係 20150401 10 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 契約 「物品等の共同調達に関する協定書」の締結について 契約課 20150401 30 20450331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 契約 「物品等の共同調達に関する協定書」の締結について 契約課 20150401 30 20450331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査の結果について（通知） 契約課契約第１係 20150401 10 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類
「平成２６年度における独立行政法人物質・材料研究機構の障害者就労施設等からの物品等の調達

の推進を図るための方針」について
契約課 20150401 30 20450331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 「独立行政法人物質・材料研究機構検査・検収事務実施要領」の改正について 契約課 20150401 30 20450331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査（件名：構内環境整備維持管理）の結果について（通知） 契約課審査係 20150401 10 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 検査・検収事務実施要領の一部改正について 契約課審査係 20150401 10 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類
平成２７年度における独立行政法人物質・材料研究機構の障害者就労施設等からの物品等の調達の

推進を図るための方針」について
契約課審査係 20150401 30 20450331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 平成２７年度「環境物品等の調達の推進を図るための方針」について 契約課審査係 20150401 30 20450331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 「環境物品等の調達の推進を図るための方針」について 契約課審査係 20150401 30 20450331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 「グリーン調達推進委員会の設置について」の一部改正について 契約課審査係 20150401 30 20450331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括・支援 設備整備費補助金 総括・支援 20150401 10 20250331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括・支援 平成24年度設備整備費補助金　額の確定資料1 総括・支援 20150401 10 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括・支援 平成24年度設備整備費補助金　額の確定資料2 総括・支援 20150401 10 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括・支援 平成24年度設備整備費補助金　額の確定資料3 総括・支援 20150401 10 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括・支援 平成24年度設備整備費補助金　額の確定資料4 総括・支援 20150401 10 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括・支援 平成24年度設備整備費補助金　額の確定資料5 総括・支援 20150401 10 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括・支援 平成24年度設備整備費補助金　額の確定資料6 総括・支援 20150401 10 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括・支援 平成24年度設備整備費補助金　額の確定資料7 総括・支援 20150401 10 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括・支援 平成24年度設備整備費補助金　額の確定資料8 総括・支援 20150401 10 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括・支援 平成24年度設備整備費補助金　額の確定資料9 総括・支援 20150401 10 20250331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 平成26年度科学研究費助成事業等（10年） 補助金担当 20150401 10 20250331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成25年4月1日～平成26年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成26年1月1日～平成26年1月31日)の提出について
経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成25年4月1日～平成26年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成26年2月1日～平成26年月28日)の提出について
経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 独立行政法人 物質・材料研究機構に関する省令第９条に係る償却資産の指定について（依頼） 経理課財務班 20150401 30 20450331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成26年度運営費交付金第2四半期請求分の件 経理課財務班 20150401 10 20250331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 物品の無償貸付申請書について 経理課財務班 20150401 30 20450331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 第13事業年度 独立行政法人物質・材料研究機構 財務諸表等の監査について 経理課財務班 20150401 10 20250331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 理事者確認書の提出について 経理課財務班 20150401 10 20250331 電子 経理課 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 独立監査人の監査報告書について 経理課財務班 20150401 10 20250331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 資産の譲渡等の対価以外の収入の使途の特定について 経理課財務班 20150401 10 20250331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 目的積立金承認申請書の提出について 経理課財務班 20150401 30 20450331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 第１３事業年度　財務諸表の提出について 経理課財務班 20150401 30 20450331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間分（平成25年4月1日～平成26年3月31日）の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出に

ついて
経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２６年　２月分 経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２６年　３月分 経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 越境物に関する確認書について（目黒地区事務所） 経理課財務班 20150401 30 20450331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 会計監査人候補者審査実施要領の改正について 経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 会計監査人の選任について 経理課財務班 20150401 30 20450331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について平成２６年　４月分 経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について平成２６年　５月分 経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成26年4月1日～平成27年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成26年4月1日～平成26年6月30日)の提出について
経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について（回答） 経理課財務班 20150401 30 20450331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 平成25年度における利益の処理について 経理課財務班 20150401 10 20250331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 会計検査院法第27条の規定による報告について（平成26年8月10日物品盗難） 経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成26年度運営費交付金第３四半期請求分の件 経理課会計班 20150401 10 20250331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 地下埋設物の撤去について（回答） 経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 越境物に関する確認書について（目黒地区事務所） 経理課財務班 20150401 30 20450331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２６年　６月分 経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２６年　７月分 経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成26年4月1日～平成27年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成26年7月1日～平成26年7月31日)の提出について
経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 独立行政法人物質・材料研究機構第13期事業年度財務諸表に関する公告について 経理課財務班 20150401 30 20450331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 独立行政法人物質・材料研究機構第１３期財務諸表等の承認について 経理課財務班 20150401 10 20250331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 監査計画時における理事者確認書について 経理課財務班 20150401 10 20250331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 平成２６年度運営費交付金第４四半期請求分について 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 会計監査人の選任について（通知） 経理課財務班 20150401 30 20450331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２６年　８月分 経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２６年　９月分 経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成26年4月1日～平成27年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成26年9月1日～平成26年9月30日)の提出について
経理課財務班 20150401 10 20250331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成26年4月1日～平成27年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成26年8月1日～平成26年8月31日)の提出について
経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間分（平成25年4月1日～平成26年3月31日）の消費税及び地方消費税の修正確定申告書の提

出について
経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２６年　１０月分 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２６年　１１月分 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２６年　１２月分 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成26年4月1日～平成27年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成26年12月1日～平成26年12月31日)の提出について
経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成26年4月1日～平成27年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成26年11月1日～平成26年11月30日)の提出について
経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間(平成26年4月1日～平成27年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成26年10月1日～平成26年10月31日)の提出について
経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 地下埋設物の撤去について（回答） 経理課財務班 20150401 30 20450331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 越境物に関する確認書について（目黒地区事務所） 経理課財務班 20150401 30 20450331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 独立行政法人 物質・材料研究機構に関する省令第９条に係る償却資産の指定について（依頼） 経理課会計班 20150401 30 20450331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 越境物に関する確認書について（目黒地区事務所） 経理課財務班 20150401 30 20450331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 会計検査院法第27条の規定による報告について（平成26年7月発生の貴金属盗難） 経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 平成27年度 運営費交付金 第1四半期分の請求について 経理課会計班 20160401 10 20260331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 検査・検収事務実施要領の一部改正について 経理課財務班 20160401 10 20260331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 会計検査院法第２７条の規定による報告について（平成26年11月発生の物品盗難） 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 会計検査院法第27条の規定による報告の訂正について（平成26年8月10日物品盗難） 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について（回答） 経理課財務班 20160401 30 20460331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第９条に係る償却資産の指定について（依頼） 経理課財務班 20160401 30 20460331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 対価発生業務にかかる積算及び配分変更要領について 経理課会計班 20160401 30 20460331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 人身事故による損害賠償責任保険の保険金請求について 経理課財務班 20150401 10 20250331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　1 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　2 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　3 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　4 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　5 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　6 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　7 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　8 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　9 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　10 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　11 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　12 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　13 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　14 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　15 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　16 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　17 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　18 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　19 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　20 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　21 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　22 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　23 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　24 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　25 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　26 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　27 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　28 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　29 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　30 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　31 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　32 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　33 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　34 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　35 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　36 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　37 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　38 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　39 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　40 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　41 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　42 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　43 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　44 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　45 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　46 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　47 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　48 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　49 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　50 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　51 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　52 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　53 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　54 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　55 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　56 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　57 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　58 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　59 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　60 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　61 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　62 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　63 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　64 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　65 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　66 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　67 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　68 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　69 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　70 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　71 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　72 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　73 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　74 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　75 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　76 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　77 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　78 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　79 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　80 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　81 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　82 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　83 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　84 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　85 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　86 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　87 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　88 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　89 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　90 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　91 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　92 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　93 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　94 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　95 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　96 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　97 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　98 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　99 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　100 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　101 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　102 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　103 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　104 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　105 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　106 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　107 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　108 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　109 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　110 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　111 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　112 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　113 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　114 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　115 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　116 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　117 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　118 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　119 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　120 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　121 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　122 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　123 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　124 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　125 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　126 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　127 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　128 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　129 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　130 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　131 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　132 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　133 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　134 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　135 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　136 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　137 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　138 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　139 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　140 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　141 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　142 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　143 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　144 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　145 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　146 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　147 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　148 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　149 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　150 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　151 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　152 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　153 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　154 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　155 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　156 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　157 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　158 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　159 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　160 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　161 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　162 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　163 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　164 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　165 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　166 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　167 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　168 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　169 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　170 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　171 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　172 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　173 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　174 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　175 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　176 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　177 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　178 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　179 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　180 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　181 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　182 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　183 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　184 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　185 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　186 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　187 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　188 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　189 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　190 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　191 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　192 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　193 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　194 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　195 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　196 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　197 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　198 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　199 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　200 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　201 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　202 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　203 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　204 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　205 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　206 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　207 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　208 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　209 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　210 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　211 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　212 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　213 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　214 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　215 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　216 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　217 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　218 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　219 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　220 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　221 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　222 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　223 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　224 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　225 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　226 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　227 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　228 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　229 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　230 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　231 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　232 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　233 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　234 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　235 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　236 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　237 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　238 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　239 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　240 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　241 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　242 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　243 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　244 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　245 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　246 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　247 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　248 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　249 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　250 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　251 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　252 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　253 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　254 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　255 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　256 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　257 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　258 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　259 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　260 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　261 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　262 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　263 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　264 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　265 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　266 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　267 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　268 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　269 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　270 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　271 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　272 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　273 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　274 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　275 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　276 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　277 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　278 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　279 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　280 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　281 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　282 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　283 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　284 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　285 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　286 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　287 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　288 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　289 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　290 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　291 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　292 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　293 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　294 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　295 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　296 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　297 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　298 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　299 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　300 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　301 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　302 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　303 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　304 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　305 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　306 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　307 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　308 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　309 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　310 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　311 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　312 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　313 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　314 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　315 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　316 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　317 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　318 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　319 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　320 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　321 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　322 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　323 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　324 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　325 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　326 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　327 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　328 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　329 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　330 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　331 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　332 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　333 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　334 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　335 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　336 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　337 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　338 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　339 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　340 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　341 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　342 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　343 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　344 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　345 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　346 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　347 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　348 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　349 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　350 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　351 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　352 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　353 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　354 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　355 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　356 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　357 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　358 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　359 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　360 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　361 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　362 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　363 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　364 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　365 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　366 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　367 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　368 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　369 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　370 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　371 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　372 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　373 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　374 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　375 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　376 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　377 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　378 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　379 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　380 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　381 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　382 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　383 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　384 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　385 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　386 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　387 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　388 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　389 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　390 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　391 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　392 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　393 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　394 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　395 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　396 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　397 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　398 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　399 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　400 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　401 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　402 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　403 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　404 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　405 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　406 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　407 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　408 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　409 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　410 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　411 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　412 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　413 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　414 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　415 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　416 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　417 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　418 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　419 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　420 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　421 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　422 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　423 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　424 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　425 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　426 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　427 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　428 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　429 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　430 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　431 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　432 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　433 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　434 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　435 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　436 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　437 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　438 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　439 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　440 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　441 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　442 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　443 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　444 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　445 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　446 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　447 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　448 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　449 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　450 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　451 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　452 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　453 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　454 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　455 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　456 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　457 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　458 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　459 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　460 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　461 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　462 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　463 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成26年度)　464 経理課会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成26年度4月） 財務係 20150401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成26年度5月） 財務係 20150401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成26年度6月） 財務係 20150401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成26年度7月） 財務係 20150401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成26年度8月） 財務係 20150401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成26年度9月） 財務係 20150401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成26年度10月） 財務係 20150401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成26年度11月） 財務係 20150401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成26年度12月） 財務係 20150401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成26年度1月） 財務係 20150401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成26年度2月） 財務係 20150401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成26年度3月） 財務係 20150401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成26年度） 資産係 20150401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 資産 貴金属台帳（平成26年度） 資産係 20150401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 財務諸表（平成26年度） 財務班 20150401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成26年度） 財務班 20150401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（平成26年度） 財務班 20150401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 消費税申告書（平成26年度） 財務班 20150401 10 20250331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成26年度） 会計班 20150401 10 20250331 電子 システム内保存 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資金繰り表（平成26年度） 会計班 20150401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 銀行勘定帳（平成26年度） 会計班 20150401 10 20250331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 源泉徴収支払リスト（平成26年度） 会計班 20150401 10 20250331 紙 経理室内 経理室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 包括的協力協定（CCA）の締結について 学術交流チーム 20150401 30 20450331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書
独立行政法人物質・材料研究機構と独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の締結について

（包括的協力協定）
学術交流チーム 20150401 30 20450331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 包括的協力協定（CCA）の締結について 学術交流チーム 20150401 30 20450331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書
「国立大学法人北海道大学と独立行政法人物材・材料研究機構との間における連携協力の推進に係

る協定書」変更契約書について（包括協定更新）
学術交流チーム 20150401 30 20450331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 包括的協力協定（CCA）の締結について 学術交流チーム 20150401 30 20450331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 包括的協力協定（CCA）の締結について 学術交流チーム 20150401 30 20450331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 包括的協力協定（CCA）の締結について 学術交流チーム 20150401 30 20450331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄



外部連携部門 学術連携室 協定書 包括的協力協定（CCA）の締結について 学術交流チーム 20150401 30 20450331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 包括的協力協定（CCA）の締結について 学術交流チーム 20150401 30 20450331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 包括的協力協定（CCA）の締結について（更新） 学術交流チーム 20150401 30 20450331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 包括的協力協定（CCA）の締結について 学術交流チーム 20150401 30 20450331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２４年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助事業実績報告書の提出について 施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水
並木地区及び千現地区除害施設等維持管理報告書（平成24年10月～平成25年12月分）の提出につ

いて
並木施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２5年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助事業実績報告書の提出について 施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 平成２６年度汚染負荷量賦課金申告書の申告について 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業遅延にかかる遂行期間

及び繰越額確定の報告について
施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２４年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業遅延にかかる遂行期間

及び繰越額確定の報告について
施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく実施制限期間短縮の通知について 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 桜地区　夏季休日契約Ｂ申込書の提出について 並木施設維持第２係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２６年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 工事計画届出書について 千現施設維持第１係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書の提出について 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 平成２５年度産業廃棄物管理票に関する報告書の提出について 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出について 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 並木地区土壌汚染対策法第３条第１項ただし書の確認申請書の提出ついて 並木施設維持第１係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法
並木地区土壌汚染対策法第３条第１項ただし書の確認申請書の提出ついて（並木地区スクラバ－設

置）
並木施設維持第１係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 届出類 並木地区「特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置届」の受理書について（48基不備提出分） 並木施設維持第１係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 届出類 並木地区「特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置届」の受理書について（スクラバ－設置45基） 並木施設維持第１係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 茨城県産業廃棄物実態調査について（回答） 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２６年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 確認通知書の受理について（土壌汚染対策法－不要流し等－廃止34台分） 並木施設維持第１係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 確認通知書の受理について（土壌汚染対策法－不要スクラバ－廃止47台分） 並木施設維持第１係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
国の会計年度終了に伴う平成24年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の執行額の

確認について（通知）
施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
国の会計年度終了に伴う平成25年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の執行額の

確認について（通知）
施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 施設協議 交通信号機制御機の更新に係る協議について（回答） 並木施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告書の提出につ

いて
施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 電気関係報告に基づくポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の届出について 並木施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告について（指

示）
施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 系統連係申込書 千現施設維持第１係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２４年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金計画変更承認申請書の提出につい

て
施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 届出類 建築設備等廃止届の届出について 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（変更）届出書の受理について 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２６年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金交付申請書の提出について 施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20150401 30 20450331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２６年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金交付決定通知書の通知について 施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路許可申請書について 施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２４年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告書の提出につ

いて
施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２６年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告書の提出につ

いて
施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 電気工事士免状交付申請書（第一種）について 並木施設維持係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２６年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業実績報告書の提出につ

いて
施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２5年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業実績報告書の提出につ

いて
施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２4年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業実績報告書の提出につ

いて
施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成24年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金変更交付決定通知書について 施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２６年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告について（指

示）
施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成25年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告について（指

示）
施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業遅延報告に係る遂行期

間及び繰越額確定の報告について
施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２６年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業遅延報告に係る遂行期

間及び繰越額確定の報告について
施設管理・建設係 20150401 10 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路工事完了届
構造材料総合研究棟等

建設室
20150401 10 20250331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路占用許可申請書
構造材料総合研究棟等

建設室
20150401 10 20250331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 建築基準法 中間検査申請書
構造材料総合研究棟等

建設室
20150401 30 20450331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 建築基準法 軽微な変更説明書
構造材料総合研究棟等

建設室
20150401 30 20450331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 建築基準法 中間検査申請書（第3回）
構造材料総合研究棟等

建設室
20150401 30 20450331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 建築基準法 計画変更確認申請書（建築物）
構造材料総合研究棟等

建設室
20150401 30 20450331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 建築基準法 確認申請書（昇降機）
構造材料総合研究棟等

建設室
20150401 30 20450331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 特定施設設置（使用）届出書
構造材料総合研究棟等

建設室
20150401 30 20450331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 特定施設設置届出書（下水道法）
構造材料総合研究棟等

建設室
20150401 30 20450331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水設備設置計画（変更）確認申請書
構造材料総合研究棟等

建設室
20150401 30 20450331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 地区計画の区域内における行為の変更届出書
構造材料総合研究棟等

建設室
20150401 30 20450331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路占用許可申請書
構造材料総合研究棟等

建設室
20150401 10 20250331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 建築基準法 完了検査申請書（昇降機）
構造材料総合研究棟等

建設室
20150401 30 20450331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 建築基準法 完了検査申請書
構造材料総合研究棟等

建設室
20150401 30 20450331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 地区計画の区域内における行為の工事完了届出書
構造材料総合研究棟等

建設室
20150401 30 20450331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水設備工事完了届
構造材料総合研究棟等

建設室
20150401 30 20450331 紙 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬 火薬類譲受許可について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 平成２５年下期核燃料物資管理報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請承認書兼放射線業務従事者認定証明書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 並木地区安全衛生委員会委員の指名について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物保安監督選任・解任届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 エックス線 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 向精神薬 向精神薬製造量等の報告について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火対象物使用開始届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 「放射線業務従事者登録申請書」について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 認定登録更新依頼書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 許可使用に係る変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 電気設備 蓄電池設備設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 電気設備 変電設備設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 表示認証機器使用届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防災管理者選任（解任）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 安全衛生 千現、並木地区総括安全衛生管理者の選任及び総括安全衛生副管理者、安全管理者の指名について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 独立行政法人　物質・材料研究機構　安全衛生管理規程に基づく選任について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任報告の届出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 2014年度用認定登録依頼書兼管理区域立入許可願の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設完成検査申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者終了書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設完成検査報告書（事前検査記録）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 第一種圧力容器設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射性同位元素等の許可使用に係る変更の許可について（通知）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区放射線業務従事者名簿の作成について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区放射線業務従事者名簿の作成について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区放射線業務従事者名簿の作成について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 SRセンターに派遣する作業者等の放射線業務従事に関する承諾書について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機器等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 第一種圧力容器落成検査申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 被ばく前歴証明書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事承認書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練受講修了証、被ばく記録及び電離放射線健康診断書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事承認書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区消防計画作成（変更）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区消防計画作成（変更）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 H25年度放射線管理状況報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス施設における保安検査申請書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 輸出者等概要・自己管理チェックリスト
千現地区安全管理事務

所
20150401 10 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設（液体窒素自動供給装置）変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造設備における保安検査申請書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２６年上期核燃料物質管理報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機器等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 危険物保安監督者選任・解任届出書及び実務経験証明書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 10 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス ターボ冷凍機及びスクリューチラーの保安検査における申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務に関する管理証明書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ターボ冷凍機 教育訓練の記録の登録について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ターボ冷凍機 教育訓練の記録の登録について(桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 危険物保安監督者選任・解任届出書の受理について
千現地区安全管理事務

所
20150401 10 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第84装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造保安統括者選任・解任届出書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 クレーン クレーン休止報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務に関する管理証明書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設（千現地区新棟用液体窒素製造施設）変更許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 千現地区高圧ガス（冷凍）製造施設危害予防規程一部改正届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス 代表者等変更届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス（一般）保安教育計画の制定について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 安全保障輸出管理要領改正について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防法 少量危険物貯蔵取扱い届出書及び委任状の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者選任報告の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機器等移転届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等(Ｘ線装置)設置・移転届　遅延理由書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 輸出管理内部規定の内容変更届について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 2014年度用認定登録依頼書兼管理区域立入許可願（J-PARCユーザー用）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 核燃料物質管理報告書　H24下分修正再提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 核燃料物質管理報告書　H25上、H25下、H26上分修正再提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（千現地区構造材料総合研究棟用局所排気装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安協会保安検査受検届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 2014年度用認定登録依頼書兼管理区域立入許可願（J-PARCユーザー用）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（消火器）設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 蓄電池設備設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 変電設備設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（誘導灯）設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 麻薬 麻薬研究者免許申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 麻薬 麻薬年間届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区消防計画作成（変更）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区消防計画作成（変更）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 桜地区消防計画作成（変更）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 被ばく前歴証明書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 桜地区自衛消防隊隊各班班長及び各班副班長の指名について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区自衛消防隊隊長、副隊長、各班班長、各班副班長の指名について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区自衛消防隊隊長、副隊長、各班班長の指名について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 クレーン クレーン休止報告書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機器等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設（液体窒素発生装置・液体窒素自動供給装置）軽微変更届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 2014年度用認定登録依頼書兼管理区域立入許可願（J-PARCユーザー用）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 2014年度用認定登録依頼書兼管理区域立入許可願（J-PARCユーザー用）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機器等移転届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等(Ｘ線装置)設置・移転届　遅延理由書について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 2014年度用認定登録依頼書兼管理区域立入許可願（J-PARCユーザー用）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特定高圧ガス消費施設（MOCVD装置）等変更届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区自衛消防組織設置（変更）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区自衛消防組織設置（変更）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等移転届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録申請書兼放射線作業従事承諾書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 火薬類譲受許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス容器所有者登録更新申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等(X線装置)設置・移転届　遅延理由書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 発電設備設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 変電備設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 蓄電池設備設置届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 麻薬 麻薬研究者免許証返納届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成26年下期核燃料物質管理報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 被ばく歴等証明書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設（千現地区先進構造材料研究棟等用）完成検査申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物保安監督者選任・解任届出書及び実務経験証明書の提出について（千現地区薬品庫Ｂ）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物保安監督者選任・解任届出書及び実務経験証明書の提出について（千現地区薬品庫Ａ）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物保安監督者選任・解任届出書及び実務経験証明書の提出について（並木地区屋内貯蔵所）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者承認申請書（ニュースバル）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設（千現地区）における完成検査事前検査記録等の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬 火薬類譲渡許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 麻薬 麻薬年間届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線作業従事承認書兼放射線業務従事者証明書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
教育訓練の記録の登録について

(千現地区)

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
教育訓練の記録の登録について

(並木地区)

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
教育訓練の記録の登録について

(桜地区)

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火対象物使用開始届出書の提出について（千現地区先進構造材料研究棟）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等設置届出書の提出について（千現地区先進構造材料研究棟）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 少量危険物貯蔵（取扱い）届出書の提出について（千現地区先進構造材料研究棟）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 受理票の記載事項に係る変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
独立行政法人物質・材料研究機構　桜地区放射線障害予防規程に基づく放射線取扱主任者の指名及

び解除について

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
独立行政法人物質・材料研究機構　並木地区放射線障害予防規程に基づく放射線管理者及び施設管

理者の指名・解除について

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区ファイン棟317室）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区ファイン棟319室）
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期検査申請書 及び 定期確認申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 自衛消防組織連絡用通信機（トランシーバー）に関する申請業務のための委任状の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て

千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 2015年度用認定登録依頼書兼管理区域立入許可願（J-PARCユーザー用）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務に関する管理証明書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について(並木地区)
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 2015年度用認定登録依頼書兼管理区域立入許可願（J-PARCユーザー用）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20150401 30 20450331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 認可・契約 回線サービス利用契約に関する覚書 IT室 20150401 30 20450331 紙 IT室 IT室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS095]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証 【EPC】名義変更に対する譲渡証書の発行について(547)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに知的財産権出願通知書の提出について[14MS064F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（(株)アプコ）「リターディングアナライザ・モノクロメータ」14-

MS-055

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4271】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2013-154394)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3942】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2012-027737)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS112FPCT]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 優先権 国内優先権主張出願及び知的財産権出願通知書について[13MS117FR]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【524ＵＳ】知的財産権設定登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について(トヨタ自動車(株))16-MS-068「熱電材料」
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 中国における蛍光体特許侵害訴訟に関する訴訟権放棄申請諸並びに各種委任状の発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS092]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（土屋工業(株)）「剥離転写法を用いた金属配線と有機トランジスタ

形成技術」14-MS-107

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS059, 日本電気硝子ほか]
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[14MS074F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS058]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許実施許諾契約書の締結について（星和電機(株)）「発光デバイスに関する特許権の実施」
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS071]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願変更契約の締結について（(株)アプコ）「リターディングを用いたエネルギーアナライ

ザ・モノクロメータ」14-MS-055

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（ＤＩＣ(株)）「ガスバリア性樹脂組成物及びその成形体」14-MS-

086

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS068, トヨタ共願]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審査請求
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成27年1月～3月請求期限（国内単独）案件

一括処理）

研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに知的財産権出願通知書の提出について[14MS049F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【3730】産業財産権等登録通知書について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【3738】産業財産権出願後状況通知書について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権等出願通知書について[13MS112FPCT, 特願2013-259711を基礎とするＰＣＴ出願]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに知的財産権出願通知書の提出について[14MS090F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[US184分1]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[TW662, 台湾大との共願]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ノウハウ ノウハウ)認定書の発行について(大久保)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（シャープ(株)）「波長変換部材、発光装置、および波長変換部材の

製造方法」14-MS-085

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾
実施許諾変更契約の締結について（多木化学(株)）「魚麟由来コラーゲンゲルとその作成方法」

No.368

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾
知的財産権実施許諾契約の締結について（理研計器(株)）「バンドラインナップ装置及びその測定

方法」No.427

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（理化学研究所／日本原子力研究開発機構）「微量白金担持セリアナ

ノワイヤ及びその製造方法、並びにその用途」14-MS-061

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（北海道大学／産業技術総合研究所）「ダイヤモンド半導体デバイ

ス」14-MS-101

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS101, 北大・産総研との共願]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS153RPCT]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 優先権 国内優先主張出願及び出願通知書について[13MS139FR]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS104]
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3960】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2012-060778)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS081]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに産業財産権出願通知書の提出について[14MS065F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS061, 原研・理研との共願]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS055, アプコとの共願]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権出願通知書について（12MS031FN）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS102]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について(特許第4862183号)（2435）
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 分割出願及び職務発明認定書発行について(4550)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（科学技術振興機構）「プロトン伝導体および燃料電池」14-MS-

082

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 例外証明 新規性喪失例外証明書提出について[14MS069S]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3974】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2012-067629)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3973】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2012-067627)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[15MS014]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（12-MS-063N）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS079TW, 電化との共願]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS090, 電化との共願]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS085,　シャープとの共願]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS088]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 連絡書 知的財産権出願事前連絡書について[14MS077]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 特許権使用に関する通知について（Rolls-Royce plc)　No.366
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS106]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（ハリマ化成(株)）「高圧乳化によるグラフェンの剥離」14-MS-091
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS143FPCT]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4333】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2014-189952)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS002]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【4196】知的財産権設定登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS080, ジェイオーコスメティックス共願]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【1964】職務発明認定書の発行について(特許登録第4991981号)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[14MS086, DICとの共願]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[14MS080R, ジェイオーコスメティックス共願]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS022EFPCT]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS108]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS010]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【453US】知的財産権設定登録通知書について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS086, DIC株式会社共願]
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS054]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS094]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに知的財産権出願通知書の提出について[15MS016F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 優先権 国内優先主張出願について[14MS080R, ジェイオーコスメティックス共願]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[11MS131CN]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、国内優先主張出願及び産業財産権出願通知書について

[14MS079FR]

研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[15MS011]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS031FCN]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および許出願について[14MS069S]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS022]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS075]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾
NIMS蛍光体特許許諾契約の変更契約書の締結について（シャープ(株)）「発光装置および画像表

示装置」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権出願通知書について[13MS162F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS100,　中部大学]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（産業技術総合研究所／東京理科大学）「バンド間位相差ソリトンの

発生方法」15-MS-018

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（中部大学）「Ｚｎ原子とＳｎ原子とＮ原子を含むβ－ＮａＦｅＯ２

型構造の高結晶性化合物及びその製法、並びにその用途」14-MS-100

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4007】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2012-109943)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3972】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2012-070028)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 (10-MS-087D)(4575)分割出願、上申書、出願審査請求書及び職務発明認定書発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明 (特願２０１１－５４６４９４)持分証明書ならびに職務発明認定書の発行について（3889）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証 譲渡証の発行について（US184, 三菱化学）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS018, 産総研・理科大]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（長岡技術科学大学／三協立山(株)）「マグネシウム合金とその製造

方法」14-MS-105S

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（三協立山(株)／長岡技術科学大学）「マグネシウム合金」15-MS-

028

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 覚書の締結について（富士電機(株)）「米国特許の取り扱いについて
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS154RPCT]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（特願2014-058440のPCT出願）（13MS148PCT）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに知的財産権出願通知書の提出について[14MS072F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 証明書 (特願２００６－５２５５５４)持分証明書ならびに職務発明認定書の発行について（2821）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 (特願 2006-511245)持分証明書ならびに職務発明認定書の発行について（2140）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 (特願２００６－５１１２４６)持分証明書ならびに職務発明認定書の発行について（2591）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 (特願２００６－５１５４４２)持分証明書ならびに職務発明認定書の発行について（2758）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS162F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS012FKR]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【3812】産業財産権登録等通知書について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【3878】産業財産権等登録通知書について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 (特願2015-057066)(4583)分割出願、出願審査請求書及び職務発明認定書発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[14MS091F, ハリマ化成]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS031]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 産業財産権等出願通知書について【特願2015-057066】(4583)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4413】職務発明認定書及び持分契約書の発行について(特願2014-506866)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 例外証明 新規性喪失例外証明書提出について[14MS076S]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS012]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4071】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2012-206727)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS153RPCT]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS017T]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS153]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS061SUS]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【09-MS-131F】(3671)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【08-MS-167F】(3406)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 所有権移転
所有権移転届について（独立行政法人日本原子力研究開発機構「核融合実証炉用超伝導素線の開

発」）

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS173]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに産業財産権権出願通知書の提出について

[13MS117F]

研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに産業財産権出願通知書の提出について[13MS106F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分証明 【特願2014-050199】持分証明書の発行について（4380）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS010PCT]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS028PCT]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4143】職務発明認定書、持分証明書及び委任状の発行について（特願2012-113180）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS155T]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 国内優先主張出願及び知的財産権出願通知書について[13MS110FR]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権出願通知書について[12MS129RPCT]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権出願通知書について[11MS064FUS, EP]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 新規性喪失例外証明書提出について[13MS092S, 愛媛大等との共願]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS092S, 愛媛大等との共願]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権等出願通知書について[11MS064FN]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[11MS062CN]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS066SUS]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[11MS121FUS]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[10W62US]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[11MS084KR]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3439】職務発明認定書の発行について（特願2009-166696）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権出願通知書の提出について【13-MS-146F】
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS002PCT]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3991】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2012-103852）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3990】職務発明認定書および持分割合証明書の発行について（特願2012-103848）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3228】職務発明認定書の発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[11MS084CN]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【10-MS-044F】(3670)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS020RPCT]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3795】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2011-097322)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4381】職務発明認定書の発行について(特願2013-530076)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS148]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3820】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2011-137308)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許実施許諾契約の締結について（414_三菱化学「βサイアロンデバイス」）
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 βサイアロンデバイスに係る覚書の締結について（三菱化学）
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許実施許諾契約の締結について（413_三菱化学「LSN蛍光体」）
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許実施許諾契約の締結について（415_三菱化学「CASN蛍光体」）
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権出願通知書の提出について【13-MS-146F】
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4151】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2012-526423)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4150】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2012-526424)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(特願2010-021517)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（シャープ(株)）「波長変換部材および発光装置 (13-MS-172)」
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3856】職務発明認定書の発行について（特願2011-194226）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5464511号】(3396)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5517086号】(4065)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS151]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【米国特許登録第8668871号】(US503)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 (09-MS-060D)(4417)分割出願、上申書、出願審査請求書及び職務発明認定書発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について[14MS002F]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について[14MS003F]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS027US]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[CN590]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約
共有特許実施契約の締結について（淡路マテリア・竹中工務店）「『制振合金』に関する特許権等

の実施」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[US590]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 ステートメント（供述書）の発行について[US573]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに産業財産権出願通知書の提出について[13MS147F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS160]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4110】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2012-521560)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3840】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2011-159930)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について(株式会社新興製作所「ＹＡＧ単結晶の製造方法」)
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4333】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2013-220681)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[CN575等]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（Tianjin University/天津大学）「Nanoporous Alkali-

Metal/Alkaline-Earth-Metal Titanate Photocatalysts and Their Synthesis Methods（CN622）」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに知的財産権出願通知書の提出について[13MS145F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施要領 領域連携センター運営実施要領の制定について
研究連携室/連携企画

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 優先権証明書申請用の委任状の発行について（13MS021PCT）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(PCT/JP2013/053457)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 国内優先権主張出願について[13MS026FR]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（新日鐵住金13-MS-171F：「高強度フェライト系耐熱鋼構造体およ

びその製造方法」 ）

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 特許権の持分譲渡による変更証明書について(特許番号：第4741787号)(1415P)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[天津大学]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 国内優先主張出願について[13MS005R]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 持分契約証明書の発行について[PCT/JP2012/078734からの日本国移行]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施契約
特許権等実施変更契約の締結について（コバレントマテリアル(株)）「生体用セラミックス多孔質

部材」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS128F]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について[13MS128F, 特願2014-109503]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約
特許権等実施変更契約の締結について（(株)ソフセラ）「高分散性ハイドロキシアパタ イトナノ粒

子製造技術」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 証明書提出について[13MS163S, IHI共願]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 国内優先主張出願について[13MS068R]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（(株)IHI）「繰り返し特性を向上させた高温形状記憶合金とその製造

方法（13-MS-163S)」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[天津大学]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5526324号】(3213)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5517086号】(4065)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3856】職務発明認定書の発行について(特願2011-194226)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 国内優先主張出願について[12MS061R]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 持分割合証明書の発行について（特願2009-166696）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約
期間延長に関する覚書の締結について((株)MARUWA「LED照明用SiAlON蛍光体に関する特許許諾

契約の締結」)

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS001]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5544621号】(3676)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5527662号】(3659)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5531163号】(4276)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3843】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2011-175088)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5527669号】(3901)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（東京工業大学）「２次イオン質量分析法による酸窒化物中の酸素と

窒素の定量分析（14-MS-009F）」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【4421】委任状の発行について(PCT/JP2012/078734)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS172，シャープ]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証 譲渡証書の発行について[特願2013-166920]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証 譲渡証の発行について[PCT/JP2012/078734からの中国移行]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14-MS-005, 新興製作所]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（特願2013-143920からのPCT出願）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS086S]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について[13MS004SR]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS014US]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(特願2011-537270)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS018US, 12MS043US, 12MS043US2]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権
産業財産権等出願通知書(知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書)について【特許登

録第5527645号】(3375)

研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3862】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2011-186146)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5548108号】(3713)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 【4412】産業財産権通知書の発行について(特願2014-528113)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願

共同出願契約の締結について（Tianjin University（天津大学））「A Technology for Converting

Carbon Dioxide Directly to Organic Fuels Using Solar Energy and Photothermal Catalysts

（CN629）」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について[14MS010F]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について[13MS153R]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 【4442】知的財産権出願通知書の発行について(特願2013-556476)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先権 国内優先主張出願について[13MS041R]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS004]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（特願2013-148218、特願2013-155384からのPCT出願）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約
実施許諾契約の締結について（ＪＳＴ）「『生体置換型有機無機複合人工骨の製造技術』の新技術

に係る開発及び開発の成果の実施に関する契約」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[11MS115US]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許実施許諾契約の変更契約について（電気化学工業（株））「CASN蛍光体」
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について[11MS065FUS, 14/358885]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS163S, IHI]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5550082号】(4073)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について(特許第4351097号)（1813）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS006]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS170]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審査請求
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成26年7月～9月請求期限（国内単独）案件

一括処理）

研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審査請求 出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（特願2011-175384）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 知的財産権等出願通知書について[11MS101FUS, 14/364126]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 証明書の提出について[11MS121FN]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[14MS009F, 東工大]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS171F, 新日鉄住金]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について(株)トヨタ自動車「二次電池の電極製造方法」
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5557086号】(3499)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS012]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 【JST×NIMS】共願特許（特許第3709999号）（年金納付対応検討依頼書）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS152]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状 韓国特許審決取消訴訟に関する委任状について(最高裁)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3863】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2011-196428)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS171F, 新日鐵住金]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約
本連携に係る個別契約の締結について(日亜化学工業(株))「窒化物若しくは酸窒化物「蛍光体材

料」による本サンプルに関する本連携に基づく共同研究」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[14MS008F]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS025]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[特願2013-174636を基礎とするＰＣＴ出願]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 【3829】知的財産権出願通知書(放棄)の発行について(特願2011-158981)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【4425】委任状の発行について(特願2011-271625)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 例外証明 新規性喪失例外証明書提出について[14MS017S]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS052R1PCT]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS052R2PCT]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【4423】委任状の発行について(特願2011-271623)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 【4453】知的財産権出願通知書の発行について(特願2014-523691)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS020]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 期間限定特許実施許諾に関する覚書（（株）MARUWA）「βサイアロン蛍光体デバイス」
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS017S]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（特願2013-162525）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS018]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS014]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5540323号 】(3873)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS039]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS024]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに知的財産権出願通知書の提出について[14MS027F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 優先権 国内優先主張出願について[13MS163SR, ＩＨＩ共願]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 優先権 国内優先主張出願について[13MS154R]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について[14MS032F]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 例外証明 新規性喪失例外証明書提出について[14MS015S]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3986】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2012-101654)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 【3935】知的財産権出願後状況通知書の発行について(特願2012-002949)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転
特許権の持分移転に伴う持分譲渡証書の発行について(第4226830,4814477号)

（NIMS1427,1413）

研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（特願2013-189727からのPCT出願）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS015S]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 優先権 国内優先権主張出願及び知的財産権出願通知書について[13MS110FR2]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【米国特許登録第8771872号】(US456)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 返還請求 返還請求受領書について【特願2010-052533】(3571)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願に関する覚書の締結について(株)光波、(株)タムラ製作所（14-MS-016「酸化ガリウム単

結晶を基板（基盤）とする新しい発光素子の開発に関する研究」）

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 特許実施権許諾契約の変更契約3の締結について（電気化学工業(株)）「βサイアロン蛍光体」
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 実施許諾契約の締結について（OSRAM Opto Semiconductors GmbH）「βサイアロンデバイス」
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願通知 知的財産権出願通知書について[US610, EP610]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS011]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3965】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2011-206284)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3966】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2011-206285)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3967】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2011-206286)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3968】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2011-206283)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS023]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願通知 知的財産権出願通知書について[13MS161F]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS031]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（アルバック・ファイ(株)）「飛行時間型二次イオン質量分析装置内

電流電圧印加測定機構」14-MS-046

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 特許共有契約書の締結について(三菱化学(株)、日亜化学工業(株)、DOWAエレクトロニクス(株))「
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS156]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2014/070501）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 出願通知 知的財産権出願後状況通知書について【特許登録第5586013号】(3618)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5586029号】(3917)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証 譲渡証書の発行について[13MS057R]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4163】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2012-542965)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4241】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2013-088802)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願

共同出願契約の締結について（（独）農業生物資源研究所）「透明フィブロインナノファイバー不

織布、細胞培養用基材、細胞シート及び透明フィブロインナノファイバー不織布の製造方法（14-

MS-139F）」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS045]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS108]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS109]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS039F、農業生物資源研究所]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS161F]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS022、トヨタ]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 優先権 国内優先主張出願について[13MS057R、日亜化学]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS037]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS038]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、証明書提出及び特許出願について[14MS034S]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS068RPCT]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS057RUS]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 分割出願、持分証明書及び職務発明認定書発行について(特願2014-3917の分割)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 例外証明 新規性喪失例外証明書提出について[14MS019S]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について(清原光学4264)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5598823号】(3904)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5598818号】(3723)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3918】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2011-287301)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分移転 特許権の持分譲渡による変更証明書について(特許番号：第4859472号)(2417)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS051]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4195】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2012-541920)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4222】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2012-549708)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 規約 NIMSパートナーズ倶楽部(npc）規約について 研究連携室 20150401 10 20250331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに産業財産権出願通知書の提出について[14MS030F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS019S]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS046、アルバック・ファイ共願]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS089US, シャープ共願]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審査請求
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成26年10月～12月請求期限（国内単独）案

件一括処理）

研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 証明書提出について[14MS052SF]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 分割出願および上申書の提出について（特願2013-549453の分割、12MS011ND)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 【特願2014-189952】(13-MS-119D)(4497)分割出願、上申書について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5599089号】(3519)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5598825号】(4116)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書について【特許登録第5598813号】(3571)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について[14MS052SF]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾
特許実施許諾契約書の締結について（(株)ソディックLED）「発光デバイスに関する特許権の実

施」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS007]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾
独占的通常実施権契約の締結について（(株)クラレ）「多孔質セラミックス材料およびその製造方

法」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS026]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[06W15US分1]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等出願通知書（放棄）について【特願2011-519733】(3915)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 名義変更届の発行について[14MS016PCT，光波との共願]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 宣誓書 代替宣誓書の発行について[06W15USD]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS011CN]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許実施権許諾契約の変更契約書（三菱化学(株)）「α及びβサイアロン蛍光体」中国特例
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許実施権許諾契約の変更契約締結について（三菱化学(株)）「蛍光体発光デバイス」中国特例
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[13MS127]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願
【特願2014-203915】(10-MS-046D)(4504)分割出願、上申書、出願審査請求書及び職務発明認定

書発行について

研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾
特許実施許諾変更契約の締結について（日亜化学工業(株)）「βサイアロン蛍光体関連デバイス特

許」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（PCT/JP2013/064755からの日本国移行）
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4227】職務発明認定書の発行について(特願2012-545809)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 届出 【2131】知的財産権の放棄に関する届出書の提出について(登録第4456016号)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに産業財産権出願通知書の提出について[14MS047F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【4155】知的財産権設定登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証 一部譲渡証書の発行について[PCT/JP2014/071057]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS011US]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに産業財産権出願通知書の提出について[14MS056F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS021]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（特願2013-233226のPCT出願）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4205】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2012-540979)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許実施権許諾契約の締結について（日亜化学工業(株)）「βサイアロン蛍光体」
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【572US】知的財産権設定登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS057T]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS062T]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS033]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【3943】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2012-029281)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について(トヨタ自動車(株))14-MS-044「希土類永久磁石およびその製造方

法」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾
Temporary Patent License Agreement の締結について（Nano World AG）424「 membrane-type

surface stress sensor（MSS）」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許実施権許諾契約の変更契約４の締結について（電気化学工業(株)）「βサイアロン蛍光体」
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【382US】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 通知書 【3535】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 優先権 国内優先主張出願について[13MS076R]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS078]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4497】（分割出願案件）職務発明認定書の発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【3732】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（(株)ミツバ）14-MS-066「p型熱電材料及びp型熱電材料の製造方

法」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約 通常実施権許諾変更契約書の締結について（村田製作所／大阪大学） No.340
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに知的財産権出願通知書の提出について[14MS079F]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同外国出願契約の締結について（神戸大学／トヨタ自動車(株)）「高強度Mg合金およびその製

造方法」11-MS-062PCT

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
特許共同出願契約に関する覚書の締結について（透明フィブロインナノファイバー不織布、細胞培

養用基材、細胞シート及び透明フィブロインナノファイバー不織布の製造方法）「」14-MS-039F

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS132PCT]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（ジェイオーコスメティックス（(株)）14MS080「化粧品用粉体」
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS066, ミツバ]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【452US】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS073]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS066SUS]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS111PCT]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施契約
特許権等実施変更契約の締結について（(株)井上製作所）「ナノ粒子スラリーの分散・凝集制御方

法」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（特願2011-38133）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS115PCT]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS116PCT]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 (09MS142ND)分割出願及び職務発明認定書発行について(4517)
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS082, JST]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権出願通知書について【10W05F, US, EP】
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
特許共有に関する覚書の締結について（富士電機(株)）「特許第３８６７１６１号、米国特許７２

５９４０９号、欧州特許１４０３９１１号、特許第４１８９８４２号、特許第４４６２８５０号」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【2291】職務発明認定書の発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（Max-Plank-Innovation GmbH）「Glycidyl 4-functionalized-1,2,3-

triazole polymer derivatives and method for synthesis of the same」12-MS-022PCT

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS087]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【4063】知的財産権設定登録等通知書について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
特許共有に係る覚書の締結について（三菱化学(株)、日亜化学工業(株)、DOWAエレクトロニクス

(株)、シチズン電子(株)）「米国特許第8409470号」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾 特許権等実施変更契約の締結について（(株)神戸製鋼所／JFEスチール(株)） No.359
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同発明に関する通知への回答について（(株)豊田自動織機／東京大学）
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS067]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS029]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産業財産権 産業財産権等通知書について【452　ＰＣＴ，ＵＳ，ＥＰ】
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4268】職務発明認定書の発行について（特願2013-501117）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【09MS029F】知的財産権設定登録等通知書について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS060]
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（13MS110FR2PCT）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【451US】知的財産権設定登録等通知書について
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 産産連携 第８回　つくば産産学連携促進市　in アキバの出展依頼への回答について 研究連携室 20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾
特許権等実施の変更契約の締結について（日立金属ＭＭＣスーパーアロイ(株)）「ガスタービン

ディスク用鍛造部品の製造・販売を目的とする特許権等実施契約」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(特許第3994203号)（1747）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施許諾
特許実施許諾契約書の覚書の締結について（(株)ソディックＬＥＤ）「発光デバイスに関する特許

権の実施」

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 優先権 国内優先権主張出願及び知的財産権出願通知書について[13MS143FR]
研究連携室／知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(特許第4187917号)（1298）
研究連携室/知的財産

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 特許の取り扱いについての覚書の締結について（富士電機(株)）「米国特許６８８８１５６号」
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 特許の取り扱いについての覚書の締結について（富士電機(株)）「米国特許６８８８１５６号」
研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（住友化学(株)）「エレクトロクロミック錯体化合物、およびそれを

使用するエレクトロクロミック素子」10-MS-016

研究連携室/技術移転

チーム
20150401 30 20450331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

微細構造解析プラットフォーム事務局 申請者リスト H24年度 H24年度　微細構造解析プラットフォーム申請者リスト　電子
微細構造解析プラット

フォーム事務局
20150401 10 20250331 電子 微細構造解析プラットフォーム事務局

微細構造解析プラット

フォーム事務局
廃棄

微細構造解析プラットフォーム事務局 申請者リスト H25年度 H25年度　微細構造解析プラットフォーム申請者リスト　電子
微細構造解析プラット

フォーム事務局
20150401 10 20250331 電子 微細構造解析プラットフォーム事務局

微細構造解析プラット

フォーム事務局
廃棄

微細構造解析プラットフォーム事務局 申請者リスト H26年度 H26年度　微細構造解析プラットフォーム申請者リスト　電子
微細構造解析プラット

フォーム事務局
20150401 10 20250331 電子 微細構造解析プラットフォーム事務局

微細構造解析プラット

フォーム事務局
廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室
達について（中核機能

部門）
中核機能部門に係る部門長達の制定について 事務統括室 20150401 30 20450331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 事故調査報告書の提出 「人口股関節の損傷についての鑑定嘱託」の事故等調査等の結果について（報告） 事務統括室 20150401 10 20250331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 共用設備の指定等 共用設備等の指定及び指定解除等について 事務統括室 20150101 30 20450331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 事故調査報告書の提出 人工股関節の折損に関する「鑑定意見の補充説明について」に対する回答について 事務統括室 20150401 10 20250331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

総務部門 総務室 規程類 「自然環境配慮型研究棟の運用に関する検討会の設置について」を廃止する達の制定について 法規係 20150401 30 20450331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 つくば市環境都市推進懇話会の開催について（御案内） 総務課総務・文書係 20150401 10 20250331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 独立行政法人等個人情報保護法の施行状況調査について（回答） 総務課総務・文書係 20150401 10 20250331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 独立行政法人等情報公開法の施行状況調査について（回答） 総務課総務・文書係 20150401 10 20250331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成２５年度法人文書の管理の状況調査について 総務課総務・文書係 20150401 10 20250331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 平成26年経済センサス－活動調査について（回答） 総務・文書係 20150401 10 20250331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 文書取扱要領の改正 法規係 20150401 30 20450331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 定年制職員給与規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20150401 30 20450331 紙 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 文書 独立行政法人国立公文書館への移管を想定する法人ファイルなどの有無について（回答） 総務課総務・文書係 20150401 10 20250331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 東日本大震災四周年追悼式の当日における弔意表明について（通知） 総務課総務・文書係 20150401 10 20250331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 独立行政法人物質・材料研究機構法人文書ファイル保存要領の一部改正について 総務課総務・文書係 20150401 30 20450331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 役員退職手当支給規程の届出及び官報掲載について 法規係 20150401 30 20450331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 定年制職員退職手当規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20150401 30 20450331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟
橳島真一から提起された未払賃金請求事件及び地位確認等請求事件に関する弁護士との覚書の一部

変更について
法規係 20150401 30 20450331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 「文書取扱要領」の改正について 法規係 20150401 30 20450331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 商業登記に基づく電子証明書発行申請について 法規係 20150401 30 20450331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 定年制職員給与規程等の届出及び官報掲載について 法規係 20150401 30 20450331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第六条の三第一項に基づく報

告について
法規係 20150401 30 20450331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成26年理事会議資料 法規係 20150401 30 20450331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成26年度ユニット長等連絡会議 法規係 20150401 30 20450331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成23年度総務部門等会議資料　Ｎｏ．２ 法規係 20150401 30 20450331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 理事会議資料　Ｎｏ．１ 法規係 20150401 30 20450331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 理事会議資料　Ｎｏ．２ 法規係 20150401 30 20450331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 理事会議資料　Ｎｏ．６ 法規係 20150401 30 20450331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 理事会議資料　Ｎｏ．７ 法規係 20150401 30 20450331 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程集（平成26年度） 法規係 20150401 30 20450331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程類登録簿（平成26年度） 法規係 20150401 30 20450331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 部門長達登録簿（平成26年度） 法規係 20150401 30 20450331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 情報資産登録台帳 総務課総務・文書係 20150401 常用 － 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 動物実験 動物実験に関する起案（H26.1.1からH26.12.31）
並木地区研究支援チー

ム
20150401 30 20450331 紙 総務室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 服務 特定分野業務員の受入について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 ＮＩＭＳ招聘研究員への就任について（依頼） 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 特定分野業務員の受入について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 第１１回（平成２６年度）日本学術振興会賞候補者の推薦について 人事課人事第１係 20150401 30 20350331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 雇止め予告通知書について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員の雇用契約書について（締結） 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 リサーチアドバイザーの委嘱について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 リサーチアドバイザーの委嘱について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 特定分野業務員の受入について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員の雇用契約書について（締結） 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 服務 任期制職員の雇用契約書について（締結） 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 リサーチアドバイザーの委嘱について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 雇止め予告通知書について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員の雇用契約書について（締結） 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 リサーチアドバイザーの委嘱について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員育児休業、介護休業等に関する規定第23条による就業上の措置について 人事課 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 特定分野業務員の受入期間の変更について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 平成26年度【(第29回)粉生熱技術振興賞受賞候補者】の推薦について 人事課 20150401 30 20350331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 雇止め予告通知書について 人事課 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 リサーチアドバイザーの委嘱について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員の雇用契約書について（締結） 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 雇止め予告通知書について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 協定 三菱化学株式会社の職員松田均の出向に関する協定書の締結について（依頼） 人事課 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 協定 中田総合研究所の職員中田悟の出向に関する協定書の締結について（依頼） 人事課 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 協定 新日鐵住金株式会社の職員若松幸男の出向に関する協定書の締結について（依頼） 人事課 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 規定類 職員に係る昇給制度の運用実施要領の一部改正について 人事課 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 規定類 研究職昇格選考試験実施要領の一部改正について 人事課 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員の雇用契約書について（締結） 人事課 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員の雇用契約書について（締結） 人事課 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員の雇用契約書について（締結） 人事課 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 雇止め予告通知書について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 平成26年度【(第18回)松尾財団宅間宏記念学術賞候補推薦書】の提出について 人事課 20150401 30 20350331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の育児勤務時間短縮及び育児休業について 人事課 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の休職について（発令 人事課 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 雇止め予告通知書について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 平成26年度【(第12回)本田ﾌﾛﾝﾃｨｱ賞受賞候補者推薦書】の提出について 人事課 20150401 30 20350331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 リサーチアドバイザーの委嘱について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 リサーチアドバイザーの委嘱について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 規定類 「事務職評価実施要領」の一部改正について 人事課 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員の雇用契約書について（締結） 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 第41回【(平成26年度)岩谷直治記念賞候補者】の推薦について 人事課 20150401 30 20350331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 NIMS招聘研究員への就任について（依頼） 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 服務 任期制職員の雇用契約書について（締結） 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 雇止め予告通知書について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員の雇用契約書について（締結） 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 特定分野業務員の受入について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 雇止め予告通知書について 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員の雇用契約書について（締結） 人事課人事第２係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成26年度新規採用手続き 人事第１係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成26年度任免関係（人事異動）① 人事第１係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 平成26年度科学技術分野文部科学大臣表彰① 人事課人事第１係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 平成26年度科学技術分野文部科学大臣表彰② 人事課人事第１係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 平成26年度科学技術分野文部科学大臣表彰③ 人事課人事第１係 20150401 30 20450331 紙 人事室 人事室 廃棄

平成２７年度

秘書室 会議 運営会議 運営会議資料　平成27年度　① 秘書室 20160401 30 20460331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 会議 運営会議 運営会議資料　平成27年度　② 秘書室 20160401 30 20460331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 依頼出張 出席依頼 研究費制度改革のあり方に関するワークショップへの出席依頼について 秘書室 20160401 5 20460331 紙 秘書室 秘書室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２７年度監査計画・報告書 監査室 20160401 10 20260331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２７年度文科省共済組合物質・材料研究機構の運営状況 監査室 20160401 10 20260331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２７年度科学研究費補助金に関する内部監査 監査室 20160401 10 20260331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２７年度環境報告書に関する審査 監査室 20160401 10 20260331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２７年度特殊な役務の検収状況 監査室 20160401 10 20260331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２７年度研究費不正使用防止の取り組み状況の内部監査 監査室 20160401 10 20260331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２７年度公的外部資金に関する内部監査 監査室 20160401 10 20260331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２７年度安全保障輸出管理制度に関する実施状況 監査室 20160401 10 20260331 紙 監査室 監査室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 物質・材料研究機構契約監視委員会⑨（平成２７年度） 監事室 20160401 10 20260331 紙 監事室 監事室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 規程類
研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインに基づく間接経費措置額の削減割合の

基準等について（通知）
コンプライアンス室長 20160401 30 20460331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス通報への対応結果について（通知） コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 規程類
「国立研究開発法人物質・材料研究機構少額随意契約（５０万円未満／件）の執行に係る確認を行

うコンプライアンス室の体制及び手順等について」の達の廃止について
コンプライアンス室長 20160401 30 20460331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス通報に係る報告書について コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス通報に係る調査チーム報告書について コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス通報に係る調査員の指名について コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 物質･材料研究機構の不正使用事案に係る本調査の開始ならびに調査委員会委員について（通知） コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談
再調査の結果について　及び 公的研究費の不正使用に関する調査結果（最終報告）の提出につい

て
コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄



内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 研究費不正使用の疑義に係る調査委員会の設置についての改正について コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談
再調査の実施について　並びに公的研究費の不正使用に関する調査結果（中間報告）、及び報告期

限の延長に関する申請について
コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 本調査の通知について コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 通報について（回答） コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 調査中の措置に係る通知について コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 調査中の措置に係る通知について コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 調査委員会の設置、委員の指名及び委嘱について コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 本調査の実施について コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 予備調査委員会の設置、委員の指名及び委嘱について コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2015-01） コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2015-02） コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 利益相反カウンセリング（2015-01） コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 利益相反カウンセリング（2015-02） コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 利益相反カウンセリング（2015-03） コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2015-01） コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2015-02） コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2015-03） コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 環境・エネルギー材料研究部門における研究費不正使用 コンプライアンス室長 20160401 10 20260331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 特別一般包括役務取引許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 国立研究開発法人物質・材料研究機構安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 輸出者概要・自己管理チェックリストの経済産業大臣への提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 安全保障輸出管理に係る「代表者名変更届」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成２６年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知） 評価室 20160401 30 20460331 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価
中長期目標の機関の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に関する評価の結果

について（通知）
評価室 20160401 30 20460331 紙 評価室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 研究計画 平成２８年度実行予算策定資料 戦略室 20160401 10 20260331 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 中期計画策定 第４期中長期計画検討会 戦略室 20160401 10 20260331 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 研究計画
国立研究開発法人物質・材料研究機構の中長期目標を達成するための計画（中長期計画）の認可申

請について
戦略室 20160401 30 20460331 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 研究計画
国立研究開発法人物質・材料研究機構の達成すべき業務運営に関する目標（中長期目標）について

（指示）
戦略室 20160401 30 20460331 紙 戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 第三期中長期計画の変更について 企画調整室 20160401 10 20260331 電子 企画調整室 経営戦略室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 採用審査 平成27年度採用審査資料 人材開発室 20160401 10 20260331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 研究職及びエンジニア職採用要領の改正について 人材開発室 20160401 30 20460331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄



人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 キャリア形成研究職員の定年制研究員への移行審査手続き要領の改正について 人材開発室 20160401 30 20460331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 キャリア形成エンジニアの定年制エンジニアへの移行審査手続き要領の制定について 人材開発室 20160401 30 20460331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 エンジニア職評価 平成26年エンジニア職評価 人事室 20160401 30 20460331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 研究職及びエンジニア職採用要領の改正について 人材開発室 20160401 30 20460331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 キャリア形成研究職員の定年制研究員への移行審査手続き要領の改正について 人材開発室 20160401 30 20460331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 キャリア形成エンジニアの定年制エンジニアへの移行審査手続き要領の制定について 人材開発室 20160401 30 20460331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 「国立研究開発法人物質・材料研究機構採用審査委員の委嘱について」の廃止について 人材開発室 20160401 30 20460331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 「国立研究開発法人物質・材料研究機構採用評価員の委嘱について」の廃止について 人材開発室 20160401 30 20460331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 庶務 NIMS行動計画における一般事業主行動計画策定・変更届の提出について
男女共同参画デザイン

室長
20160401 30 20460331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 庶務
「ＮＩＭＳイブニングセミナー/NIMS実地研修会」の共催及び

学生参加のお願いについて

男女共同参画デザイン

室長
20160401 10 20260331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 次世代育成支援 平成27年度育児・介護中職員支援制度（前期）
男女共同参画デザイン

室長
20160401 10 20260331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 次世代育成支援 平成27年度育児・介護中職員支援制度（後期）
男女共同参画デザイン

室長
20160401 10 20260331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 国際連携大学院協定及び国際連係大学院協定更新について（ワルシャワ工科大学) 学術連携室 20160401 30 20460331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 国際連携大学院協定更新及び国際連係大学院協定廃止について（カレル大学) 学術連携室 20160401 30 20460331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 連携大学院協定締結について（中央大学) 学術連携室 20160401 30 20460331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 その他 橋本理事長英字署名使用許可のお願い（学術連携室） 学術連携室 20160401 30 20460331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 国際連係大学院協定Amendment Agreement締結について（国立台湾大学) 学術連携室 20160401 30 20460331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 平成27年度科学研究費助成事業等（10年） 補助金担当 20160401 10 20260331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 経理室 資産 並木地区駐車場における駐車車両の毀損事故発生に伴う総合賠償責任保険の保険金請求について 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産
並木地区駐車場における駐車車両の毀損事故発生に伴う総合賠償責任保険の保険金請求について

（平成27年9月28日発生）
経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 税務
課税期間(平成26年4月1日～平成27年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成27年1月1日～平成27年1月31日)の提出について
経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 貴金属管理要領の一部改正について 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 印鑑届 届出印変更に伴う三井住友銀行への印鑑届提出について 経理課会計班 20160401 30 20460331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 税務
課税期間(平成26年4月1日～平成27年3月31日)分の消費税及び地方税の中間申告書(中間申告対象

期間　平成27年2月1日～平成27年2月28日)の提出について
経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産等貸付取扱要領の一部改正について 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 不要財産の国庫納付に係る申請について 経理課 20160401 30 20460331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出 機構の名称変更に伴う異動届出書の提出について 経理課会計班 20160401 30 20460331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成27年度 運営費交付金 第2四半期分の請求について 経理課会計班 20160401 10 20260331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 理事者確認書の提出について 経理課財務班 20160401 10 20260331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 第14事業年度 国立研究開発法人物質・材料研究機構 財務諸表等の監査について 経理課財務班 20160401 10 20260331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産の譲渡等の対価以外の収入の使途の特定について 経理課財務班 20160401 10 20260331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２７年　１月分 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２７年　２月分 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２７年　３月分 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間分(平成26年4月1日～平成27年3月31日）の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出に

ついて
経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 第１４事業年度　財務諸表の提出について 経理課財務班 20160401 30 20460331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人候補者審査実施要領の改正について 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について 経理課財務班 20160401 30 20460331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 対価発生業務にかかる積算配分要領の変更について 経理課会計班 20160401 30 20460331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 決算 国立研究開発法人物質・材料研究機構第14期事業年度財務諸表に関する公告について 経理課財務班 20160401 30 20460331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成27年度 運営費交付金 第3四半期の請求について 経理課会計班 20160401 10 20260331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２７年　4月分 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２７年　5月分 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２７年　5月分 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２７年　６月分 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２７年　７月分 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成27年度 運営費交付金 第4四半期の請求について 経理課会計班 20160401 10 20260331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２７年　8月分 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２７年　9月分 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 対価発生業務 対価発生業務にかかる積算・配分要領の変更について 経理課会計班 20160401 30 20460331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 通知供覧 更正決定等をすべきと認められない旨の通知書について 経理課会計班 20160401 10 20260331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 独立監査人の監査報告書について 経理課財務班 20160401 10 20260331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 国立研究開発法人物質・材料研究機構第１４期財務諸表等の承認について 経理課財務班 20160401 10 20260331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国立研究開発法人物質・材料研究機構に係る不要財産の国庫納付に係る認可について 経理課 20160401 30 20460331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 監査 監査計画時における理事者確認書について 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 不要財産の現物による国庫納付予定日について（通知） 経理課 20160401 30 20460331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 不要財産の現物による国庫納付について 経理課 20160401 30 20460331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 不要財産の国庫納付に係る地下埋設物撤去確約書の提出について 経理課 20160401 30 20460331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 予算 平成28年度　運営費交付金 第１四半期分の請求について 経理課会計班 20160401 10 20260331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について平成２７年　１０月分 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 破産債務確認書 破産債務確認書の提出について（株式会社タキモト） 経理課会計班 20160401 10 20260331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 資産 国立研究開発法人物質・材料研究機構の不要財産の国庫納付に係る資本金の減少について（通知） 経理課 20160401 30 20460331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２７年　１１月分 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２７年　１２月分 経理課財務班 20160401 10 20260331 紙 経理課 経理課 廃棄



総務部門 経理室 届出・申請書提出 代表者変更に伴う異動届出書の提出について 経理課会計班 20160401 30 20460331 電子 経理課 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　1 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　2 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　3 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　4 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　5 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　6 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　7 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　8 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　9 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　10 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　11 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　12 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　13 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　14 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　15 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　16 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　17 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　18 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　19 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　20 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　21 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　22 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　23 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　24 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　25 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　26 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　27 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　28 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　29 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　30 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　31 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　32 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　33 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　34 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　35 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　36 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　37 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　38 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　39 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　40 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　41 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　42 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　43 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　44 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　45 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　46 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　47 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　48 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　49 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　50 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　51 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　52 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　53 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　54 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　55 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　56 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　57 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　58 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　59 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　60 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　61 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　62 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　63 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　64 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　65 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　66 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　67 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　68 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　69 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　70 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　71 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　72 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　73 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　74 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　75 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　76 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　77 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　78 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　79 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　80 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　81 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　82 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　83 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　84 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　85 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　86 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　87 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　88 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　89 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　90 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　91 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　92 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　93 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　94 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　95 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　96 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　97 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　98 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　99 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　100 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　101 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　102 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　103 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　104 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　105 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　106 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　107 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　108 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　109 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　110 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　111 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　112 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　113 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　114 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　115 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　116 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　117 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　118 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　119 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　120 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　121 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　122 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　123 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　124 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　125 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　126 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　127 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　128 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　129 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　130 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　131 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　132 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　133 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　134 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　135 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　136 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　137 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　138 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　139 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　140 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　141 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　142 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　143 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　144 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　145 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　146 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　147 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　148 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　149 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　150 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　151 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　152 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　153 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　154 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　155 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　156 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　157 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　158 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　159 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　160 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　161 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　162 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　163 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　164 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　165 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　166 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　167 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　168 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　169 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　170 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　171 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　172 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　173 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　174 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　175 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　176 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　177 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　178 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　179 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　180 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　181 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　182 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　183 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　184 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　185 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　186 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　187 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　188 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　189 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　190 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　191 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　192 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　193 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　194 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　195 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　196 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　197 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　198 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　199 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　200 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　201 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　202 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　203 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　204 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　205 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　206 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　207 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　208 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　209 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　210 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　211 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　212 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　213 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　214 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　215 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　216 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　217 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　218 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　219 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　220 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　221 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　222 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　223 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　224 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　225 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　226 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　227 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　228 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　229 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　230 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　231 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　232 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　233 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　234 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　235 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　236 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　237 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　238 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　239 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　240 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　241 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　242 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　243 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　244 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　245 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　246 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　247 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　248 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　249 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　250 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　251 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　252 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　253 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　254 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　255 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　256 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　257 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　258 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　259 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　260 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　261 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　262 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　263 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　264 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　265 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　266 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　267 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　268 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　269 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　270 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　271 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　272 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　273 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　274 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　275 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　276 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　277 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　278 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　279 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　280 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　281 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　282 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　283 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　284 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　285 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　286 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　287 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　288 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　289 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　290 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　291 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　292 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　293 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　294 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　295 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　296 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　297 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　298 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　299 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　300 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　301 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　302 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　303 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　304 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　305 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　306 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　307 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　308 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　309 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　310 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　311 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　312 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　313 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　314 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　315 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　316 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　317 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　318 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　319 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　320 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　321 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　322 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　323 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　324 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　325 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　326 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　327 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　328 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　329 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　330 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　331 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　332 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　333 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　334 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　335 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　336 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　337 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　338 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　339 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　340 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　341 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　342 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　343 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　344 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　345 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　346 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　347 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　348 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　349 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　350 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　351 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　352 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　353 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　354 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　355 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　356 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　357 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　358 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　359 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　360 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　361 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　362 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　363 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　364 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　365 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　366 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　367 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　368 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　369 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　370 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　371 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　372 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　373 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　374 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　375 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　376 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　377 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　378 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　379 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　380 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　381 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　382 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　383 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　384 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　385 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　386 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　387 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　388 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　389 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　390 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　391 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　392 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　393 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　394 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　395 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　396 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　397 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　398 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　399 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　400 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　401 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　402 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　403 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　404 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　405 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　406 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　407 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　408 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　409 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　410 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　411 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　412 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　413 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　414 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　415 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　416 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　417 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　418 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　419 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　420 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　421 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　422 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　423 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　424 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　425 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　426 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　427 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　428 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成27年度)　429 経理課会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度4月①）１ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度4月②）２ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度5月）３ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度6月①）４ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度6月②）５ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度7月①）６ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度7月②）７ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度8月①）８ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度8月②）９ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度9月①）１０ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度9月②）１１ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度10月①）１２ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度10月②）１３ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度11月①）１４ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度11月②）１５ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度12月①）１６ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度12月②）１７ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度1月①）１８ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -



総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度1月②）１９ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度2月①）２０ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度2月②）２１ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度3月①）２２ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度3月②）２３ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成27年度３月③）２４ 財務係 20160401 永久 - 紙 ﾌｧｲﾝ棟1F文書倉庫 経理課 -

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成27年度） 資産係 20150401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 資産 貴金属台帳（平成27年度） 資産係 20160401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 財務諸表（平成27年度） 財務班 20160401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成27年度） 財務班 20160401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（平成27年度） 財務班 20160401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 消費税申告書（平成27年度） 財務班 20160401 10 20260331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成27年度） 会計班 20160401 10 20260331 電子 システム内保存 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資金繰り表（平成27年度） 会計班 20160401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 銀行勘定帳（平成27年度） 会計班 20160401 10 20260331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 源泉徴収支払リスト（平成2７年度） 会計班 20160401 10 20260331 紙 経理室内 経理室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 包括協力協定（CCA）の締結について 学術交流チーム 20160401 30 20460331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 国際連携大学院 連携・協力に関する協定書締結（包括協定）について（名古屋大学大学) 学術連携室 20160401 30 20460331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 MOU MOU (包括協力協定：CCA）締結について（University of the Philippines) 学術連携室 20160401 30 20460331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 MOU（CCA）の更新について_Rennes 1 学術連携室 20160401 30 20460331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書
MOU (包括協力協定：CCA）更新について（International Iberian Nanotechnology Laboratory,

SPAIN and PORTUGAL)
学術連携室 20160401 30 20460331 紙 学術連携室 学術連携室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 水道技術管理者の変更届の提出について 千現施設維持第１係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路占有許可の名称変更について 施設管理・建設係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 平成27年度汚染負荷量賦課金申告書の申告について 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（変更）届出書の受理について（千現地区） 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（変更）届出書の受理について（並木地区） 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB
千現地区　ポリ塩化ビフェニル廃棄物（ＰＣＢ）の処分に係る搬入荷姿登録新規申込書提出につい

て
並木施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 特定自家用電気工作物接続届出書の提出について 千現施設維持第１係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処分にあたり福島県への排出事業場名称変更届の提出について 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処分にあたり福島県等への事前申請書の提出について 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出書の提出について 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２４年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の額の確定について（通知） 施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
国の会計年度終了に伴う平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の執行額

の確認について（通知）
施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
国の会計年度終了に伴う平成２６年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の執行額

の確認について（通知）
施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出について 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 平成26年度産業廃棄物管理票に関する報告書の提出について 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処分委託基本契約書の締結について 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 違反事実の改善について（指示） 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２６年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 届出書について（並木地区研究本館冷温水熱源機改修工事） 並木施設維持第１係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告書の提出につ

いて
施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２７年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金交付申請書の提出について 施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２5年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路許可申請書について 施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 専用水道布設工事設計変更届の提出について（千現地区及び並木地区） 千現施設維持第１係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 火を使用する設備等の設置届出書(超高圧力特殊実験棟) 並木施設維持第１係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 消防 火を使用する設備等の設置届出書(無塵特殊実験棟) 並木施設維持第１係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 変電設備設置届出書(研究本館変電設備増設) 並木施設維持第１係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成27年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金交付決定通知書について 施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２5年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金計画変更承認申請書の提出につい

て
施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２７年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告書の提出

について
施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２６年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業実績報告書の提出につ

いて
施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成25年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金変更交付決定通知書について 施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２５年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告について（指

示）
施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２7年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告について

（指示）
施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 安全 電子情報処理組織使用届出書の提出 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ｶﾞｽ 高圧ガス製造施設等変更届書について（無塵特殊実験棟冷凍機R-1,R-2） 並木施設維持第１係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２６年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業実績報告書の提出につ

いて
施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２7年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業実績報告書の提出

について
施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２７年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業遅延にかかる遂行

期間及び繰越額確定の報告について
施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２7年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金精算払請求書の提出について 施設管理・建設係 20160401 10 20260331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（変更）届出書の受理について（桜地区） 千現施設維持第２係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 施設協議 交通信号機エントランスキャップの更新に係る協議について（回答） 並木施設維持第１係 20160401 30 20460331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区 計量管理規定の変更認可申請 及び 国際規制物資変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 許可使用に係る氏名等の変更届の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区 計量管理規定の変更認可申請 及び 国際規制物資変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 特別一般包括役務取引許可申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 許可使用に係る氏名等の変更届の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 許可使用に係る氏名等の変更届の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区　放射線取扱主任者　選任・解任届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区　放射線障害予防規程変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区　放射線障害予防規程変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区　放射線障害予防規程変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区　放射線業務従事者名簿の作成について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区　放射線業務従事者名簿の作成について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区　放射線業務従事者名簿の作成について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区　計量管理規定の変更認可申請 及び 国際規制物質変更届について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス危害予防規程（変更）届書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス危害予防規程（変更）届書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス危害予防規程（変更）届書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区 国際規制物資使用変更届(名称変更)の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区 国際規制物資使用変更届(名称変更)の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区 国際規制物資使用変更届(名称変更)の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス代表者等変更届書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス代表者等変更届書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス代表者等変更届書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 麻薬 麻薬研究者免許証記載事項変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬 火薬類譲受許可証書換申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 電気設備 電気設備保安規程変更届出書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 電気設備 電気設備保安規程変更届出書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 電気設備 電気設備保安規程変更届出書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物資料提出書（軽微な変更）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 圧力容器 第一種圧力容器検査証書替申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 クレーン検査証書替申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 千現地区高圧ガス（冷凍）危害予防規程変更届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 桜地区高圧ガス（冷凍）危害予防規程変更届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス代表者等変更届書の提出について（千現地区（冷凍））
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス代表者等変更届書の提出について（桜地区（冷凍））
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区放射線施設 定期自主点検記録等の供覧について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区放射線施設 定期自主点検記録等の供覧について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物保安監督者選任・解任届出書及び実務経験証明書の提出について（千現地区薬品庫Ａ）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ばい煙 ばい煙発生施設代表者等変更届書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ばい煙 ばい煙発生施設代表者等変更届書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ばい煙 ばい煙発生施設代表者等変更届書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２６年度放射線管理状況報告書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２６年度放射線管理状況報告書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２６年度放射線管理状況報告書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等移転届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 機械等移転届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 表示付認証機器使用変更届(名称変更)の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 第一種圧力容器廃止報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 国立研究開発法人物質・材料研究機構安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 輸出者概要・自己管理チェックリストの経済産業大臣への提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区（85装置））
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区（86装置））
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特定高圧ガス消費施設（MOCVD装置）等変更届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H27.7.2)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２７年上期核燃料物質管理報告書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２７年上期核燃料物質管理報告書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２７年上期核燃料物質管理報告書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等移転届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H27.7.8 千現)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H27.7.8 並木)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H27.7.8 桜)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について(H27.7.2、H27.7.8 並木)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について(H27.7.2、H27.7.8 千現)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について(H27.7.2、H27.7.8 桜)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等移転届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等移転届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における軽微変更届出書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 第一種圧力容器設置届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（桜地区　播磨駐在者）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 第一種圧力容器落成検査申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造廃止届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安技術管理者等届書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者届書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等移転届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造保安監督者届書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造保安監督者届書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査事前検査報告書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区　計量管理規定の変更認可申請 及び 国際規制物質変更届について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造設備における定期自主検査報告書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造設備における定期自主検査報告書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における軽微変更届出書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について（千現地区組織制御棟）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区 国際規制物資使用廃止届等の原子力規制委員会への届出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届出書の提出について（千現地区材料創製実験棟）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届出書の提出について（千現地区材料創製実験棟）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 麻薬 麻薬年間届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 機械等設置届出書の提出について（標準実験棟636室）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火・防災管理者選任（解任）届出書の提出について（並木地区事務所）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 衛生管理者選任報告の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区防火・防災管理者の選任について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 並木地区衛生管理者の選任について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 指定可燃物貯蔵（取扱い）届出書の提出について（千現地区組織制御実験棟）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区　放射性同位元素等使用許可証の名称変更の結果について(通知)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区　放射性同位元素等使用許可証の名称変更の結果について(通知)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区　放射性同位元素等使用許可証の名称変更の結果について(通知)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区 計量管理規定の変更の認可証（通知）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区 計量管理規定の変更の認可証について（通知）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区 計量管理規定の変更の認可証について（通知）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者代理者届出書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区 計量管理規定変更認可証
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 届出類 機械等設置届出書の提出について（並木地区NanoGREEN棟106室）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬 火薬類譲受許可申請書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区自衛消防組織設置（変更）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区自衛消防組織設置（変更）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等移転･変更届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 並木地区　国際規制物資使用変更届(代表者変更)の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 桜地区　国際規制物資使用変更届(代表者変更)の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成27年下期核燃料物質管理報告書の提出について(並木地区)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成27年下期核燃料物質管理報告書の提出について(桜地区)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 許可使用に係る氏名等の変更届(代表者変更)の提出について(千現地区)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 許可使用に係る氏名等の変更届(代表者変更)の提出について(千現地区)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 許可使用に係る氏名等の変更届(代表者変更)の提出について(千現地区)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬 火薬類譲受許可証書換申請書の提出について（代表者変更）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物資料提出書（軽微な変更）の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 国規物 安全保障輸出管理に係る「代表者名変更届」の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ばい煙 ばい煙発生設備氏名等変更届出書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ばい煙 ばい煙発生設備氏名等変更届出書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ばい煙 ばい煙発生設備氏名等変更届出書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス（一般）代表者等変更届書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス（一般）代表者等変更届書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス（一般）代表者等変更届書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス（冷凍）代表者等変更届書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス（冷凍）代表者等変更届書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 許可使用に係る変更許可申請書の提出について(千現地区)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 自衛消防組織連絡用通信機（トランシーバー）に関する再登録業務のための委任状の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区２６装置撤去）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区８７装置増設）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H28.2.3 千現地区)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H28.2.3 並木地区)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H28.2.3 桜地区)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H28.2.10 千現地区)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H28.2.10 並木地区)
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
教育訓練の記録の登録について

(H28.2.3、H28.2.10 千現)

千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
教育訓練の記録の登録について

(H28.2.3、H28.2.10 並木)

千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
教育訓練の記録の登録について

(H28.2.3、H28.2.10 並木)

千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 千現地区高圧ガス（冷凍）製造施設新設における高圧ガス製造届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等移転届の提出について（X線装置）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 向精神薬 向精神薬における製造量等に対する報告書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 向精神薬 向精神薬試験研究施設設置者登録証記載事項変更届等の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安技術管理者等届書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区１１６装置増設）
千現地区安全管理事務

所
20150315 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区　放射性同位元素等の許可使用に係る変更の許可について（通知）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区１１６装置増設）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者登録の申請について

(播磨 Mueller Natalia、Chen Yanna)

千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H28.3.9 桜(播磨)地区）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更届書について（無塵特殊実験棟冷凍機R-1,R-2）
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造廃止届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20160401 30 20460331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 自衛消防組織連絡用通信機（トランシーバー）に関する申請業務のための委任状の提出について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 覚書 覚書の締結について(COI関係：金沢工業大学)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[14MS096F,京都大学]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（09-W-24CN）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[15MS063]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4055】職務発明認定書の発行について（特願2012-501712）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について（台湾）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について［14MS027FPCT］
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【3813】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 通知書 【4010】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[15MS056F]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について［14MS027FPCT］
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 (特許登録第5121198号)持分証明書の発行について（2657）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（PCT/JP2014/057833からの日本移行）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4066】職務発明認定書の発行について(特願2012-201552)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 産業財産権出願後状況通知書について【特願2011-552788】(4045)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成27年4月～6月請求期限（国内単独）案件

一括処理）

研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 新規性喪失例外証明書発行について[14MS105SF, 三協立山・長岡技大]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS009]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 (非課税)登録名義人の表示変更登録申請書について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 変更届 氏名（名称）変更届の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4061】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2012-190828)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証 【4000】譲渡証書の発行について(特願2012-108661)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 産業財産権出願後状況通知書について[09MS075F]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[14MS077F]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 産業財産権出願後状況通知書について[10W47FUS,10W47FEP]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS063US]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS024]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS089]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4001】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2012-108567)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4052】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2012-177573)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[14MS105SF, 三協立山・長岡技術科

学大]

研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[15MS028F, 三協立山・長岡技術科学

大]

研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4078】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2012-203383)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の提出について(564KR)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS043]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【3883】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【3711】産業財産権等登録通知書について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[14MS002FPCT]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 譲渡証及び委任状の発行について[13MS057RUS]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS145FPCT]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 証明書 【1075P】持分証明書の発行について（特許登録第3542754号）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[14MS083]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS107, 土屋工業]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 分割出願 (特願2015-099413)(4597)分割出願、上申書、出願審査請求書及び職務発明認定書発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権出願通知書について[14MS002FPCT]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【3853】産業財産権通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【3766】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[14MS012PCT]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4348】職務発明認定書及び持分割合証明書の発行について(特願2013-524709)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4603】職務発明認定書の発行について(特願2014-543284)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4603】知的財産権出願通知書の発行について（特願2014-543284）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[14MS001PCT]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[15MS030]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 【1298】持分証明書の発行について（特許登録第4187917号）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 (非課税)登録名義人の表示変更登録申請書について(追加)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 証明書提出について[15MS021S]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【4612】知的財産権出願通知書の発行について（特願2014-543285）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS028]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[15MS038]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先 国内優先主張出願について[14MS007R]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4612】職務発明認定書の発行について(特願2014-543285)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS054]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS049]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[15MS044]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[15MS035F]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権出願通知書について[13MS145FPCT]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権出願通知書について[12MS071FUS]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権出願通知書について[12MS082RRFUS]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審査請求 【4562】出願審査請求書および職務発明認定書の提出について(特願2014-540870)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 審査請求 【4605】出願審査請求書および職務発明認定書の提出について(特願2014-551054)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS042, 高エネ研]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 【4076】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2012-184907)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 【4076】委任状の発行について（特願2012-184907）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS047]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS048]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS050]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[15MS029F, 名古屋大・国立高専]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS060]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 名義変更 (非課税)登録名義人の表示変更登録申請書について(手続却下（起案番号27-50316）への対応)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【3764】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【3506】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
【4618】出願審査請求書および審査請求料軽減申請書、職務発明認定書の提出について(特願

2014-556446)

研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14MS084、サムスンエレクトロクニスカンパ

ニーリミテッド]

研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について（2506、2320）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ノウハウ ノウハウ認定書の発行について(15-KH-01)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ノウハウ ノウハウ認定書の発行について(15-KH-03)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ノウハウ ノウハウ認定書の発行について(15-KH-02)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ノウハウ ノウハウ認定書の発行について(15-KH-04)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS021S]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[12MS123US]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について(2320)(2506)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15MS027、茨城大学]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
【4619】出願審査請求書、審査請求料軽減申請書並びに職務発明認定書の提出について(特願

2015-513832

研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[15MS061]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成27年7月～9月請求期限（国内単独）案件

一括処理）

研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[14MS018PCT]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[14MS014PCT]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 新規性喪失例外証明書提出について[15MS043]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 産業財産権等出願通知書について[12MS082RRFEP]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[13MS119CN]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 (2785)職務発明認定書の発行について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[15MS019F]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 産業財産権等出願通知書について[15MS051F]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
【4059】出願審査請求書、審査請求料軽減申請書並びに職務発明認定書の提出について(特願

2012-199420)

研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【3763】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 新規性喪失例外証明書提出について[15MS001S]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【4412】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 (特願2013-549182)持分証明書ならびに職務発明認定書の発行について（4423）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について[14MS024RPCT]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 陳述書 【4630】配列表の提出に伴う陳述書の発行について(特願2015-138004)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【4633】知的財産権出願通知書の発行について（特願2015-137298）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証 譲渡書の発行について（04-W-48-KR）（195）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[15MS046]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[15MS034]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について［15MS026］
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証 譲渡手続きに伴う、譲渡書、委任状、宣誓書及び代理人解任届の発行について（171中国）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について：184(2)米国
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【4641】知的財産権出願通知書の発行について（特願2015-132048）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 新規性喪失例外証明書提出について[15MS059]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(特許第３５１１２０４号他計5件)（1296他計5件）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(特許第4590531号/2829）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(特許第4569911号)（3091）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 (特許登録第3994203号)持分割合証明書の発行について（1747）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 (特願2006-257878)職務発明認定書の発行について（2657）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の発行について(特願2014-557346)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 新規性喪失例外証明書の提出について（15-MS-013S）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（14-MS-047FPCT）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 【4066】持分証明書の発行について(特願2012-201552)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 通知書 【3058】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について［15MS059］
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 (特願2008-117057)職務発明認定書の発行について（3153）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 (特願2006-309780)職務発明認定書の発行について（2684）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（12-MS-102PCT）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【564KR】産業財産権等登録通知書について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【474CN】産業財産権等登録通知書について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（15-MS-092PCT）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 新規性喪失例外証明書提出について[15MS032S]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 (特願2006-323621)持分証明書ならびに職務発明認定書の発行について（2702）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 中国特許無効審判対応に関する委任状の提出について(三菱化学との共有)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（11-MS-020N）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[15MS043S]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 新規性喪失例外証明書提出について[15MS062SF]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【3800】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【3755】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-080]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[15-MS-083FE]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[15MS052F]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-077]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-013S]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに知的財産権出願通知書の提出について[15MS053F]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（13-MS-020RUS）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（12-MS-059KR）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（12-MS-104CN）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について(特願2013-538398)（4277）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[15MS040]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（特願2011-195756）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
出願審査請求書、職務発明認定書、審査請求料軽減申請書の発行について（特願2012-220189、特

願2012-222048）

研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
出願審査請求書、審査請求料軽減申請書、職務発明認定書の発行について（平成27年度第2回知的

財産権委員会審査対象案件一括処理）

研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 (特願2015-197593)分割出願及び職務発明認定書発行について(4676)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-072]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書及び審査請求料軽減申請書の提出について[12MS129FN]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（13-MS-010US）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について [15-MS-067][15-MS-068][15-MS-069]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 (特願2013-549183)持分割合証明書及び職務発明認定書の発行について（4424）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の提出について [13-MS-050N]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について[15MS062SF]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 （特許登録第５１３７０９５号）職務発明認定書の発行について（2410）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書及び審査請求料軽減申請書の提出について[12MS114N]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の提出について [13-MS-020N]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 包括委任状の発行について（中国）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[15MS070]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 優先権 国内優先主張出願について[14MS057TR]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権等出願通知書の提出について[12MS129FPCT]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（514台湾）（出願No.100120378）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 優先権 国内優先権主張出願及び知的財産権等出願通知書の提出について[14-MS-096FR]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 優先権 国内優先権主張出願について[14-MS-082R]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 債権 債権発生通知の発行について(デンマーク登録No.1275744)（ドイツ登録No.60230564.0）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（14-MS-029PCT）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（14-MS-064FPCT）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【3866】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【4453】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 同意書 同意書の発行について（中国出願No.201380041423.1）（韓国出願No.2015-7002347）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の提出について [13-MS-028N]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 産業財産権等出願通知書について (15MS086)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに産業財産権出願通知書の提出について[15MS066F]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4070】持分証明書および職務発明認定書の発行について(特願2013-025072)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継ならびに特許出願について[15MS058]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（13-MS-028US）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、並びに特許出願について[15MS033]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継並びに特許出願について[15MS071]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証 譲渡書について（米国出願No.14/736487）（184継続2）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4122】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2012-287955)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（14-MS-016US）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 譲渡証 譲渡書の発行について（シンガポール登録No.106703、中国登録No.ZL02812840.0）（117）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明認定書の提出について [12-MS-119N]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（14-MS-096FR）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-096]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、並びに特許出願について[15MS073]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ノウハウ ノウハウ認定書の発行について(15-KH-05）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
特許権等実施変更契約の締結について（日立金属MMCスーパーアロイ(株)）「ガスタービン用鍛

造素材及びガスタービン用鍛造部hンの製造、修理、販売、使用、に関する実施許諾」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（(株)コメット）「「テンプレート基板の作製方法およびテンプレー

ト基板作製装置（15-MS-019）」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（金沢工業大学）「Bi系酸化物超伝導薄膜の製造方法とBi系酸化物超

電導薄膜構造体」14-MS-028

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（ハリマ化成(株)）「電極の作成」15-MS-036
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（同志社大学）「繊維強化プラスチック及びその製造方法」15-MS-

021S

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
実施許諾契約の締結について（Advanced Optoelectronic Technology Inc.）「β-sialon蛍光体を

用いたLEDデバイス」No.429

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施許諾契約の締結について（シーシーエス(株)）「βサイアロンデバイス」No.431
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（茨城大学）「放射性セシウムイオンの分離回収方法及びプルシアン

ブルー吸着材」15-MS-027

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（高エネルギー加速器研究機構）「Ｎｂ３Ａｌ超伝導線材用前駆体線

材及びＮｂ３Ａｌ超伝導線材」15-MS-042

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（横浜国立大学）「治癒助剤を用いた高性能自己治癒セラミックス」

15-MS-020

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
特許権等実施許諾契約の変更契約書の締結について（スタンレー(株)）365「α、βサイアロン蛍

光体利用のLED、照明装置に係る発明に関する特許権の実施」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（東京工業大学）「光化学加速風化により製造された酸化物ナノ粒

子」15-MS-052F

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
特許権等実施変更契約の締結について（昭和電線ケーブルシステム(株)）370「高強度・高伝導率

Cu-Ag合金細線とその製造方法」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許権等実施変更契約の締結について（(有)押鐘）381「筐体分解装置とそれを用いた分解方法」
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（(株)山本科学工具研究社）15-MS-064「反発係数測定器」
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同研究
共同研究契約の締結について（産業技術総合研究所）「多バンド型多成分超伝導体の分数量子磁束

の探索に関する研究」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 5 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（東京工業大学）「圧電材料、その製造方法および燃焼圧センサ」

15-MS-056F

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（小松精錬（株））「繊維強化プラスチックケーブルの定着構造体及

びその製造方法、強度試験方法、並びに強度試験用サンプル」15-MS-026

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
特許実施許諾契約の締結について（(株)フジクラ）「ＴＳＬＡＧ結晶及び光アイソレータに関する

特許権の実施」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（シャープ(株)）「発光装置および画像表示装置」15-MS-067, 15-

MS-068, 15-MS-069

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
特許権等実施契約の変更契約の締結について（宇部興産(株)）「αサイアロン蛍光体及びαサイア

ロン発光デバイスに関する特許権の実施」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
特許実施許諾契約の締結について（(株)エイブイシー）「表面観察用試料冷却／観察装置に関する

特許権の実施」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
特許実施許諾契約の解除および許諾特許権の持分の譲渡に関する合意書の締結について

（(株)SWING、(株)オキサイド）

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 覚書 覚書の締結について（シャープ(株)）「共同出願契約における独占的実施権付与の解除について」
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（神奈川大／ニイガタ株式会社）「シャーレ型細胞培養容器」
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 契約書
出版契約の締結について（(株)エヌー・ティー・エヌ）「未来の科学者へ「ナノテク入門」（仮

題）」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
特許実施許諾契約の締結について（(株)光波、(株)タムラ製作所）「単結晶蛍光体及び発光装置他

に関する特許権の実施」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 特許共有に係る覚書の締結について（三菱化学(株)、日亜化学工業(株)、シチズン電子(株)）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 特許共有契約の締結について（三菱化学(株)、日亜化学工業(株)、シチズン電子(株)）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
特許権等実施に関する覚書の締結について（日立金属(株)）「本発明の実施に係る自動車エンジン

用鍛造素材の製造、修理、譲渡、使用に関する実施権許諾」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（理化学研究所）「超伝導磁石装置とその異常時の電流低下抑制方

法」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の変更に係る合意契約書の締結について（科学技術振興機構）「プロトン伝導体およ

び燃料電池」14-MS-082

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（京セラ）「センサモジュール（15-MS-090）」
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許権等実施許諾契約の締結について（(株)E-Crystal）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
特許実施許諾契約の締結について（(株)オキサイド）「定比組成ニオブ酸リチウム単結晶および基

板に関する特許権の実施」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
特許実施許諾に係る変更契約の締結について（JST／(株)山本科学工具研究社）「ナノインデン

テーション用超微小硬さ基準片」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同研究
共同研究変更契約の締結について（京セラ）「膜型表面応力センサ（MSS）用標準モジュールシス

テムの開発」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 5 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 秘密保持 秘密保持契約の締結について（ソニー）「量子工学的計測手段を共同で開発する可能性の検討」
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 5 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施許諾契約の締結について（(株)MARUWA）「βサイアロンデバイス」
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 秘密保持
秘密情報開示許可受諾通知書の発行について（トヨタ自動車(株)（「センター契約、共同研究基本

契約の(株)豊田中央研究所への開示」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（名古屋大学／鈴鹿工業高等専門学校）「水素吸蔵量測定方法および

水素吸蔵量測定装置」15-MS-029F

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 補償金 2014年度特許等補償金の支払いについて(1回目)
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同研究 物質・材料研究機構 共同研究（資金拠出型）事務処理要領の改正について
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ベンチャー NIMSベンチャー企業の認定および覚書の締結について（株式会社E-Crystal）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ベンチャー NIMSベンチャー企業の認定および覚書の締結について（ソフトフォトニクス合同会社）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状及び現地代理人変更届の発行について（中国登録No.ZL02812840.0）（117）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 持分証明書及び職務発明認定書の提出について [13-MS-052R1N][13-MS-052R2N]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施報告書について（JST_㈱山本科学工具研究社　No.326　H27.4.21～H27.10.20）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継および特許出願について[15MS055]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明  【4166】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2012-269066)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明  【4124】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2012-279952)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4167】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2012-269065)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（出願No.102112117）（599台湾）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【4548】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 【4381】知的財産権登録通知書の提出について
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施報告書について（Rolls-Royce plc　No.333　2015/4/1-2015/12/31）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について(US13/985168)(516)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（4052）（特願2012-177573）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-109]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-099]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施報告書について（株式会社オキサイド　No.339　H27.8.1～H27.9.30）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施報告書について(株式会社デュコル_No.396_H27.4.1～H27.9.30）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施報告書について（Unity Opto Technology Co., Ltd.　No.425　2015.6.1～2015.11.30）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 届出書 知的財産権の放棄に関する届出書について特願2012-234924）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明  （11-MS-073S)分割出願及び職務発明認定書発行について(3860からの分割出願)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状及び譲渡証の発行について（14-MS-016CN）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
実施料率変更届の提出について（JST研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）採択課題）

「耐熱合金性能向上のための熱処理技術」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成28年1月～3月請求期限（国内単独）案件

一括処理）

研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 審査請求に伴う職務発明認定書発行について(4696)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（13-MS-052R1US, 13-MS-052R2US ）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施料の配分通知について（三菱化学株式会社）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（フェニックステクノ）「III族元素窒化物単結晶の製造方法及びその

製造装置」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（ハリマ化成）「層状物質と針状物質の混合物およびその製造方法」
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（14-MS-085US）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-117]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（14-MS-088PCT）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（LGE JAPAN）「面直通電巨大磁気抵抗素子用積層膜、面直通電巨

大磁気抵抗素子、及びその用途」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願並びに知的財産権出願通知書の提出について[15MS025F]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 （特許登録第4704857号）職務発明認定書の発行について（2266）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許権等実施変更契約の締結について（(株)コメット）「多元化合物作製装置、他」
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権出願後状況通知書の提出について（11MS049F）（3837）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 Joint Patent Application Agreementの締結について（Instituto Superior Tecnico, Portugal）_島村 研究連携室 20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-076]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、並びに特許出願について[15MS032S]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継ならびに特許出願について[15MS041]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許権使用に関する通知について（Rolls-Royce plc)　No.366
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 証明書 (特許登録第5236166号)持分割合証明書の発行について（2573）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 国内優先 国内優先権主張出願について[14-MS-061R]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（TOCキャパシタ）「コアシェル複合体およびその製造方法、電極材

料、触媒、電極、二次電池、電気二重層キャパシタ」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施報告書について（多木化学株式会社 No.368　H27.1.1～H27.12.31）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施報告書について(新幹工業株式会社_No.330_H27.7.1～H27.12.31）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（14-MS-104PCT）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 産業財産権等出願通知書について【特許登録4728007第号】
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び権利の譲渡について[15-MS-090]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 特願2012-104955からの分割出願及び職務発明認定書発行について(4714)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明  特願2014-511666からの分割出願及び職務発明認定書発行について(4713)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（シャープ(株)）「発光装置および画像表示装置」15-MS-118
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 持分契約
知的財産権持分契約の締結について（産業技術総合研究所）「高配向FePt媒体におけるMgO下地

制御層」15-MS-093

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施報告書について（Life Technologies Corporation No.379　H27.7.1～H27.12.31）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（商標MSS・中国）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明  【4709】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2015-257532)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ノウハウ ノウハウの認定書の発行について(15-KH-06)(内等)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（13-MS-052R1US、13-MS-052R2US）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-045]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施許諾契約の締結について（富士電波工機(株)）「加工熱処理再現試験装置」
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（13MS016PCT）(647)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（大阪大学）「末梢神経再生のためのメチルコバラミン局所徐放製剤

（仮称）」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（14-MS-093）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施報告書について(株式会社新光化学工業所_No.351_H27.7.1～H27.12.31）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 特願2012-074625からの分割出願及び職務発明認定書発行について(4720)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（10MS062F）（3751）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 産業財産権通知書の提出について（11MS065F）（3895）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（10MS128F）（3816）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-097S]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-084S]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-116]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（15-MS-022PCT）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
特許実施許諾変更契約の締結について（(株)オキサイド）「定比組成ニオブ酸リチウム単結晶また

は基板、他」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（シチズンホールディングス）「時計外装部品用Ti系合金」16-MS-

005

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 補償金 2014年度特許等補償金の支払いについて(2回目)
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について［15-MS-085FS］
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-007]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[14-MS-097]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-100]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（商標MSS・台湾）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施報告書について（LUMENS CO., LTD. No.395　H27.4.1～H27.9.30）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明  【4181】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2013-054385)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-006]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
PATENT LICENSE AGREEMENTの締結について（Unity Opto Technology Co., Ltd.）「β-sialon

phosphor」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 早期審査 出願審査請求及び早期審査事情説明書の提出について [15-MS-116]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 補償金 2014年度特許等補償金の支払いについて(3回目)
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施報告書について（JSTマイクロフェーズ　No.296　H27.7.1～H27.12.31）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施料の配分通知について（株式会社ＩＨＩ）No.333
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施報告書について（SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD No.331　H27.1.1～H27.12.31）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
知的財産権実施許諾契約書の締結について（日本化薬）「ノウハウ『カテコール基を有する接着性

コーティング剤の合成方法』の許諾およびこれに係る技術指導」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施権許諾変更契約の締結について（(株)サイアロン）「蛍光体特許及び発光デバイス特許」
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施
特許実施許諾契約の締結について（(株)ノベルクリスタルテクノロジー）「β－Ｇａ２Ｏ３単結晶

膜の製造方法及び結晶積層構造体」

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4186】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2013-047318)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 【4187】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2013-064468)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（13-MS-081US）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について[10-W-56F(503)EP]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-002]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明認定書の提出について [13MS068N] [13MS081N] [13MS110FN] [13MS111N]

[13MS115N] [13MS116N]

研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明  【4251】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2013-107402)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（TDK）「強磁性トンネル接合体の製造方法、強磁性トンネル接合体

及び磁気抵抗効果素子」16-MS-001

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明  【4250】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2013-107401)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（16-MS-002）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（富士フイルム）「リン化鉄を用いた鉄ケイ化物熱電材料の製造方

法」15-MS-092

研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状の発行について（10MS099CN / 548)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施報告書について(JST_Ross & Catherall Ltd_No.282_H27.1.1～H27.12.31）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 実施 特許実施報告書について(JST_株式会社フルヤ金属_No.253_H27.7.1～H27.12.31）
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 委任状 委任状発行について（14-MS-089）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[16-MS-008F]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 研究連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（京セラ）「液体によるセンサのリセット方法」
研究連携室/技術移転

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成28年4月～6月請求期限（国内単独）案件

一括処理）

研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-108]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-098]
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（10-MS-088FN）（4222）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（09-MS-133FN）（4110）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 産業財産権通知書の提出について（10MS011FRN）（4109）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 通知書 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書（11-MS-051F）（3865）
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-119][15-MS-120][15-MS-121][15-

MS-122][15-MS-123]

研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 研究連携室 ノウハウ ノウハウ認定書の発行について（16-ＫＨ-01：川喜多)
研究連携室/知的財産

チーム
20160401 30 20460331 紙 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

技術開発・共用部門
科学情報プラット

フォーム
図書 図書室運営規程「図書資料業務の運営について」の法人名変更

科学情報プラット

フォーム長
20160401 30 20460331 電子 科学情報プラットフォーム

科学情報プラット

フォーム
廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

選考結果
平成27年度ナノテクノロジープラットフォーム技術支援者交流プログラム選考結果について（通

知）

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20160401 10 20260331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

微細構造解析プラットフォーム事務局 申請者リスト H27年度 H27年度　微細構造解析プラットフォーム申請者リスト　電子
微細構造解析プラット

フォーム事務局
20150401 10 20250331 電子 微細構造解析プラットフォーム事務局

微細構造解析プラット

フォーム事務局
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 規程制定

国立研究開発法人物質・材料研究機構情報統合型物質・材料研究拠点 拠点運営会議、出口戦略会

議、市場調査委員会、データプラットフォーム委員会及び情報統合型物質・材料科学技術イニシア

ティブタスクフォースの設置について（案）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20160401 30 20460331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 規程制定

国立研究開発法人物質・材料研究機構 情報統合型物質・材料研究拠点 拠点運営会議、出口戦略会

議、 市場調査委員会、データプラットフォーム委員会及び情報統合型物質・材料科学技術イニシ

アティブ企画会議の設置についての達の一部改正について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20160401 30 20460331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 規程制定

国立研究開発法人物質・材料研究機構 情報統合型物質・材料研究拠点 拠点運営会議、出口戦略会

議、 市場調査委員会、データプラットフォーム委員会及び情報統合型物質・材料科学技術イニシ

アティブ企画会議の設置について（案）（一部改正）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20160401 30 20460331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室
達について（中核機能

部門）

「機構の計画・品質管理委員会規則」係る達の廃止について

（14基盤達第3号の廃止）
事務統括室 20160401 30 20460331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室
達について（中核機能

部門）

「低炭素化材料設計・創製ハブ拠点運営委員会の設置に関する達」

（22低炭素拠点達第１号の一部の修正）
事務統括室 20160401 30 20460331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 外部有償利用 平成26年度クリープ試験の期末精算について（大平洋製鋼様） 事務統括室 20160401 30 20460331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 共用設備の指定等 国立研究開発法人物質・材料研究機構共用設備等の指定及び指定解除等について 事務統括室 20160401 30 20460331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
コミットメント ホスト機関の長の交代による「ホスト機関からのコミットメント」の提出について 事務部門 20160401 30 20460331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類

「国立研究開発法人物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 在外研究員派遣事

務手続要領」の改正について
事務部門 20160401 30 20460331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類

「国立研究開発法人物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点任期制研究者等採

用要領」の改正について
事務部門 20160401 30 20460331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類

「国立研究開発法人物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点外部主任研究者等

の 取扱いについて」の改正について
事務部門 20160401 30 20460331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

総務部門 総務室 規程類 業務方法書変更についての文部科学大臣からの認可通知 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 業務方法書変更についての文部科学大臣からの認可通知 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 運行・整備管理者選任等届出書の提出について 総務課総務・文書係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 国立研究開発法人物質・材料研究機構を被告とする訴訟について（期日経過報告） 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第六条の三第一項に基づく報

告について
総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 給与規程、会計規程等の届出及び官報掲載について 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 独立行政法人等個人情報保護法の施行状況調査について（回答） 総務課総務・文書係 20160401 10 20260331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 独立行政法人等情報公開法の施行状況調査について（回答） 総務課総務・文書係 20160401 10 20260331 紙 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 訴訟
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第六条の三第一項に基づく報

告について
総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 鍵等管理要領の一部改正について 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成２６年度法人文書の管理の状況調査について 総務課総務・文書係 20160401 10 20260331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 市民の生活環境の保全について（依頼） 総務課総務・文書係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 鍵等管理要領の一部改正について 総務課総務・文書係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 上告理由書及び上告受理申立理由書の副本の送達について（申請） 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 上告理由書及び上告受理申立理由書の副本について 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 特定個人情報取扱要領の制定について 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 法令等 不動産の登記名義人の名称変更の登記について（申請） 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成２６年度法人文書の管理の状況調査について（27本受第3409号追加回答） 総務課総務・文書係 20160401 10 20260331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 法令等 不動産の登記名義人の名称変更登記の完了について 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 独立行政法人国立公文書館への移管を想定する法人文書ファイル等の有無について（回答） 総務課総務・文書係 20160401 10 20260331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 法令等 法人番号指定通知書について 総務課総務・文書係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 国際航空貨物運送サービス集団訴訟の和解金請求について 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 事件記録閲覧謄写委任状及び職員証明書の発行について 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 法令等 変更登記（代表者の変更）申請及び印鑑届出について 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 法令等 商業登記に基づく電子証明書発行申請について 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 法令等 変更登記（資本金の変更）申請について 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 個人情報の保護に関する実態調査に関連した調査の実施について 総務課総務・文書係 20160401 10 20260331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 理事長の変更について（上申） 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 盗難調査委員会の設置について 総務課総務・文書係 20160401 10 20260331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 役員報酬規程等の届出について 総務課法規係 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 東日本大震災五周年追悼式の当日における弔意表明について（通知） 総務課総務・文書係 20160401 10 20260331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 Auターゲットの盗難に関する調査報告書について 総務課総務・文書係 20160401 10 20260331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書 Auターゲットの盗難に関する調査結果の報告について 総務課総務・文書係 20160401 10 20260331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 動物実験 動物実験に関する起案（H27.1.1からH27.12.31）
並木地区研究支援チー

ム
20160401 10 20260331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室
外国人招聘・共同研

究・その他
起案文書(本施）査証･共同研究・その他の起案（H27.1.1からH27.12.31）

並木地区研究支援チー

ム
20160401 10 20260331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 委員委嘱 外国ユーザーリスト記載の機関からの委員の委嘱について 桜地区研究支援室 20160401 30 20460331 紙 総務室 総務室 廃棄

人材部門 人事室 届出 毎月勤労統計調査全国調査票の提出について 給与労務係 20160401 10 20260331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 届出 毎月勤労統計調査全国調査票の提出について 給与労務係 20160401 10 20260331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労務 任期制職員【研修生の身分を有する者】の取扱いについて(案) 給与労務係 20160401 10 20260331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 届出 毎月勤労統計調査全国調査票の提出について 給与労務係 20160401 10 20260331 紙 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 届出 毎月勤労統計調査全国調査票の提出について 給与労務係 20160401 10 20260331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 届出 毎月勤労統計調査全国調査票の提出について 給与労務係 20160401 10 20260331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 届出 毎月勤労統計調査全国調査票の提出について 給与労務係 20160401 10 20260331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 届出 毎月勤労統計調査全国調査票の提出について 給与労務係 20160401 10 20260331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２７年度新規採用手続き 人事第１係 20160401 30 20460331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成27年度任免関係（人事異動）① 人事第１係 20160401 30 20460331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成２８年度研究職昇格審査 人事第１係 20160401 30 20460331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 クロアポ・特定分野業務員（平成27年度） 人事室人事第２係 20160401 30 20460331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成27年度リサーチアドバイザー 人事室人事第２係 20160401 30 20460331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 調査関係事項照会 人事室人事第２係 20160401 30 20460331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（４月） 人事室人事第２係 20160401 30 20460331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（６月） 人事室人事第２係 20160401 30 20460331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（８月） 人事室人事第２係 20160401 30 20460331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（９月） 人事室人事第２係 20160401 30 20460331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（１１月） 人事室人事第２係 20160401 30 20460331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（２月） 人事室人事第２係 20160401 30 20460331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（３月）① 人事室人事第２係 20160401 30 20460331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（３月）② 人事室人事第２係 20160401 30 20460331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（３月）③ 人事室人事第２係 20160401 30 20460331 紙 人事室 人事室 廃棄

平成２８年度

監査室 監査室 業務監査 法人文書の管理状況に係る内部監査について 監査室長 20170401 10 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 保有個人情報の管理状況に係る内部監査について 監査室長 20170401 10 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査計画 平成28年内部監査計画について 監査室長 20170401 10 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査計画 内部監査計画（平成28～34年度）について 監査室長 20170401 10 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成27年度第4四半期における監査活動報告 監査室長 20170401 10 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査 平成27年度文部科学省共済組合物質・材料研究機構の運営状況にかかる内部監査結果について 監査室長 20170401 10 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 監事監査のフォローアップ結果報告 監査室長 20170401 10 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成28年度第1四半期における監査活動報告 監査室長 20170401 10 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査 平成２７年度に交付を受けている科学研究費補助金に係る内部監査について 監査室長 20170401 10 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２７年度に実施した特殊な役務の検収状況に係る内部監査について 監査室長 20170401 10 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 環境報告書２０１６に係る内部監査について 監査室長 20170401 10 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成28年度第2四半期における監査活動報告 監査室長 20170401 10 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄



監査室 監査室 業務監査 リスクアプローチ監査について 監査室長 20170401 10 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 研究費不正使用防止の取り組み状況に係る内部監査について 監査室長 20170401 10 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成28年度第3四半期における監査活動報告 監査室長 20170401 10 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 物質・材料研究機構契約監視委員会⑩（平成２８年度） 監事室 20170401 10 20270331 紙 監事室 監事室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 元研究員の論文に関する内部調査の実施について 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 研究費不正使用防止規程第３２条第１項第５号に基づく措置について 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談
若手国際研究拠点元所属研究員等による研究活動上の不正行為の通報に係る予備調査委員会の設置

及び委員の指名について
内部統制推進室長 20170401 10 20270331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 通報について（回答） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談
若手国際研究拠点元所属研究員等による研究活動上の不正行為の通報に係る予備調査委員会の報告

について
内部統制推進室長 20170401 10 20270331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2016-01） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2016-02） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2016-03） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2016-04） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2016-05） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談記録（2016-06） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2016-01） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2016-02） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2016-03） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2016-04） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2016-05） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス調査記録（2016-06） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 ハラスメント対策委員会資料（第1回～第10回） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 リスクマネジメント委員会資料（第1～10回） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 利益相反マネージメント委員会資料（第3回～第10回） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 コンプライアンス委員会資料（第1回～第15回） 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 業務マニュアル集 内部統制推進室長 20170401 10 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 輸出管理社内規定の内容変更届けについて 内部統制推進室長 20170401 30 20470331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 「輸出者概要・自己管理チェックリスト」の提出について 内部統制推進室長 20170401 30 20470331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 特別一般包括許可の更新手続きについて 内部統制推進室長 20170401 30 20470331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障
「国立研究開発法人物質・材料研究機構安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）」

の一部改正について
内部統制推進室長 20170401 30 20470331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障
特別一般包括輸出･役務（使用に係るプログラム）取引許可申請書及び特別一般包括役務取引許可

申請書について
内部統制推進室長 20170401 30 20470331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障
「国立研究開発法人物質・材料研究機構安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）」

の一部改正について
内部統制推進室長 20170401 30 20470331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄



経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構の中長期計画の変更について（認可） 企画調整室 20170401 10 20270331 電子 企画調整室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 平成27年度計画の変更について 企画調整室 20170401 10 20270331 電子 企画調整室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構　平成28年度年度計画の届出について 企画調整室 20170401 10 20270331 電子 企画調整室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構の中長期計画の変更について（認可） 経営戦略室 20170401 10 20270331 紙 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構　平成28年度年度計画の変更の許可申請について 経営戦略室 20170401 10 20270331 紙 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構の中長期目標を達成するための計画 経営戦略室 20170401 30 20470331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 第１５期事業年度及び第３期中長期目標期間に係る業務実績等報告書の提出について 経営戦略室 20170401 30 20470331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他 「環境研究機関連絡会第１４回環境研究シンポジウム開催支援業務」に係る契約について（回答） 経営戦略室 20170401 10 20270331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 研究開発課題評価実施要領の改訂について 経営戦略室 20170401 30 20470331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画
国立研究開発法人物質・材料研究機構が達成すべき業務 運営に関する目標（中長期目標）の変更

について（指示）
経営戦略室 20170401 30 20470331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画
国立研究開発法人物質・材料研究機構が達成すべき業務 運営に関する目標（中長期目標）の変更

について（指示）
経営戦略室 20170401 30 20470331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画
国立研究開発法人物質・材料研究機構の中長期目標を達成するための計画（中長期計画）の変更の

認可について（認可）
経営戦略室 20170401 30 20470331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 採用審査 平成28年度採用審査資料 人材開発・大学院室 20170401 30 20470331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 「国立研究開発法人物質・材料研究機構採用審査委員の委嘱について」の制定について 人材開発・大学院室 20170401 30 20470331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 「国立研究開発法人物質・材料研究機構採用評価員の委嘱について」の制定について 人材開発・大学院室 20170401 30 20470331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 届出類 公正採用選考人権啓発推進員変更報告書の提出について 人材開発・大学院室 20170401 10 20270331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 国立研究開発法人物質・材料研究機構在外研究員派遣要領等の改正について 人材開発・大学院室 20170401 30 20470331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 人材紹介契約 NIMS名称変更に伴う人材紹介契約書の締結について(ﾘｸﾙｰﾄ)
研究連携室/知的財産

チーム
20170401 30 20470331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 卓越研究員
平成28年度卓越研究員事業における卓越研究員候補者の情報の取り扱いに関する同意書の提出につ

いて
人材開発・大学院室 20170401 10 20270331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 庶務 「いばらき女性活躍推進会議」会員登録について 人材開発・大学院室 20170401 10 20270331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 国際連携大学院協定（フリンダース大学）との更新について 人材開発・大学院室 20170401 30 20470331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 卓越研究員 平成28年度卓越研究員事業における卓越研究員の決定について 人材開発・大学院室 20170401 10 20270331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 国立大学法人名古屋大学大学院工学研究科との教育研究協力に関する覚書の締結について 人材開発・大学院室 20170401 30 20470331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 人材紹介契約 人材紹介会社との契約について 人材開発・大学院室 20170401 30 20470331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 研究職職員に係る個人業績評価実施要領の制定について 人材開発・大学院室 20170401 30 20470331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 エンジニア職職員に係る職員評価実施要領の改正について 人材開発・大学院室 20170401 30 20470331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 エンジニア職評価 平成27年エンジニア職評価 人事室 20170401 30 20470331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 卓越研究員
平成29年度卓越研究員事業における卓越研究員候補者の情報の取り扱いに関する同意書の提出につ

いて
人材開発・大学院室 20170401 10 20270331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

若手国際研究センター 規程類 センター長達
国立研究開発法人物質・材料研究機構　人材部門　若手国際研究センター　メンターの設置につい

て

若手国際研究センター

長
20170401 30 20470331 紙 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター 規程類 センター長達
国立研究開発法人物質・材料研究機構　人材部門　若手国際研究センター　ICYS研究員採用要領

の設置について

若手国際研究センター

長
20170401 30 20470331 紙 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

総務部門 調達室 規程類
「平成２８年度における国立研究開発法人物質・材料研究機構の障害者就労施設等からの物品等の

調達の推進を図るための方針」について
契約課審査係 20170401 30 20470331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類
「平成２８年度における国立研究開発法人物質・材料研究機構の障害者就労施設等からの 物品等

の調達の推進を図るための方針」について
契約課 20170401 30 20470331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 審査
低入札価格調査（件名：並木地区機械・電力中央監視装置等自動制御機器点検整備）の結果につい

て（通知）
調達室 20170401 10 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査（件名：構内ネットワーク再整備調査設計業務委託）の結果について（通知） 調達室/調達第１係 20170401 10 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡
「平成２８年度における国立研究開発法人物質・材料研究機構の中小企業者に関する契約の方針」

について
調達室 20170401 30 20470331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査（件名：並木地区共同研究棟他熱源機器改修工事）の結果について（通知） 調達室/調達第１係 20170401 10 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 「国立研究開発法人物質・材料研究機構契約審査委員会運営要領」の一部改正について 調達室 20170401 30 20470331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 平成２９年度「環境物品等の調達の推進を図るための方針」について 調達室/審査係 20170401 30 20470331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 平成28年度科学研究費助成事業等（10年）No.1 補助金担当 20170401 10 20270331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 平成28年度科学研究費助成事業等（10年）No.2 補助金担当 20170401 10 20270331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出 国立研究開発法人物質・材料研究機構貴金属管理要領の一部改正について 経理課財務班 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出 国立研究開発法人物質・材料研究機構資産等貸付取扱要領の一部改正について 経理課財務班 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第９条に係る償却資産の指定について（依頼） 経理課財務班 20170401 30 20470331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出 会計検査院法第２７条の規定による報告について（平成28年1月発生の貴金属盗難） 経理課財務班 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について（回答） 経理課財務班 20170401 30 20470331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出
並木地区MANA棟における貴金属の盗難に伴う施設・装置等の破損に対する財産保険の保険金請求

について（平成28年1月発生）
経理課財務班 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出
並木地区特殊高温合成特殊実験棟における漏水事故に伴うX線解析装置の修理に対する財産保険の

保険金請求について
経理室/財務第２係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第９条に係る 経理室/財務第２係 20170401 30 20470331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第９条に係る償却資産の指定について（回答） 経理室/財務第２係 20170401 30 20470331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出
千現地区研究本館3F渡り廊下ガラス破損に伴うガラスの修理に対する財産保険の保険金請求につい

て
経理室/財務第２係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出
千現地区先進構造材料研究棟における落雷による屋上外調機インバータの修理に対する財産保険の

保険金請求について
経理室/財務第２係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２８年　１月分 経理課財務班 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 理事者確認書の提出について 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第15事業年度 国立研究開発法人物質・材料研究機構 財務諸表等の監査について 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 独立監査人の監査報告書について 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 積立金の処分に係る承認申請書 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資産の譲渡等の対価以外の収入の使途の特定について 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第１５事業年度　財務諸表の提出について 経理室/財務第１係 20170401 30 20470331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間分（平成27年4月1日～平成28年3月31日）の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出に

ついて
経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 積立金の処分に係る承認申請書 経理室/財務第１係 20170401 30 20470331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 国庫納付金計算書の提出について 経理室/財務第１係 20170401 30 20470331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２８年　2月分 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２８年　3月分 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第3期中長期目標期間の終了に伴う積立金の国庫納付について 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄



総務部門 経理室 財務 積立金の処分に係る承認について 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 会計監査人の選任について 経理室/財務第１係 20170401 30 20470331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 国立研究開発法人物質・材料研究機構第１５期財務諸表等の承認について 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 国立研究開発法人物質・材料研究機構第15期事業年度財務諸表に関する公告について 経理室/財務第１係 20170401 30 20470331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について平成２８年　４月分 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について平成２８年　5月分 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２８年　6月分 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について平成２８年　7月分 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について平成２８年　8月分 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について平成２８年　9月分 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 監査計画時における理事者確認書について 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について平成２８年　10月分 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 原価計算及び運営費交付金の収益化計算に関する要領の制定について 経理室/財務第１係 20170401 30 20470331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について平成２８年　11月分 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について平成２８年　12月分 経理室/財務第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 規程・要領 対価発生業務にかかる積算及び配分要領の変更について 経理室/会計第１係 20170401 30 20470331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出 支払期日延期申請の提出について 経理室/会計第１係 20170401 30 20470331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出 国税徴収法第141条質問検査権に基づく照会に対する回答書の提出について 経理室/会計第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 請求書 平成28年度 運営費交付金 第2四半期分の請求について 経理室/会計第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出 国税徴収法第141条質問調査権に基づく調査に対する回答書の提出について（国立市役所） 経理室/会計第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 請求書 平成28年度 運営費交付金 第3四半期分の請求について 経理室/会計第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 請求書 平成28年度 運営費交付金 第4四半期分の請求について 経理室/会計第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出 日独租税条約に基づく源泉所得税の税率軽減申請書の提出について（OSRAM） 経理室/会計第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出 日独租税条約に基づく源泉所得税の免税申請書の提出について（OSRAM） 経理室/会計第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 請求書 平成29年度 運営費交付金 第1四半期分の請求について 経理室/会計第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 法人文書開示決定通知書の発出について 経理室 20170401 30 20470331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 法人文書開示決定通知書の発出について 経理室 20170401 30 20470331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書提出 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願の提出について 経理室/会計第１係 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 システム 財務会計システム　職員マスタ（平成23年度～） 会計班 20170401 10 20270331 電子 システム内保存 経理室 廃棄

総務部門 経理室 システム 財務会計システム　職員口座マスタ（平成23年度～） 会計班 20170401 10 20270331 電子 システム内保存 経理室 廃棄

総務部門 経理室 システム 財務会計システム　相手先マスタ（平成23年度～） 会計班 20170401 10 20270331 電子 システム内保存 経理室 廃棄

総務部門 経理室 システム 財務会計システム　相手先口座マスタ（平成23年度～） 会計班 20170401 10 20270331 電子 システム内保存 経理室 廃棄



総務部門 経理室 システム 債主登録綴（職員）（平成23年度～） 会計班 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 システム 債主登録綴（業者・個人）（平成23年度～） 会計班 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 システム 財務会計システム　職員マスタ（平成23年度～） 会計班 20170401 10 20270331 電子 システム内保存 経理室 廃棄

総務部門 経理室 システム 財務会計システム　職員口座マスタ（平成23年度～） 会計班 20170401 10 20270331 電子 システム内保存 経理室 廃棄

総務部門 経理室 システム 財務会計システム　相手先マスタ（平成23年度～） 会計班 20170401 10 20270331 電子 システム内保存 経理室 廃棄

総務部門 経理室 システム 財務会計システム　相手先口座マスタ（平成23年度～） 会計班 20170401 10 20270331 電子 システム内保存 経理室 廃棄

総務部門 経理室 システム 債主登録綴（職員）（平成23年度～） 会計班 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 システム 債主登録綴（業者・個人）（平成23年度～） 会計班 20170401 10 20270331 紙 経理室内 経理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 平成28年度汚染負荷量賦課金申告書の申告について 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 保安規程変更届出書について 並木施設維持第１係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（変更）届出書の受理について（千現地区） 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 主任技術者選任又は解任届出書について(千現地区) 並木施設維持第１係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（変更）届出書の受理について（千現地区） 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ エネルギ－管理総括者、管理企画推進者専任・解任届書 並木施設維持第１係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
国の会計年度終了に伴う平成27年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の執行

額の確認について（通知）
施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 専用水道技術管理者変更届について 並木施設維持第１係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 届出類 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書の提出について 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 平成2７年度産業廃棄物管理票に関する報告書の提出について 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 並木施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書等の締結について 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出について 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について（千現地区） 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について（並木地区） 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（変更）届出書の受理について（並木地区） 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（変更）届出書の受理について（並木地区） 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（千現地区） 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（並木地区） 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙発生施設 仕様廃止届出書他・ばい煙発生施設設置届出書について 並木施設維持第１係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 平成27年度実績　定期報告書及び中長期計画書 並木施設維持第１係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託に関する覚書の締結について 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２７年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 千現地区及び並木地区除害施設等維持管理報告書（平成27年7月～平成28年6月分）提出について 並木施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２８年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金交付申請書の提出について 施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 地下水汚染の未然防止対策に係る管理点検要領の制定について 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成28年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金交付決定通知書について 施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水の水質検査結果について（通知） 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について（千現地区） 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２８年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告書の提出

について
施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成25年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の額の確定について（通知） 施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成26年度独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の額の確定について（通知） 施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 届出類
定期調査報告書他の提出について（千現地区：研究本館、並木地区：ＭＡＮＡ棟、

NanoGREEN/WPI-MANA棟）
施設企画管理係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２７年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告書の提出

について
施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成28年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告について

（指示書）
施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（千現地区） 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成27年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告について

（指示書）
施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２７年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙発生施設使用廃止届出書について 並木施設維持第１係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路許可申請書について 施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 違反事実の改善について（指示） 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 千現地区蓄電池設備設置届出書（特高変電所、特高開閉所） 並木施設維持第１係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 改善計画書の提出について 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２７年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理 千現施設維持第２係 20170401 30 20470331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 主任技術者選任又は解任届書の提出について 並木施設維持第１係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 水道技術管理者の届出書の提出について 並木施設維持第１係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金により取得した駐車場に係る財産処分につ

いて
施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２８年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業遅延報告に係る遂

行期間及び繰越額確定の報告について
施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２８年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事実績報告書の提

出について
施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２７年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助事業実績報告書の提出について 施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２７年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業遅延報告に係る遂

行期間及び繰越額確定の報告について
施設企画管理係 20170401 10 20270331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区　平成28年度放射線業務従事者名簿の作成について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区 計量管理規定 変更認可
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区　平成28年度放射線業務従事者名簿の作成について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区　平成28年度放射線業務従事者名簿の作成について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(高橋　研一、KUS Peter)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 機械等移転届の提出について（X線装置）(廣本 祥子)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特定高圧ガス消費廃止届書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(齋藤 典生)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(三好 正悟)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(生田目 俊秀)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（千現地区研究本館居室ゾーン３１

３・６０２室）

千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（千現地区薬品庫Ａ・Ｂ室）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２７年度放射線管理状況報告書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２７年度放射線管理状況報告書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２７年度放射線管理状況報告書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期検査申請書 及び 定期確認申請書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 機械等設置届の提出について（X線装置 並木研究本館320）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２８年上期核燃料物質管理報告書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２８年上期核燃料物質管理報告書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について(桜地区)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H28.7.8 千現地区)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H28.7.8 並木地区)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H28.7.8 桜地区)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(大塚 裕美)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(土屋 敬志)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(嶋岡 毅紘)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H28.7.14 千現地区)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H28.7.14 桜地区)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H28.7.14 並木地区)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(山本 和広)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 機械等移転届の提出について（X線装置 間宮広明）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H28.7.8、H28.7.14 千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H28.7.8、H28.7.14 並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(三谷 晴香)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H28.7.8、H28.7.14 桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区　放射線障害予防規程変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H28.7.20 & 7.22 並木地区 GUBBALA RAMESH）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H28.6.27&.7.14 桜地区 雨倉宏）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区　放射線障害予防規程変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について(H28.7.20　桜　播磨地区5名)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区　放射線障害予防規程変更届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(伊藤 弥生美)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区 放射線障害予防規程変更届の結果について(通知)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区 放射線障害予防規程変更届の結果について(通知)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区 放射線障害予防規程変更届の結果について(通知)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について(並木地区)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者の選任について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について(千現地区)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における軽微変更届書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(MALGRAS Victor)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 薬品
３，３’－ジクロロ－４，４’－ジアミノジフェニルメタン（ＭＯＣＡ）に関する確認調査について

（報告）

千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(AHADI PALCHEGHLOO Aslan)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(LOU Yanfang)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区 定期検査 及び 定期確認の結果について(合格証の供覧)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(田崎　亘)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(澤口 孝宏)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 麻薬 免許の失効による麻薬所有量届の提出について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(KONGKAEW Teerakorn)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(NIKULIN Ilya)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 エックス線 Ｘ線装置設置・移転届遅延理由書 及び X線装置設置届の提出について（竹内 正之)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区消防計画作成（変更）届出書の提出にいて
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 消防 並木地区消防計画作成（変更）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 桜地区消防計画作成（変更）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(廣井 慧)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における軽微変更届書の提出について（千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２８年下期核燃料物質管理報告書の提出について（桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２８年下期核燃料物質管理報告書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬 火薬類譲受許可申請書の提出について（並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H29.2.9 千現地区)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 向精神薬 向精神薬試験研究施設における向精神薬の製造量等の報告について（届出）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H29.2.9 桜地区)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H29.2.15 千現地区)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H29.2.9 並木地区)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H29.2.15 並木地区)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 クレーン クレーン使用再開検査申請書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 向精神薬 向精神薬試験研究施設における向精神薬の製造量等の報告について（届出）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（ファインプロセス実験棟）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(LI Hongxing)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H29.2.9、H29.2.15 千現地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H29.2.9、H29.2.15 並木地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H29.2.9 桜地区）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H29.2.23, 3.1 並木 伊藤仁彦）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(John Sharbin PETER)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(SEO Okkyun)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H29.2.3、3.2 桜　播磨地区 5名）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(成田 あゆみ)
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者選任報告の提出について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区消防計画作成（変更）届出書の提出にいて
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区消防計画作成（変更）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（ＭＡＮＡ棟）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届出書の提出について（並木地区研究本館３０６室）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 桜地区自衛消防隊長及び通報連絡班長の指名について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 消防 並木地区自衛消防隊各班長の指名について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区自衛消防隊長、各班長、各副班長の指名について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区防火・防災管理者の選任について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区自衛消防組織設置（変更）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区自衛消防組織設置（変更）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火・防災管理者選任（解任）届出書の提出について
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（ＮａｎｏＧＲＥＥＮ棟）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（ＮａｎｏＧＲＥＥＮ棟）
千現地区安全管理事務

所
20170401 30 20470331 紙 千現地区安全管理事務所 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室
文書決済

システム
「情報システムに関する情報セキュリティ対策基準」の制定について（部門長達） IT室 20170401 30 20470331 電子

文書決済

システム
IT室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室
文書決済

システム
「情報システム利用にあたってのルールとマナーについて」の制定について（部門長達） IT室 20170401 30 20470331 電子

文書決済

システム
IT室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室
文書決済

システム
「ＩＴ室管理事務用パソコン利用規則」の制定について（部門長達） IT室 20170401 30 20470331 電子

文書決済

システム
IT室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室
文書決済

システム
「情報化統括責任者（ＣＩＯ）の設置について」の制定について（部門長達） IT室 20170401 30 20470331 電子

文書決済

システム
IT室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室
文書決済

システム
契約者情報変更届の提出について IT室 20170401 10 20270331 電子

文書決済

システム
IT室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 認可・契約 不正通信監視サービス契約書 IT室 20170401 10 20270331 紙 IT室 IT室 廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

設計業務プロポーザル
国立研究開発法人物質・材料研究機構　マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設設計プ

ロポーザルに係る技術提案書の提出者の選定（一次審査）について
建設室長 20170401 10 20270331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

設計業務プロポーザル マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等設計業務に係る提出意向確認書の提出について 建設室長 20170401 10 20270331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

設計業務プロポーザル
物質・材料研究機構マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等設計業務プロポーザルに関する

質問状及び技術提案書に関するヒアリングの実施について
建設室長 20170401 10 20270331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

設計業務プロポーザル マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等設計業務に係るヒアリング事務連絡の提出について 建設室長 20170401 10 20270331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

設計業務プロポーザル
国立研究開発法人物質・材料研究機構　マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設設計業

務プロポーザルに係る技術提案書の特定（二次審査）について
建設室長 20170401 10 20270331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

設計業務プロポーザル マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等設計業務に係る連絡事項について 建設室長 20170401 10 20270331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

設計業務プロポーザル
物質・材料研究機構マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等設計業務に係る重要事項説明書

の提出について
建設室長 20170401 10 20270331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について[15-MS-099R] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権放棄の報告について[3519][433] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 出願契約
共同出願契約の締結について（九州大学）「酸化亜鉛粒子、その製造方法およびそれを用いたガス

センサ」16-MS-072
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 出願通知 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[16MS049F] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4837】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2016-189475） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4334（他１件）】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2013-220682） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[16-MS-088F] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（4案件） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-087] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 宣誓書 使用宣誓書の提出について（米国商標「TMW」） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について［16MS045］ 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（トヨタ自動車株式会社）「繊維強化樹脂複合構造体及び高圧容器、

並びにこれらの製造方法」16-MS-10
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 分割出願、上申書、出願審査請求書及び職務発明認定書の発行について(12-MS-019D) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-089] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[15-MS-114] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-016] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（大阪大学）「化学センサ測定における入出力の変換を用いた試料識

別方法（仮称）」16-MS-079
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（竹中工務店、淡路マテリア）「低サイクル疲労特性に優れるFe-

Mn-Si系合金鋳造材」
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-109PCT、718） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4583】知的財産権設定登録等通知書の発行について(特許第6021127号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-084SF] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委員 知的財産権委員会委員の指名及び解除について 知的財産室 20170401 10 20270331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4849】職務発明認定書の発行について(特願2016-213693) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4850】職務発明認定書の発行について(特願2016-218324) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 【4520】名義変更に伴う一部譲渡証書及び委任状の発行について(特願2014-229446) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4040】知的財産権出願通知書の発行について(登録第6028277号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[16MS095F] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-101] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 補償金 2015年度特許等補償金の支払いについて(1回目) 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【特願2013-242820】職務発明認定書の発行について（4339） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状・譲渡証の発行について（(株)フジクラ放棄にともなう名義変更） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の提出について [14-MS-012N] [14-MS-018N] [14-MS-047N] [14-MS-102N] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【2434】職務発明認定書の発行について（特許第4900568号） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 補償金 2015年度特許等補償金の支払いについて(1回目追加分) 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（大阪大学）「多チャンネルセンサ測定によるチャンネル間出力比較

による試料識別」16-MS-096
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（トヨタ自動車）「低熱伝導材料」16-MS-097 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 【1362】特許権の持分移転登録申請書の発行について(特許第4204772号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-113] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 中国無効審判請求に関する委任状の発行について(三菱化学との共有） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-090] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-091] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-092] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-079] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（13-MS-148KR） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-105] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4344】職務発明認定書の発行について（特願2013-262892） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【459】産業財産権通知書の発行について(EP登録第2431097号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(16-KH-07：内藤昌信) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(16-KH-08：内藤昌信) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 分割出願、上申書、出願審査請求書及び職務発明認定書の発行について(11-MS-098ND) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（商標MSS・中国） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4234】知的財産権出願通知書の発行について(特許第6048823号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4674】知的財産権出願通知書の発行について(特許第6048858号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【400７】知的財産権出願通知書の発行について(登録第6044112号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成29年1月～3月請求期限の国内単独案件一

括処理）
知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書(放棄)の発行について（625EP/US） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-056] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-057] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（LGE Japan Lab）「面直通電巨大磁気抵抗素子用積層膜」 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 債権 債権発生通知書の発行について（3132） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（商標MSS・中国）第9類 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書
GaN評価基盤研究ラボラトリに係る研究拠点の設置・運用に関する覚書の締結について（名古屋大

学）
事業展開室 20170401 10 20270331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 分割出願・審査請求及び職務発明認定書の発行について(12MS081SD) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 取り下げ 登録申請取下書の発行について（3342・3343・3975） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-118US, CN） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【452】知的財産権出願通知書の発行について(EP登録第2434556号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 【3745】特許権の持分移転登録申請書の発行について(特許第5437256号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4396】知的財産権出願通知書の発行について(特願2014-072370号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4374】知的財産権出願通知書の発行について(特願2014-039309号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4403】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2014-079713） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-107] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-043SPCT） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-006,727） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4725】職務発明認定書及び産業財産権等出願通知書について 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4495】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2014-191774) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4307】職務発明認定書及び持分証明書の発行について(特願2013-220908) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4281】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2013-184497） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-047PCT）（15-MS-050PCT） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（14-MS-054PCT） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-001） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失例外証明書提出について[16MS022] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（14-MS-044PCT、No.698） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-014F） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウ認定書の発行について（16-ＫＨ-02：張) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（11MS098EP/574） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4442】知的財産権出願通知書の発行について（登録第5900984号） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4191】知的財産権出願通知書の発行について(特願2013-082206) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【3844】知的財産権出願通知書の発行について（登録第5880813号） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（中央大学）「メソポーラス金属を用いたキラル分子センシング」

16-MS-032
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4275】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2013-135565） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-012] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4761】職務発明認定書の発行について（特願2015-536514） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4264】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2013-108687） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【3968】知的財産権出願通知書の発行について(登録第5896550号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について[15-MS-048R] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-017] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ノウハウ ノウハウ許諾契約の締結について（メニコン）「湿度計測キットによる計測」 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【585】知的財産権出願通知書の発行について(ＥＰ登録第2775560号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【467】知的財産権出願通知書の発行について(US登録第9289727号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【561】知的財産権出願通知書の発行について(KR登録第10-112462号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（株式会社IHI）_垣澤 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
Joint Patent Application Agreementの締結について（Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.）

「Perpendicular Magnetic Film and its Spintronic Device」15-MS-037
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[15MS077F] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4603】知的財産権出願通知書の発行について(登録第5924712号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 移転登録 特許権移転登録申請書の発行について（4件） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【3966】知的財産権出願通知書の発行について（特願2011-206285） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権通知書について[11-MS-060F][11-MS-008F] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 移転登録 特許権の持分移転登録申請書の発行について(2件) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【3971】知的財産権出願通知書の発行について(JP登録第5846580号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【3971】知的財産権出願通知書の発行について(JP登録第5846580号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【3967】知的財産権出願通知書の発行について（特願2011-206286） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（14-MS-084KR） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(16MS042) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-039] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-035F） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【3091】職務発明認定書の発行について(特願2008-039835) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4253】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2013-128379） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 【2364】持分移転に伴う持分放棄証書及び委任状の発行について(特許第4688668号） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-014F] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4335】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2013-164837） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 権利放棄にともなう譲渡証書の発行について（10-W-17（464）中国） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-019FPCT） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-051FPCT） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（11-MS-098EP/574） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-062SFPCT） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 譲渡証の発行について（15-MS-052R1（639））（15-MS-052R2（640）） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-015] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4338】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2013-195290） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
【4763,4764,4765】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2016-089385,2016-

089386,2016-089387)
知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-036] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4301】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2013-193101） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【3963】産業財産権通知書の発行について（特許第5939482号） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4559】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-520372） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-063PCT） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【564】知的財産権出願通知書の発行について(登録第9324497号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について[15-MS-060TR] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4273】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2013-178592） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-033] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（トヨタ自動車株式会社）「メタノール呈色センサー（仮）」16-

MS-041
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-038] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【3965】知的財産権出願通知書の発行について(登録第5943409号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-043S] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(16-KH-03:島村清史) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の発行について(2659) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権設定登録等通知書について[16-MS-025F] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 包括委任状の発行について 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願に係る変更契約の締結について（高エネルギー加速器研究機構）「Ｎｂ３Ａｌ超伝導線材

用前駆体線材及びＮｂ３Ａｌ超伝導線材」15-MS-042R
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成28年7月～9月請求期限の国内単独案件一

括処理）
知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の発行について（520（１）韓国） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の発行について(特許第5331960号)_3595 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（京都大学）「溶液中のトリチウムと金属酸化物の反応による分離

法」16-MS-050
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について［15MS113F］ 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（デンカ株式会社）_黒田 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の発行について（657米国及び4780日本移行） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【3884】知的財産権出願通知書の発行について(11-MS-054SF) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 分割出願、知的財産権出願通知書及び職務発明認定書について(11-MS-054SFD) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 【519】委任状の発行について（米国出願14/113774） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【3857】知的財産権出願通知書の発行について(特許第5950251号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[16-MS-032S] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(16-KH-04:深田直樹) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約書の締結について（デンカ株式会社）_花方 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【459】産業財産権通知書の発行について(登録第9366211号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書 覚書の締結について（東京工業大学）「圧電材料、その製造方法、圧電素子および燃焼圧センサ」 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4262】職務発明認定書の発行について（特願2013-157967） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 Joint Patent Application Agreementの締結について（University of Sunderland）_Sherif 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[16MS034F] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-077FPCT） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（13-MS-079US）（13-MS-090US） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【564】知的財産権出願通知書の発行について(登録第9324497号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 中国における蛍光体特許審決取消訴訟にかかる各種委任状等の発行について 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4322】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2013-184450） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[16MS046F] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-051] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[657EP] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（同志社大学）_染川 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 Master Collaboration Agreement_LINK の締結について 事業展開室 20170401 10 20270331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[15MS056FPCT] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-067RUS/CN） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-058] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(16-KH-05:唐捷) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-083FETW, 710TW） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について［15MS065F］ 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[15MS077F] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【3823】知的財産権出願通知書の発行について(特許第5971789号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 委任状 委任契約書の締結について（永島橋本安國法律事務所） 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-073PCT, 707） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-085FSPCT/708） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4195】知的財産権設定登録等通知書の発行について(特許第5967486号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について(フジクラ　3件) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について(日産　4件) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4108】知的財産権の放棄に関する届出書の発行について(特願2012-264007) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-053] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-064] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 秘密保持契約の締結について（森村商事） 事業展開室 20170401 10 20270331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明認定書の提出について [13-MS-143N] [13-MS-148N] [13-MS-153N] [13-MS-154N]

[14-MS-002N]
知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-055] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4310】職務発明認定書の発行について（特願2013-209740） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-041] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-075PCT 712） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-052] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-062] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（北里大学）「上皮間葉転換誘導細胞阻害剤」16-MS-054 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について(480EP) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 通知書 【4046】産業財産権出願通知書の発行について(特許第5984089号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について［16MS028］ 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-072] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-067] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4355】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2014-014692） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について［16MS010］ 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4048】産業財産権通知書の発行について(特許第5991581号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び新規性喪失の例外適用を受けるための証明書提出につ

いて［15MS065F］
知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4013】知的財産権出願通知書の発行について(登録第5991515号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-059S] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（株式会社豊田自動織機）「電解液（仮称）」16-MS-077 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【617EP】知的財産権出願通知書の発行について(放棄) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-077] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[16MS047F] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(16-KH-06:内藤昌信) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-076] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について(3件) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の提出について [14-MS-014N] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-070] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（10-W-45, 492） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（慶應義塾大学）「エレクトロクロミック描画・表示」 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（東芝）「強磁性トンネル接合体とそれを用いたスピントロニクスデ

バイス」
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4320】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2013-224722） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-068] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（ミツバ）「熱電材料」 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-054] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について［16MS003］ 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（５案件） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について［16MS066F］ 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-079PCT） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について［15MS115］ 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 訂正審判 訂正審判請求書の提出について（16-MS-116） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権出願通知書について[16MS083F] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（14MS012PCT,669） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 【459】委任状の発行について（EP出願10775012.7） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成28年10月～12月請求期限の国内単独案件

一括処理）
知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 包括委任状の発行について（13-MS-148KR） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【3894】職務発明認定書の発行について(特許第5450625号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 移転登録 【2443】)特許権の持分移転登録申請書の発行について 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分証明 【3894】持分証明書の発行について(シャープとの共有) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権等通知書の送付について【659　ＵＳ，ＥＰ】 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 出展 「第１０回　つくば産産学連携促進市 in アキバ」への出展について（回答） 事業展開室 20170401 3 20300331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（14-MS-027FPCT, PCT/JP2015/71688） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（13-MS-148KR, 664） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 補正書 訂正拒絶理由通知に対する意見書及び手続補正書の提出について（15-MS-116） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 (4745)職務発明認定書および持分証明書の発行について(特願2016-064697) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 (4095)知的財産権設定登録等通知書の発行について（特許第6044023号） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4001】知的財産権出願通知書の発行について(登録第6051354号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4246】知的財産権出願通知書の発行について(登録第6057293号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 著作物 プログラム・データベース著作物の認定について 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（トヨタ自動車）「固体電池の電極（仮）」16-MS-097 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（トヨタ自動車）「固体電池用Si電極の製造方法（仮）」16-MS-111 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 譲渡書（Deed of Assignment）の発行について[168 DE,FR,GB] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について[666US][666EP][14MS002FN) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について[667US][667EP] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4360】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2014-026400） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-102] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権通知書の発行について（382・382分割　ドイツ） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（大阪大学／トヨタ自動車）「リチウム空気電池用電解液」16-MS-

094
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【675】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（PCT/JP2015/076748） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 移転登録 特許権の持分移転登録申請書の発行について(フジクラ共有4件) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-008S] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 持分証明書及び職務発明認定書の発行について(3564) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 宣誓書 宣誓書の発行について（200CN）（235CN）（236CN） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の発行及び新規性喪失の例外証明書の発行について【PCT/JP2015/071313】 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書及び委任状の発行について [14-MS-064FN] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-002] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（株式会社ＮＢＣメッシュテック）「メソポーラス触媒薄膜及びその

製造方法／メソポーラス触媒体およびそれを用いたガス処理装置」17-MS-003、17-MS-004
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-110PCT,726） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書(放棄)の発行について(610US/EP) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【573】知的財産権出願通知書の発行について(EP登録2755216号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(17-KH-02：内藤昌信) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 著作物 プログラム・データベース著作物の認定について(小林清：17PD02) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 著作物 プログラム・データベース著作物の認定について(小林清：17PD03) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 著作物 プログラム・データベース著作物の認定について(小林清：17PD04) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（日亜化学工業株式会社）「蛍光体及び発光装置」16-MS-056 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（日亜化学工業株式会社）「蛍光体、その製造方法及びこれを用いた

発光装置」16-MS-057
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（ＴＤＫ株式会社）「強磁性トンネル接合体の製造方法及び強磁性ト

ンネル接合体」16-MS-098
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4422】出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（特願2014-102210） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-009F） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の発行について(520US) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継,特許出願及び知的財産権通知書について(17MS006F) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 補償金 2015年度特許等補償金の支払いについて(2回目) 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（長岡技術科学大学／住友電気工業株式会社）「マグネシウム合金」

17-MS-016F
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 分割出願、知的財産権出願通知書及び職務発明認定書について(12-MS-135D) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（長岡技術科学大学）「マグネシウム合金」17-MS-015F 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-011PCT、730） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（14-MS-024RUS） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（14-MS-066US、675） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(17-KH-03：山内悠輔) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【731】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（PCT/JP2017/003978） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4433】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2014-110370） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び新規性喪失例外適用のための証明書提出について[16-

MS-116S]
知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（東北大学）「磁性体を用いた熱電変換素子」17-MS-018 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【573】知的財産権出願通知書の発行について(US登録9543754号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について(382インド) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4184】知的財産権出願通知書の発行について(特願2013-76039号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成29年4月～6月請求期限の国内単独案件一

括処理）
知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4465】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-508425） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17MS007F] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の提出について [13-MS-127N] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出版契約（Empa）の債権発生通知書発行について 事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-005] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(16MS104) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 【3460】特許権の持分移転登録申請書の発行について(特許第5118067号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4426】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2014-103594） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-094] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-031] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-021S] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-002PCT、16-MS-002TW） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-027] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-040] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（東ソー株式会社／大洋塩ビ株式会社）「ネットワーク状高分子ナノ

ファイバー構造を有する多孔質粒子の製造方法」17-MS-014
事業展開室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 中国特許無効審判請求に関する委任状の発行について(三菱化学との共有) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について(4141) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 ［至急］新規性喪失例外証明書提出について[17MS016FS] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4486】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2014-168375） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-106] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS023) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（17-MS-019） 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4186】知的財産権出願通知書の発行について(特願2013-047318号) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願に及び知的財産権通知書について(17MS032F) 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出について[14-MS-092N] 知的財産室 20170401 30 20470331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
拠点長達 「ナノ材料科学環境拠点運営会議の設置について」を制定する達について

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20170401 30 20470331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
拠点長達 「ナノ材料科学環境拠点オープンラボ研究審査委員会の設置について」を制定する達について

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20170401 30 20470331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
拠点長達 「ナノ材料科学環境拠点研究評価会議の設置について」を制定する達について

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20170401 30 20470331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

技術開発・共用部門
科学情報プラット

フォーム
図書 「図書室における外部利用者の複写要領」の制定について(部門調達)

科学情報プラット

フォーム長
20170401 30 20470331 電子 科学情報プラットフォーム

科学情報プラット

フォーム
廃棄



技術開発・共用部門
科学情報プラット

フォーム
図書 図書室運営規程「図書資料業務の運営について」の一部改正について

科学情報プラット

フォーム長
20170401 30 20470331 電子 科学情報プラットフォーム

科学情報プラット

フォーム
廃棄

微細構造解析プラットフォーム事務局 申請者リスト H28年度 H28年度　微細構造解析プラットフォーム申請者リスト　電子
微細構造解析プラット

フォーム事務局
20170401 10 20270331 電子 微細構造解析プラットフォーム事務局

微細構造解析プラット

フォーム事務局
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 規程制定 情報統合型物質・材料研究拠点データプラットフォーム利用に関する達の制定について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20170401 30 20470331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 規程制定 専用端末利用要領の制定について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20170401 30 20470331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 規程制定 データプラットフォーム利用要領の制定について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20170401 30 20470331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 規程制定 情報統合型物質・材料研究拠点データプラットフォーム利用に関する達の改正について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20170401 30 20470331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 規程制定 情報統合型物質・材料研究拠点データプラットフォーム利用に関する達の改正について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20170401 30 20470331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 規程制定
情報統合型物質・材料研究拠点データプラットフォーム専用サーバ室の電力使用量の記録・報告に

関する達の制定について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20170401 30 20470331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 共催等伺い 筑波大学主催シンポジウム協賛の件
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20170401 10 20270331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 申請手続き 平成２８年度（第２回）知的財産プロデューサー派遣申込書への理事長印押印について（お願い）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20170401 10 20270331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 協定書締結 知的財産プロデューサーの派遣に関する協定書への理事長印押印について（お願い）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20170401 10 20270331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 規程制定 MI2Iコンソーシアム会則を拠点長達とする件
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20170401 30 20470331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 達について 平成28年度 部門長達資料 事務統括室 20170401 30 20470331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 共用設備の指定等 平成28年度 共用設備の指名資料 事務統括室 20170401 10 20270331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 契約の締結 平成28年度 契約の締結資料 事務統括室 20170401 10 20270331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 事故調査 平成28年度 事故調査 事務統括室 20170401 10 20270331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

機能性材料研究拠点 規程類 拠点長達 平成２８年度起案文書拠点長達 拠点運営室 20170401 10 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

総務部門 総務室 文書 平成28年度文書係起案（調査回答等） 総務室文書係 20170401 10 20270331 紙 総務課 総務課 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程集（平成28年度） 総務室法規係 20170401 30 20470331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程類登録簿（平成28年度） 総務室法規係 20170401 30 20470331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 部門長達登録簿（平成28年度） 総務室法規係 20170401 30 20470331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成28年度理事会議資料　No.1 総務室法規係 20170401 30 20470331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成28年度理事会議資料　No.2 総務室法規係 20170401 30 20470331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成28年度理事会議資料　No.3 総務室法規係 20170401 30 20470331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成28年度規程の変更等届出について 総務室法規係 20170401 30 20470331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成28年度部門長達等 総務室法規係 20170401 30 20470331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 平成28年度総務室起案（法規係） 総務室法規係 20170401 30 20470331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類
「国立研究開発法人物質・材料研究機構「ベッセマー＋200」に係る研究会の設置について」等３

件を廃止するセンター長達について
総務室千現地区支援係 20170401 30 20470331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 契約 施設利用（依頼）と建物賃貸借契約書について 総務室千現地区支援係 20170401 10 20270331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 動物実験 動物実験に関する起案（H28.1.1からH28.12.31） 総務室並木地区支援係 20170401 10 20270331 紙 並木地区支援係 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類
「国立研究開発法人物質・材料研究機構「ベッセマー＋200」に係る研究会の設置について」等３

件を廃止するセンター長達について
総務室千現地区支援係 20170401 30 20470331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 契約 施設利用（依頼）と建物賃貸借契約書について 総務室千現地区支援係 20170401 10 20270331 紙 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 動物実験 動物実験に関する起案（H28.1.1からH28.12.31） 総務室並木地区支援係 20170401 10 20270331 紙 並木地区支援係 総務室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成28年度任免関係（人事異動） 人事室人事第１係 20170401 30 20470331 紙 人事課 人事課 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成29年度研究職昇格審査 人事室人事第１係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 就業区分発令（平成２６年度～平成２８年度） 人事室人事第１係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成28年度新規採用手続き 人事室人事第１係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 年金 個人型確定拠出年金に関わる「事業所登録申請書（事前登録用）」の提出について 人事室福利厚生係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 食堂 特定給食施設事業開始届等の提出について 人事室福利厚生係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 団体保険 協約解除通知書兼確認書の提出について 人事室福利厚生係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 雇止め予告通知書について 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 65歳以上の取扱 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 国立高等専門学校機構との協定について 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 JSTイノベーションハブ構築支援事業関連手続き 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 委嘱関係 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 クロアポ・特定分野業務員（平成28年度） 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成28年度リサーチアドバイザー 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（４月） 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（６月） 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（８月） 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（９月） 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（１１月） 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（２月） 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（３月）① 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（３月）② 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（３月）③ 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（３月）④ 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（３月）⑤ 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（３月）⑥ 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 名古屋大学クロアポ（天野・小出） 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 外来研究者等の覚書 人事室人事第２係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 36協定遵守に関する要求書（回答） 給与労務係 20170401 10 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 団体交渉議事録について 給与労務係 20170401 10 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 是正報告書（最終報告）の提出について 給与労務係 20170401 30 20470331 紙 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 給与労務
労働者災害補償保険（様式第５号）業務災害用療養補償給付たる療養の給付請求書及び労働者災害

補償保険（様式第７号）業務災害用療養補償給付たる療養の費用請求書への事業主の証明について
給与労務係 20170401 10 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
労働者災害補償保険（様式第５号）業務災害用療養補償給付たる療養の給付請求書への事業主の証

明について
給与労務係 20170401 10 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者私傷病報告（様式第23号）の提出について 給与労務係 20170401 10 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
労働者災害補償保険（様式第５号）業務災害用療養補償給付たる療養の給付請求書への事業主の証

明について
給与労務係 20170401 10 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
労働者災害補償保険　業務災害用療養補償給付たる療養の給付請求書（様式第５号）及び療養補償

給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（様式第６号）への事業主の証明について
給与労務係 20170401 10 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
労働者災害補償保険（様式第７号）業務災害用療養補償給付たる療養の費用請求書への事業主の証

明について
給与労務係 20170401 10 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者死傷病報告(様式第２４号)の提出について 給与労務係 20170401 10 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

平成２９年度

秘書室 依頼 申し込み等 日本監査役協会入会申し込みについて 秘書室 20180401 5 20230331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 回答 委員委嘱等 東北大学多元物質科学研究所平成29年度外部評価委員の委嘱について(回答） 秘書室 20180401 5 20280331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 回答 委員委嘱等 役員の委嘱について（単発） 秘書室 20180401 5 20230331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 回答 委員委嘱等 職員（審議役）の講師派遣について 秘書室 20180401 5 20280331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

監査室 監査室 個人情報 科学関連法人監査連絡会法人名簿 監査室長 20180401 5 20230331 電子 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査 平成２７年度に経費管理を行った公的研究資金（外部資金） 監査室長 20180401 10 20280331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 安全保障輸出管理制度の実施状況に係る内部監査について 監査室長 20180401 10 20280331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 保有個人情報の管理状況に係る内部監査について 監査室長 20180401 10 20280331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 法人文書の管理状況に係る内部監査について 監査室長 20180401 10 20280331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 監事監査のフォローアップ結果報告について 監査室長 20180401 10 20280331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査計画 内部監査計画（平成28～34年度）の一部改正について 監査室長 20180401 10 20280331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査計画 平成29年内部監査計画について 監査室長 20180401 10 20280331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 計算証明 国立研究開発法人物質・材料研究機構の計算証明に関する指定について 監査室長 20180401 5 20230331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成28年度第4四半期における監査活動報告 監査室長 20180401 10 20280331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査
平成２８年度文部科学省共済組合物質・材料研究機構支部の運営状況にかかる内部監査結果につい

て
監査室長 20180401 10 20280331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２８年度の情報セキュリティの取組状況に係る内部監査結果について 監査室長 20180401 10 20280331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 その他 会計実地検査 第４局上席調査官（文部科学担当）付調査官の出張について 監査室長 20180401 5 20230331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成29年度第1四半期における監査活動報告 監査室長 20180401 10 20280331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 計算証明 「計算証明規則第73条第3項」に基づく提出について 監査室長 20180401 5 20230331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査 平成２８年度に交付を受けている科学研究費補助金に係る内部監査について 監査室長 20180401 10 20280331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 環境報告書２０１７に係る内部監査について 監査室長 20180401 10 20280331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成2９年度第2四半期における監査活動報告 監査室長 20180401 10 20280331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 講習会等 平成２８年度決算検査報告説明会の開催について 監査室長 20180401 5 20230331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成２９年度第３四半期における監査活動報告 監査室長 20180401 10 20280331 紙 監査室 監査室 廃棄



監査室 監査室 その他 会計実地検査 第４局上席調査官（文部科学担当）付調査官の出張について 監査室長 20180401 5 20230331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 その他 会計実地検査 第5局上席調査官（特別検査担当）付調査官の出張について 監査室長 20180401 5 20230331 紙 監査室 監査室 廃棄

監事室 監事室 個人情報 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会名簿 監事室長 20180401 5 20230331 電子 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 個人情報 契約監視員会委員名簿 監事室長 20180401 5 20230331 電子 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 物質・材料研究機構契約監視委員会⑪（平成２９年度） 監事室長 20180401 10 20280331 紙 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 国立研究開発法人物質・材料研究機構契約監視委員会委員の委嘱について（依頼） 監事室長 20180401 5 20230331 紙 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 国立研究開発法人物質・材料研究機構契約監視委員会委員の委嘱について（依頼） 監事室長 20180401 5 20230331 紙 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 国立研究開発法人物質・材料研究機構契約監視委員会委員の委嘱について（依頼） 監事室長 20180401 5 20230331 紙 監事室 監事室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 個人情報 個人情報ファイル関係 内部統制推進室長 20180401 5 20230331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 「輸出者等概要・自己管理チェックリスト」の届出について 内部統制推進室長 20180401 30 20480331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 輸出管理内部規程の内容変更届について 内部統制推進室長 20180401 30 20480331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障
「国立研究開発法人物質・材料研究機構安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）」

の一部改正について
内部統制推進室長 20180401 30 20480331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 利益相反マネージメント委員会委員の指名及び委嘱について 内部統制推進室長 20180401 5 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 ハラスメント相談員の指名について 内部統制推進室長 20180401 5 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 ハラスメント対策委員会委員の指名について 内部統制推進室長 20180401 5 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 各種調査
研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインに基づく調査及び措置等について（通

知）
内部統制推進室長 20180401 30 20480331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス委員会報告書について 内部統制推進室長 20180401 10 20280331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 利益相反マネージメント委員会の審査結果通知について 内部統制推進室長 20180401 5 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会
内部統制委員会ハラスメント対策部会委員の指名及びハラスメント対策委員会委員の指名解除につ

いて
内部統制推進室長 20180401 5 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会
内部統制委員会利益相反マネージメント部会委員の指名及び利益相反マネージメント委員会委員の

指名解除について
内部統制推進室長 20180401 5 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 第１回内部統制委員会利益相反マネジメント部会の審査結果通知について 内部統制推進室長 20180401 5 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 研究記録管理に関する検討部会設置および委員の指名について 内部統制推進室長 20180401 10 20280331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 第２回内部統制委員会利益相反マネジメント部会の審査結果通知について 内部統制推進室長 20180401 5 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 第３回内部統制委員会利益相反マネジメント部会の審査結果通知について 内部統制推進室長 20180401 5 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 第４回内部統制委員会利益相反マネジメント部会の審査結果について 内部統制推進室長 20180401 5 20230331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 元研究員の論文に関する内部調査の報告書について 内部統制推進室長 20180401 10 20280331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 規程類
研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインに基づく調査の実施方針の改正につい

て（通知）
内部統制推進室長 20180401 30 20480331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 ハラスメント対策委員会資料（第1回～第10回） 内部統制推進室長 20180401 10 20280331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 リスクマネジメント委員会資料（第1回～10回） 内部統制推進室長 20180401 10 20280331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 利益相反マネジメント部会資料（第1回～第3回） 内部統制推進室長 20180401 10 20280331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 コンプライアンス委員会資料（第1回～第15回） 内部統制推進室長 20180401 10 20280331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 業務マニュアル集 内部統制推進室長 20180401 10 20280331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄



内部統制推進室 内部統制係 庶務 内部統制推進室登録台帳（総務課提出・登録時） 内部統制推進室長 20180401 5 20230331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 庶務 内部統制推進室管理台帳（総務課提出・四半期） 内部統制推進室長 20180401 5 20230331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 研修・啓発 コンプライアンス研修（ハラスメント防止） 内部統制推進室長 20180401 5 20230331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 研修・啓発 コンプライアンス研修（研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン） 内部統制推進室長 20180401 5 20230331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 研修・啓発 コンプライアンス研修（CITI Japan e-leaening） 内部統制推進室長 20180401 5 20230331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 資源配分 競争的資金に係る間接経費執行実績報告書（平成２８年度）の提出について 経営戦略室 20180401 5 20230331 紙 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 資源配分 第１６期事業年度に係る業務実績等報告書の提出について 経営戦略室 20180401 30 20480331 紙 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 後援名義 NIMS WEEK 2017開催における文部科学省名義の使用許可申請について 経営戦略室 20180401 30 20480331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他 「環境研究機関連絡会第15回環境研究シンポジウム開催支援業務」に係る契約について（回答） 経営戦略室 20180401 30 20480331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他 新構造材料技術研究組合への加入申込について 経営戦略室 20180401 30 20480331 紙 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構 平成２９年度年度計画の変更の届出について 経営戦略室 20180401 30 20480331 紙 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画
国立研究開発法人物質・材料研究機構の中長期目標を達成するための計画（中長期計画）の変更の

認可申請について
経営戦略室 20180401 30 20480331 紙 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他 研究開発法人が寄付により株式及び新株予約権を取得する場合の取り扱いについて（通知） 経営戦略室 20180401 10 20280331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構 平成３０年度年度計画の届出について 経営戦略室 20180401 10 20280331 紙 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他 新構造材料技術研究組合への加入承認書について 経営戦略室 20180401 30 20480331 紙 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 広報室 個人情報 個人情報ファイル関係 広報室長 20180401 5 20230331 電子 広報室 広報室 廃棄

経営企画部門 広報室 広報室 平成29年　文書決裁（後援依頼等） 広報室長 20180401 5 20230331 紙 広報室 広報室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 個人情報 個人情報ファイル関係 人材開発・大学院室長 20180401 5 20230331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 国際連携大学院生 国際連携大学院協定に基づき受け入れる大学院生と受入研究者の最終候補者の決定について 人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院生 連係大学院生立替制度　立替決定通知書の発行について 人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院生 連係大学院生立替制度　立替決定通知書の発行について 人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院生 連係大学院生立替制度　立替決定通知書の発行について 人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院生
平成29年度本体予算NIMSジュニア研究員追加採用候補者の決定について（国内連係大学院に所属

する者に限る）
人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 国際連携大学院生 国際連携大学院協定に基づき受け入れる大学院生と受入れ研究者の最終候補者の決定について 人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 委員指名 職員研修制度検討委員会委員の指名について 人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 国際連携大学院（アンナ大学）との協定更新について 人材開発・大学院室 20180401 30 20480331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 国際連携大学院（国立台湾大学）との協定更新について 人材開発・大学院室 20180401 30 20480331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書

「国立大学法人北海道大学大学院生命科学院と国立研究開発法人物質・材料研究機構との連携に関

する協定書」及び「国立大学法人北海道大学大学院生命科学院と国立研究開発法人物質・材料研究

機構との連携に関する協定書に基づく覚書」の締結について

人材開発・大学院室 20180401 30 20480331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 イブニングセミナー 平成29年度日本工学会ECEプログラム申請書（継続申請）について 人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 在外研究員 平成29年度物質・材料研究機構在外研究員派遣通知について 人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 在外研究員 平成29年度物質・材料研究機構在外研究員派遣通知について 人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 委員指名 研究職及びエンジニア職人材委員会委員の指名について 人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄



人材部門 人材開発・大学院室 人材紹介契約 人材紹介会社との契約について（株式会社アーベイン・スタッフ） 人材開発・大学院室 20180401 30 20480331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 在外研究員派遣制度実施要領の制定について 人材開発・大学院室 20180401 30 20480331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 在外研究員派遣制度選考要領の制定について 人材開発・大学院室 20180401 30 20480331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 在外研究員派遣制度事務手続要領の制定について 人材開発・大学院室 20180401 30 20480331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 卓越研究員 平成29年度卓越研究員事業における卓越研究員の決定について 人材開発・大学院室 20180401 10 20280331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 独立研究者 独立研究者に対するメンターの指名及び委嘱について 人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 研究職職員に係る個人業績評価実施要領の改正について 人材開発・大学院室 20180401 30 20480331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 独立研究者 独立研究者に対するメンターの指名及び委嘱について 人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院生 北海道大学連係大学院生立替制度　立替決裁通知書の発行について 人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院生 筑波大学連係大学院生立替制度　立替決裁通知書の発行について 人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院生
平成30年度NIMSジュニア研究員採用最終候補者の決定について（国内連係大学院に所属する者に

限る）
人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 国際連携大学院生 国際連携大学院協定に基づき受け入れる大学院生と受入研究者の最終候補者の決定について 人材開発・大学院室 20180401 5 20230331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人事室 個人情報 個人情報ファイル関係 人事室長 20180401 5 20230331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者災害補償　No.2 給与労務係 20180401 10 20280331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 食堂 給食施設状況報告書の提出について 人事室福利厚生係 20180401 10 20280331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 社会保険 負傷原因届（回答票）の提出について 人事室福利厚生係 20180401 10 20280331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 委員会 福利厚生委員会委員長の指名について 人事室福利厚生係 20180401 5 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 加盟店登録内容変更申込書の提出について 人事室福利厚生係 20180401 5 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 社会保険 定期健康診断結果の提供について（回答） 人事室福利厚生係 20180401 5 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 食堂 特定給食施設巡回指導の実施について（通知） 人事室福利厚生係 20180401 10 20280331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 食堂 平成29年度特定給食施設等巡回指導の結果について（通知） 人事室福利厚生係 20180401 10 20280331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（４月） 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（５月） 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（７月） 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（９月） 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（１０月） 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（１２月） 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（２月）① 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（２月）② 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（３月）① 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（３月）② 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（３月）③ 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（３月）④ 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 任期制職員採用手続き（３月）⑤ 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 雇止め予告通知書について 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成29年度アドバイザー等 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 国立高等専門学校機構との協定について 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 クロアポ・特定分野業務員（平成29年度） 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 特命研究員（平成29年度） 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 無期労働契約関連（平成29年度） 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 名誉フェローの称号授与（平成29年度） 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 NIMS特別研究員等の就任依頼について（平成29年度） 人事室人事第２係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 外部団体表彰（平成28年度～平成29年度） 人事室人事第１係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成29年度任免関係（人事異動） 人事室人事第１係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成29年度新規採用手続き① 人事室人事第１係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成29年度新規採用手続き② 人事室人事第１係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成30年度研究職昇格審査 人事室人事第１係 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の委嘱について（H29年度①） 人事室人事第１係 20180401 5 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の委嘱について（H29年度②） 人事室人事第１係 20180401 5 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の委嘱について（H29年度③） 人事室人事第１係 20180401 5 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の委嘱について（H29年度④） 人事室人事第１係 20180401 5 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼業について（H29年度①） 人事室人事第１係 20180401 5 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼業について（H29年度②） 人事室人事第１係 20180401 5 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の講師派遣について（H29年度①） 人事室人事第１係 20180401 5 20230331 紙 人事課 人事課 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の講師派遣について（H29年度②） 人事室人事第１係 20180401 5 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 出向 平成２９年度出向関係 人事室長代理 20180401 30 20480331 紙 人事室 人事室 廃棄

若手国際研究センター 規程類 招聘 国立研究開発法人物質･材料研究機構　招聘手続要領の改訂について
若手国際研究センター

長
20180401 5 20230331 紙 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター 財団助成 財団助成 国際科学技術財団　2018年研究助成への応募について
若手国際研究センター

長
20180401 5 20230331 紙 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

人材部門
新評価系システム等準

備室
認可・契約 ワークフローシステムにおけるサービスレベル同意書（SLA)の取り交わしについて

新評価系システム等準

備室
20180401 5 20230331 紙 新評価系システム等準備室

新評価系システム等準

備室
廃棄

人材部門
新評価系システム等準

備室
認可・契約 研究発表申請システムの開発に関する秘密保持契約

新評価系システム等準

備室
20180401 5 20230331 紙 新評価系システム等準備室

新評価系システム等準

備室
廃棄

人材部門
新評価系システム等準

備室
認可・契約 業績登録システムの開発に関する秘密保持契

新評価系システム等準

備室
20180401 5 20230331 紙 新評価系システム等準備室

新評価系システム等準

備室
廃棄

人材部門
新評価系システム等準

備室
認可・契約 新評価系システムの連結・改良・移行・検証業務に関する秘密保持契約

新評価系システム等準

備室
20180401 5 20230331 紙 新評価系システム等準備室

新評価系システム等準

備室
廃棄

人材部門
新評価系システム等準

備室
認可・契約 新評価系システムの画面デザイン業務に関する秘密保持契約

新評価系システム等準

備室
20180401 5 20230331 紙 新評価系システム等準備室

新評価系システム等準

備室
廃棄

総務部門 経理室 個人情報 個人情報ファイル関係 経理室長 20180401 5 20230331 電子 経理室内 経理室 廃棄



総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成28年度)　1～433 経理室会計班 20180401 10 20280331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成28年度）1～23 経理室会計班 20180401 永久 - 紙 管理棟1F物品倉庫 経理室 -

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成28年度） 経理室財務班 20180401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 資産 貴金属台帳（平成28年度） 経理室財務班 20180401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成28年度） 経理室会計班 20180401 10 20280331 電子 システム内保存 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資金繰り表（平成28年度） 経理室会計班 20180401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 銀行勘定帳（平成28年度） 経理室会計班 20180401 10 20280331 紙 管理棟1F物品倉庫 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 源泉徴収支払リスト（平成28年度） 経理室会計班 20180401 10 20280331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務
消費税及び地方消費税の中間申告の提出について（課税期間　平成29年4月1日～平成30年3月31

日）（中間申告対象期間　平成29年4月1日～平成29年6月30日）
経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務
消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について(課税期間　平成29年4月1日～平成30年3月31

日)(中間申告対象期間　平成29年7月1日～平成29年7月31日)
経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務
消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について (課税期間　平成29年4月1日～平成30年3月31

日)(中間申告対象期間　平成29年8月1日～平成29年8月31日)
経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務
消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について（課税期間　平成29年4月1日～平成30年3月31

日）（中間申告対象期間　平成29年9月1日～平成29年9月30日）
経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務
消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について（課税期間平成29年4月1日～平成30年3月31

日）（中間申告対象期間　平成29年10月1日～平成29年10月31日）
経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 （中間申告対象期間　平成29年11月1日～平成29年11月30日） 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務
消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について(課税期間　平成29年4月1日～平成30年3月31

日)(中間申告対象期間　平成29年12月1日～平成29年12月31日)
経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 日韓租税条約に基づく源泉所得税の軽減申請書の提出について（Samusung Electronics） 経理室会計班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 平成29年度　運営費交付金　第2四半期分の請求について 経理室会計班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 平成29年度　運営費交付金　第3四半期分の請求について 経理室会計班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 平成29年度　運営費交付金　第4四半期分の請求について 経理室会計班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 規程・要領 対価発生業務にかかる積算及び配分要領の変更について 経理室会計班 20180401 30 20480331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 平成30年度　運営費交付金　第1四半期分の請求について 経理室会計班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願の提出について 経理室会計班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願の提出について 経理室会計班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２９年　2月分 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 理事者確認書の提出について 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第16事業年度 国立研究開発法人物質・材料研究機構 財務諸表等の監査について 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資産の譲渡等の対価以外の収入の使途の特定について 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 目的積立金承認申請書の提出について 経理室財務班 20180401 30 20480331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について 平成２９年　3月分 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間分（平成28年4月1日～平成29年3月31日）の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出に

ついて
経理室財務班 20180401 10 20280331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 独立監査人の監査報告書について 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第１６事業年度　財務諸表の提出について 経理室財務班 20180401 30 20480331 電子 経理室内 経理室 廃棄



総務部門 経理室 監査 会計監査人候補者審査実施要領の改訂について 経理室財務班 20180401 30 20480331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について 経理室財務班 20180401 30 20480331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２９年　４月分 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（通知） 経理室財務班 20180401 30 20480331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について　平成２９年　５月分 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成２９年６月分） 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 平成28事業年度における利益の処理について（承認） 経理室財務班 20180401 30 20480331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第16期事業年度　財務諸表等の承認について 経理室財務班 20180401 30 20480331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第16期事業年度　財務諸表等の提出について（会計検査院宛て） 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第16期事業年度　財務諸表に関する公告について 経理室財務班 20180401 30 20480331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成２９年７月分） 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 監査計画時における理事者確認書の提出について 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成２９年８月分） 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成２９年９月分） 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成２９年１０月分） 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成２９年１１月分） 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 公正取引委員会による指導書(案)の通知について（回答） 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成２９年１２月分） 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務
公正取引委員会の指導に伴う対応について（特定供給事業者への支払い及び職員・特定供給事業者

への周知）
経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 公正取引委員会の指導に伴う対応について（改善報告書の提出） 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成３０年１月分） 経理室財務班 20180401 10 20280331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産譲渡承諾書及び受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 経済産業省所管に属する物品の無償貸付けについて 経理室財務班 20180401 5 20230331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 経済産業省所管に属する物品の無償貸付けについて（申請） 経理室財務班 20180401 5 20230331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 経済産業省所管に属する物品の無償貸付について（承認）及び借受書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について 経理室財務班 20180401 5 20230331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて 経理室財務班 20180401 5 20230331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 経済産業省所管に属する物品の無償貸付について（承認）及び借受書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第９条に係る償却資産の指定について（依頼） 経理室財務班 20180401 30 20480331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 経済産業省借受物品の平成29年度使用報告及び平成30年度使用計画について 経理室財務班 20180401 5 20230331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第９条に係る償却資産の指定について（回答） 経理室財務班 20180401 30 20480331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品譲渡申込書及び物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受け入れ通知書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 土地使用承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付許可書及び借受書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 設備の設置確認書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書にについて 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償譲渡契約書及び受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 総務省所管に属する物品の借受書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の処分について(報告書） 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受け入れ通知書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 賃貸借契約書の締結について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 所有権移転通知書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付等の受け入れについて（通知）について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 賃貸借(変更)契約書の締結について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品借受書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償譲渡契約書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲受書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の処分について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 無償貸付物品の亡失に係る損害額の弁償について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 AES装置（オージェ電子分光装置）の寄付申込について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認通知書及び借受書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産譲渡申込書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 動産贈与申請書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 動産贈与申請書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 取得物品の現状報告について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 動産贈与申請書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付金等申込書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産譲渡申込書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 財産処分完了の報告について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 近畿経済産業局から借り受けている物品の使用実績報告書及び使用計画書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 動産等譲受申請書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品売り払い請求書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 動産贈与申請書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品贈与申請書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借受物品の返還について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省借受物品の改造について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 動産贈与申請書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産譲渡申請書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産譲渡申込書及び承認書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品無償譲与申請書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の譲受申請の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品売り払い請求書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲渡申請書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲与申請書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 総務省所管に属する物品の借受申請書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の無償貸付申請書について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の誤廃棄の報告について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付申請書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付申請書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品無償譲渡申請書の提出について 経理室財務班 20180401 5 20230331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 財務諸表（平成28年度） 経理室財務班 20180401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成28年度） 経理室財務班 20180401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（平成28年度） 経理室財務班 20180401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成29年度) 経理室会計班 20180401 10 20280331 紙 経理室内 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成29年度） 経理室会計班 20180401 永久 - 紙 経理室内 経理課 -

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成29年度） 経理室財務班 20180401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 資産 貴金属台帳（平成29年度） 経理室財務班 20180401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成29年度） 経理室会計班 20180401 10 20280331 電子 システム内保存 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資金繰り表（平成29年度） 経理室会計班 20180401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 銀行勘定帳（平成29年度） 経理室会計班 20180401 10 20280331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 源泉徴収支払リスト（平成29年度） 経理室会計班 20180401 10 20280331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 調達室 個人情報 個人情報ファイル関係 調達室長 20180401 5 20230331 電子 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡
「平成２９年度における国立研究開発法人物質・材料研究機構の障害者就労施設等からの 物品等

の調達の推進を図るための方針」について
室長代理 20180401 30 20480331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 審査 「超音波疲労試験機の超音波発振器交換」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 室長代理 20180401 5 20221231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
平成28年度官公需契約実績額及び平成29年度官公需契約見込額等の取りまとめ等について（回

答）
室長代理 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 障害者優先調達推進法に基づく障害者就労施設等からの調達実績の概要の通知について 室長代理 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 金属発生材の売却 調達第２係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
「STATEMENT BY ULTMATE CONSIGNEE AND PURCHSER BIS-711」の米国商務省への提出に

ついて
調達第２係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡
「平成２９年度における国立研究開発法人物質・材料研究機構の中小企業者に関する契約の方針」

について
室長代理 20180401 30 20480331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 「中央公共工事契約制度運用連絡協議会への参加」について 室長代理 20180401 30 20480331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 「乗用車の売り払い」の売買契約締結について 調達第２係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 ESCO設備の譲渡に関する合意について 室長代理 20180401 10 20280331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査

国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第3項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（次世代NIMSリポジトリシステムの技術コンサルテーションおよびプロトタ

イプ開発）

調達第２係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 ESCO設備の物件受領について 室長代理 20180401 10 20280331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 法人文書の開示の実施方法等申出書について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書　法人カード利用手数料について(H28.10.1～H29.3.31) 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「ターボ分子ポンプ交換修理」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 環境配慮契約の締結の実績の概要について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「ECCI用ダブルティルトステージ」に係る納期延長の再申請について(承認) 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 平成２８年度における環境物品等の調達の実績について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 法人文書開示決定通知書の発出について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「ECCI用ダブルティルトステージ」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 法人文書開示の実施について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「認証標準物質」に係る納期延長の申請について(承認) 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「合成ガスモニタリング装置」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「什器」に係る納期延長の申請について(承認) 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「什器」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 金属発生材の売却について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 「国立研究開発法人物質・材料研究機構取引業者からの誓約書徴取に関する要領」の制定について 審査係 20180401 30 20480331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 物品売り払い請求について(29財管(施)第24号) 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「認証標準物質」に係る納期延長の再申請について(承認) 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 誓約書の提出について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「認証標準物質」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書　法人カード利用手数料について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設工事）
審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 審査

国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（材料データジャーナルシステムの技術コンサルテーションおよびプロトタイ

プ開発）

審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 不要貴金属の売却について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「二軸混練押出装置」に係る納期延長の申請について(承認) 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「単式クリープ試験機用温度調節装置および加熱炉」に係る納期延長の申請について(承

認)
審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「テキストデータマイニング(TDM)用の論文データ」に係る納期延長の申請について(承

認)
審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「テキストデータマイニング(TDM)用の論文データ」に係る納期遅延に伴う債権の発生に

ついて
審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「高圧型ウォームスプレー溶射ガン」に係る納期延長の申請について(承認) 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 平成３０年度「環境物品等の調達の推進を図るための方針」について 審査係 20180401 30 20480331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「高圧型ウォームスプレー溶射ガン」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「グローブボックス制御盤改造」に係る納期延長の申請について(承認) 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「グローブボックス制御盤改造」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構事務細則第19条第4項に基づく随意契約(不落随意契約)の締

結について(新聞の購読)
審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「NanoGREEN棟　排気ダクトVAV関連ダクト改修工事」に係る納期延長の申請について

(承認)
審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「NanoGREEN棟　排気ダクトVAV関連ダクト改修工事」に係る納期遅延に伴う債権の発

生について
審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査

国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（NIMSデジタルライブラリーシステム「NIMS eSciDoc」の保守および更

新）

審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（ガス圧下合成装置の保安検査及び事前検査）
審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（有機半導体AM-LEDディスプレイ開発）
審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「走査型プローブ顕微鏡」に係る納期延長の申請について(承認) 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「マグネットシミュレーションクラスター」に係る納期延長の申請について(承認) 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「非磁性タイプ温度可変プローバーシステム」に係る納期延長の申請について(承認) 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「動的サーモグラフィ装置」に係る納期延長の申請について(承認) 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「単式クリープ試験機用温度調節装置および加熱炉」に係る契約解除について(通知) 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（ヘリウムガス（７�型））
審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（液体アルゴン（ローリー））
審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「科学技術計算ワークステーション」に係る納期延長の申請について(承認) 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「マグネットシミュレーションクラスター」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「FB30H  シリンダーケースI・Ⅱリング」に係る納期延長の申請について(承認) 審査係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「物質・材料研究機構マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等設計業務」に係る設

計作業の工期延長について（承認）
調達第１係 20180401 10 20280331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設工事入札参加資格確認結果通知書の送付につい

て
調達第１係 20180401 10 20280331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 技術提案採否通知書について 調達第１係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設工事設計の変更について（通知） 調達第１係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 技術提案採否通知書の発行について 調達第１係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 審査 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設工事設計の変更について 調達第１係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
低入札価格調査（件名：ヘリウム回収圧縮機シリンダー交換及び保守整備）の結果について（通

知）
調達第１係 20180401 10 20280331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「貴金属の精製」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第１係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「貴金属の精製」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第１係 20180401 5 20230331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査（件名：並木地区排水処理施設電気設備改修工事）の結果について 調達第１係 20180401 10 20280331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査（件名：自動車運行管理業務）の結果について（通知） 調達第３係 20180401 10 20280331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構から借用中の土地の一部を東京電力パワーグリッド株式会

社に対する貸し付けに係わる債権の発生について（平成29年度分）
調達第３係 20180401 5 20231231 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託1 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託2 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託3 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託4 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託5 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託6 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託7 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託8 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託9 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託10 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託11 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託12 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託13 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託14 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託15 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託16 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託17 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託18 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託19 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託20 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託21 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託22 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託23 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託24 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託25 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄



総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託26 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託27 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託28 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託29 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託30 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託31 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託32 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託33 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託34 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託35 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託36 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託37 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託38 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託39 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託40 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託41 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託42 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託43 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託44 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託45 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託46 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託47 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託48 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託49 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託50 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託51 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託52 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託53 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託54 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託55 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託56 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託57 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄



総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託58 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託59 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託60 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託61 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託62 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託63 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託64 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託65 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託66 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託67 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託68 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託69 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託70 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託71 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託72 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託73 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託74 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託75 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託76 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託77 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託78 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託79 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度受託80 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成29年度【独立行政法人日本学術振興会】二国間交流事業 受託担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成29年度文科省等公募関係 総括 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成29年度財団等助成1 総括 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成29年度財団等助成2 総括 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成29年度財団等助成3 総括 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成29年度ＪＳＴ公募関係等1 総括 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成29年度ＪＳＴ公募関係等2 総括 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成29年度ＪＳＴ公募関係等3 総括 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成29年度ＮＥＤＯ公募関係等 総括 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄



総務部門 競争的資金室 総括 平成29年度ＪＳＰＳ公募関係等1 総括 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成29年度ＪＳＰＳ公募関係等2 総括 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成29年度ＪＳＰＳ公募関係等3 総括 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成29年度ＪＳＰＳ公募関係等4 総括 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成29年度ＪＳＰＳ公募関係等5 総括 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成29年度科学研究費助成事業等1 総括 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成29年度科学研究費助成事業等2 総括 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 平成28年度科学研究費助成事業等（5年）No.1 補助金担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 平成28年度科学研究費助成事業等（5年）No.2 補助金担当 20180401 5 20230331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 平成28年度科学研究費助成事業等（10年）No.1 補助金担当 20180401 10 20280331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 平成28年度科学研究費助成事業等（10年）No.2 補助金担当 20180401 10 20280331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 国際学術連携覚書（MOU）の締結について（Dongguk University） 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 その他 新規雇用者勤務証明書の発行について 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 国際学術連携覚書（MOU）の締結について（The University of Sydney） 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘 平成29年度JSPS外国人再招へい研究者（BRIDGE Fellow）の受入について 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 国内学術連携覚書（MOU）の締結について（東北大学材料科学高等研究機構） 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘 平成29年度日本学術振興会外国人招へい研究者（短期 第２回）申請について 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 国際学術連携覚書（MOU）の締結について（The Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ)) 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 その他 [NIMS連携拠点推進制度] 客員研究者の委嘱について 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘 平成29年度外国人再招へい研究者（BRIDGE Fellow）の受入れについて（依頼） 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘 平成29年度JSPS外国人研究者招へい事業 採用辞退について 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 協定書 国際学術連携覚書（MOU）の締結について（Qingdao University) 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 その他
平成29年度文部科学省「放射線利用技術等国際交流（研究者育成）」 アジア諸国原子力研究者の

受入について
学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘
平成29年度日本学術振興会　外国人研究者招へい事業　外国人招へい研究者（短期、短期S)第2回

について（通知）
学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘 H30年度日本学術振興会外国人招へい研究者（短期）申請について 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘 H30年度日本学術振興会外国人招へい研究者（長期）申請について 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 NIMS WEEK NIMS WEEK2017での講演依頼について 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 NIMS Award NIMS WEEK2017 NIMS Award受賞者候補への受賞通知について 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 NIMS WEEK NIMS WEEK2017 学術ポスター賞受賞者決定について 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘 平成29年度JSPS外国人研究者招へい事業 採用辞退について 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 NIMS IAB NIMS国際アドバイザリーボード委員の委嘱について(案) 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘  平成30年度日本学術振興会外国人研究者招聘事業 外国人招へい研究者について（通知） 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄



外部連携部門 学術連携室 NIMS Award NIMS Award 2018選考委員会委員の委嘱について 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 査証取得 NIMSインターンシップ生の査証取得について 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘 平成30年度JSPSサマー・プログラム外国人研究者の受入れについて 学術連携室 20180401 5 20230331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２８年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金精算払請求書の提出について 施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
国の会計年度終了に伴う平成28年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の執行

額の確認について（通知）
施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 平成29年度汚染負荷量賦課金申告書の申告について 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路占用許可書について 施設企画管理係 20180401 5 20230331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成27年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の執行額のの確認について（通

知）
施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 平成28年度産業廃棄物管理票に関する報告書の提出について 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法
水質汚濁防止法に基づく特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書の提出につ

いて
千現施設維持第２係 20180401 5 20230331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の提出について 千現施設維持第２係 20180401 5 20230331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設使用廃止届出書 千現施設維持第２係 20180401 5 20230331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の提出について 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 独立行政法人物質・材料研究機構施設整備費補助金により取得した財産処分について 施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 事業実施場所名称変更通知書の提出について 施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２８年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２７年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助事業実績報告書の提出について 施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染状況調査等の実施について（依頼） 施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２８年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告書の提出

について
施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２９年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金交付申請書の提出について 施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 道路許可申請書について 施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２９年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金交付決定通知書について 施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２７年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金精算払請求書の提出について 施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２８年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告書につい

て（指示）
施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２８年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２７年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の額の確定について（通知） 施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２８年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業実績報告書の提出

について
施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２８年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業遅延報告に係る遂

行期間及び繰越額確定の報告について
施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２９年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助事業実績報告書の提出について 施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２９年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告書の提出

について
施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２９年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業遅延報告に係る遂

行期間及び繰越額確定の報告について
施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
「特定粉じん排出等作業実施届出書」および「建築物解体等作業届」の提出について(平成29年度

_1943「千現地区雰囲気特性実験棟(109室)煙突アスベスト除去作業 一式」)
施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
「千現地区雰囲気特性実験棟(109室)煙突アスベスト除去作業 作業報告書」の提出について(平成

29年度_1943｢千現地区雰囲気特性実験棟(109室)煙突アスベスト除去作業 一式｣)
施設企画管理係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ 平成28年度実績　定期報告書及び中長期計画書 千現施設維持第１係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく届出遅延理由書の提出について（回答） 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（変更）届出書の受理について（並木地区） 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（変更）届出書の受理について（並木地区） 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の提出について 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法
水質汚濁防止法に基づく特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書の提出につ

いて
千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく立入検査結果について（通知） 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（変更）届出書の受理について（並木地区） 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について（並木地区） 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（変更）届出書の提出について 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の提出について 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設使用廃止届出書の提出について 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設使用廃止届出書の提出について 千現施設維持第２係 20180401 5 20230331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（変更）届出書の受理について（千現地区） 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（変更）届出書の受理について（千現地区） 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（変更）届出書の提出について 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設（変更）届出書の受理について（千現地区） 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について（並木地区） 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（並木地区） 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（並木地区） 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（並木地区） 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の提出について 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設（設置）届出書の受理について（千現地区） 千現施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 物品売払い請求書 並木施設維持第１係 20180401 5 20230331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 桜地区　夏季休日契約Ｂ申込書の提出について 並木施設維持第２係 20180401 10 20280331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書の締結について 並木施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 千現・並木・桜地区除害施設等維持管理報告書の提出について 並木施設維持第２係 20180401 30 20480331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 総括安全衛生管理者の選任について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 総括安全衛生副管理者の指名について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 安全管理者の指名について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(JIANG Jinxing) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 総括安全衛生管理者の選任について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 安全管理者の指名について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(山崎 裕一) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(LI  Shisheng) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 安全衛生委員会委員の指名について（千現地区・並木地区・桜地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区　平成29年度放射線業務従事者名簿の作成について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区　平成29年度放射線業務従事者名簿の作成について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区　平成29年度放射線業務従事者名簿の作成について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区（第８８装置）） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(山形 栄人) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者選任報告の提出について（千現地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(宮内 直弥) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区（第８３装置）） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区自衛消防隊長及び副隊長の指名について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区自衛消防組織設置（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２８年度放射線管理状況報告書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２８年度放射線管理状況報告書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２８年度放射線管理状況報告書の提出について（千現地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(関 慶祐) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H29.7.3 千現地区) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H29.7.3 並木地区) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H29.7.3 桜地区) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２９年上期核燃料物質管理報告書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 定期検査申請書 及び 定期確認申請書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２９年上期核燃料物質管理報告書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H29.7.11 千現地区) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H29.7.11 並木地区) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H29.7.11 桜地区) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(小川 大介) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(磯上 慎二) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（桜地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(東 翔太) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(飯田 裕希) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H29.7.3、7.11 千現地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H29.7.3、7.11 並木地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H29.7.3、7.11 桜地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について (H29.7 廣澤 哲、唐 捷、NIKULIN Ilya　千現地区) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H29.7.19 桜(播磨)地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（X線装置 SmartLab(3kW) NanoGREENE-206-1室 伊藤仁彦） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(インダリ  エフィ ダウィ) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(彭 小波) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス ターボ冷凍機及びスクリューチラーの保安検査における申請書の提出について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区（第８９装置）） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（千現地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(吉田 健文) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（並木地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（千現地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安協会保安検査受検届出書の提出について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物保安監督者選任・解任届出書及び実務経験証明書の提出について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 資料提出書（危険物取扱者） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(KIM Jaemyung) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(松永 哲也) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(JUNG  Jin Won) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区 定期検査 及び 定期確認の結果について(合格証の供覧) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における軽微変更届書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 消防 蓄電池設備設置届出書の提出について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について（並木地区ＭＡＮＡ棟２０７室） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(MOHD NAJIB  Abdillah Sani Bin) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区自衛消防隊各班長、各副班長の指名について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区自衛消防隊副隊長及び各副班長の指名について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 桜地区自衛消防隊避難誘導班長及び各副班長の指名について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区自衛消防組織設置（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区自衛消防組織設置（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス所有者登録更新申請書の提出について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(末廣 隆之) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(廣戸 孝信) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 自衛消防組織連絡用通信機（トランシーバー）に関する申請業務のための委任状の提出について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(TAYAL Akhil) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届出書の提出について（並木地区高温合成特殊実験棟１０９・２０９室） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２９年下期核燃料物質管理報告書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２９年下期核燃料物質管理報告書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防設備等（特殊消防養設備等）設置届出書の提出について（精密計測実験棟） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物貯蔵所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書の提出について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬 火薬類譲受許可申請書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設（並木地区）における製造施設完成検査申請書等の提出について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（X線装置）（西川 嗣彬） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における軽微変更届書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届出書の提出について（並木地区ＭＡＮＡ棟４０３室） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 立入検査結果通知書 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（X線装置）（柳生 進二郎） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H30.2.5 千現地区) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H30.2.5 並木地区) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H30.2.13 千現地区) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線  放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H30.2.13 並木地区) 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 麻薬 麻薬及び向精神薬取締法第５０条の２４第２項に基づく報告について（届出） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区（第９０装置）） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届出書の提出について（並木地区研究本館２２４室） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（X線装置）（北野 萌一） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届出書の提出について（千現地区先進構造材料研究棟５０２室） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H30.2.5、2.13 千現地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H30.2.5、2.13 並木地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防設備等（特殊消防養設備等）設置届出書の提出について（千現地区） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届出書の提出について（千現地区先進構造材料研究棟３０２室） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物貯蔵所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書の提出について 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H29年下期 並木地区 成田あゆみ） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
教育訓練の記録の登録について（H29年下期 桜(播磨)地区　Song Chulho、Chen Yanna、廣井

彗、Seo Okkyun）
安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
国立研究開発法人物質・材料研究機構 千現地区放射線障害予防規程に基づく放射線取扱主任者及

び施設管理者の解除・指名について
安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届出書の提出について（並木地区研究本館３０１室） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届出書の提出について（並木地区研究本館３０７室） 安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
放射線業務従事者登録の申請について(日本環境調査研究所(井尾 伸也、中島　輝、宮内　一史、三

橋　正裕)
安全管理室長 20180401 30 20480331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 個人情報 個人情報ファイル関係 IT室 20180401 5 20230331 電子 IT室 IT室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 点検・試験 平成29年度空調機定期点検保守報告書（夏季） IT室 20180401 5 20230331 紙 IT室 IT室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 点検・試験 平成29年度空調機定期点検保守報告書（冬季） IT室 20180401 5 20230331 紙 IT室 IT室 廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事
マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る建築物許可申請事前協議申出書の提出に

ついて
建設室長 20180401 10 20280331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事
国立研究開発法人　物質・材料研究機構マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設工事総

合評価審査委員会委員の指名及び外部有識者委員の委嘱について
建設室長 20180401 10 20280331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事
国立研究開発法人　物質・材料研究機構マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設工事総

合評価審査委員会委員の委嘱について（回答）
建設室長 20180401 10 20280331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る許可申請書の提出について 建設室長 20180401 10 20280331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事 「公開による意見の聴取」の開催及び委任状の提出について 建設室長 20180401 10 20280331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る変更届出書の提出について 建設室長 20180401 10 20280331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る敷地認定申立書の提出について 建設室長 20180401 10 20280331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事
マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の提

出について
建設室長 20180401 10 20280331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事
マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る地区計画の区域内における行為の届出書

の提出について
建設室長 20180401 10 20280331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る確認申請書の提出について 建設室長 20180401 10 20280331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事
マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る構造計算適合性判定申請書の提出につい

て
建設室長 20180401 10 20280331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事
マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係るテレビ受信障害未然防止措置等に伴う関

係書類の提出について
建設室長 20180401 10 20280331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事
マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に伴う景観計画区域内における行為の届出書の

提出について
建設室長 20180401 10 20280331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事
物質・材料研究機構マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設工事監理業務に係る重要事

項説明書の提出について
建設室長 20180401 10 20280331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事
マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る確認申請手続きにおける変更届の提出に

ついて
建設室長 20180401 10 20280331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る資材の再資源化等の届出について 建設室長 20180401 10 20280331 電子 文書管理システム

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄



機能性材料研究拠点 名簿等 個人情報 個人情報ファイル関係 拠点運営室 20180401 5 20230331 電子 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 覚書等 依頼・回答 産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書の締結について 拠点運営室 20180401 5 20230331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 覚書等 依頼・回答 産業廃棄物処分委託基本契約書の締結について 拠点運営室 20180401 5 20230331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
共同研究 「電池負極材料の評価解析」報告書の納品書の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20180401 5 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
招聘

ＮＩＭＳインターンシップ受入に係るＡＧＲＥＥＭＥＮＴの締結について（Mr. Benjamin

RORONNELLI （西川慶受入) ）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20180401 5 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
覚書 東京工業大学との共同研究契約に係る覚書の締結について （太陽光発電材料G 新倉ちさと）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20180401 5 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
招聘 NIMSｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ制度に係る招へい理由書の提出について（案）（岡本_GUO SIYI）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20180401 5 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
招聘 客員研究者の招へいに係る兼業依頼状の提出について（筑波大学　教授　中村潤児）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20180401 5 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
表彰 平成30年度花王科学奨励賞申込書の提出について（ナノ界面エネルギー変換グループ　坂牛  健）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20180401 5 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
覚書 東京工業大学との共同研究契約に係る覚書の締結について（太陽光発電材料Ｇ新倉ちさと）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20180401 5 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
覚書 郡山プラットフォームの利用についての覚書の締結について（太陽光発電材料Ｇ野田武司）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20180401 5 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（Dr.Ganesan Elmalai ）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20180401 5 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
覚書 日本電気株式会社　筑波研究所フロア賃借使用依頼について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20180401 5 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
シンポジウム開催 第１４回ナノ材料科学環境拠点シンポジウムの講演の依頼について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
セミナー開催

第8回MANA&GREENジョイントセミナー（第55回GREENオープンセミナー)の開催及び講演に依

頼について

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
セミナー開催

第8回MANA&GREENジョイントセミナー（第55回GREENオープンセミナー)の講演の依頼につい

て（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委員会開催

平成28年度 ナノ材料科学環境拠点 第8回運営会議・第6回研究評価会議合同会議の開催及び評価ア

ドバイザーへの出張の依頼について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委員会開催

平成28年度 ナノ材料科学環境拠点 第8回運営会議・第6回研究評価会議合同会議の評価アドバイ

ザーへの出張の依頼について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
受託研究

【受託】委託業務完了届の提出について（平成28年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環

境拠点」）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委託研究 【再委託】委託業務完了届の提出について（ナノ材料科学環境拠点（北海道大学））

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委託研究 【再委託】委託業務完了届の提出について（ナノ材料科学環境拠点（トヨタ自動車））

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委託研究 【再委託】委託業務完了届の提出について（ナノ材料科学環境拠点（名古屋大学））

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
受託研究 【受託】平成29年度科学技術試験研究委託事業の契約の締結について（ナノ材料科学環境拠点）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委託研究

平成２９年度科学技術試験研究委託事業の再委託契約の締結について（ナノ材料科学環境拠点）ト

ヨタ自動車

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委託研究

平成２９年度科学技術試験研究委託事業の再委託契約の締結について（ナノ材料科学環境拠点）北

海道大学

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委託研究

平成２９年度科学技術試験研究委託事業の再委託契約の締結について（ナノ材料科学環境拠点）名

古屋大学

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
受託研究

委託業務実績報告書の提出について（平成２８年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環境

拠点」）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委託研究 委託業務実績報告書について（ナノ材料科学環境拠点（トヨタ自動車））

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委託研究 H29年度変更届について（ナノ材料科学環境拠点（名古屋大学））

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委託研究 委託業務実績報告書について（ナノ材料科学環境拠点（名古屋大学））

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄



エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者(短期RA)の招聘について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者(短期RA)の招聘について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者（短期RA）の招聘について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者(短期RA)の招聘について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者(短期RA)の招聘について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
セミナー開催 第56回GREENオープンセミナー)の開催及び講演に依頼について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
セミナー開催 第56回GREENオープンセミナー)の講演の依頼について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
その他会議開催 将来社会設計ワークショップでの開催及び講演・出張の依頼について(案)

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
その他会議開催 将来社会設計ワークショップでの講演・出張の依頼について(回答)

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
シンポジウム開催

第15回ナノ材料科学環境拠点シンポジウムの開催及び講演・ポスター発表等の出張の依頼について

（案）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
セミナー開催 第59回GREENオープンセミナー)の講演の依頼について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
セミナー開催 第59回GREENオープンセミナー)の講演の依頼について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
シンポジウム開催

第15回ナノ材料科学環境拠点シンポジウムでの講演・ポスター発表等の出張の依頼について（回

答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
その他会議開催 平成29年度 将来社会設計ワークショップの開催及び出張の依頼について(依頼)

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
その他会議開催 平成29年度 将来社会設計ワークショップの出張の依頼について(回答)

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者(短期RA）の招聘について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘(短期RA）について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
セミナー開催 第61回GREENオープンセミナーの開催及び講演の依頼について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄



エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
セミナー開催 第61回GREENオープンセミナーの講演の依頼について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
その他会議開催 平成29年度 将来社会設計ワークショップの開催及び出張の依頼について(依頼)

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
その他会議開催 平成29年度 将来社会設計ワークショップの出張の依頼について(回答)

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
セミナー開催 第62回GREENオープンセミナーの開催及び講演の依頼について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
セミナー開催 第62回GREENオープンセミナーの講演の依頼について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委託研究 H29年度変更届について（ナノ材料科学環境拠点（名古屋大学））

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
受託研究

【受託】H29年度科学技術試験研究委託事業に係る変更届について（ナノ材料科学環境拠点

（DAA01））

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委託研究 H29年度変更届について（ナノ材料科学環境拠点（北海道大学））

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
受託研究 H29年度変更届について（ナノ材料科学環境拠点（北海道大学））

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
受託研究

委託業務成果報告書の提出について（平成２８年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環境

拠点」）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
受託研究

【受託】平成29年度科学技術試験研究委託事業に係る変更届について（ナノ材料科学環境拠点）

（DAA01）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委託研究

平成29年度科学技術試験研究委託事の再委託契約に係る変更届について（ナノ材料科学環境拠点

（北海道大学））

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者(短期RA)の招聘について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者(短期RA)の招聘について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者(短期RA)の招聘について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
招聘 H29年度GREENオープンラボ研究者(短期RA)の招聘について（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
セミナー開催

第3回東北大＆GREEN合同シンポジウム（第16回GREENシンポジウム）の開催及び講演の依頼に

ついて（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
セミナー開催

第3回東北大＆GREEN合同シンポジウム（第16回GREENシンポジウム）の講演の依頼について

（回答）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
セミナー開催 第17回GREENシンポジウムの開催及び講演の依頼について（依頼）

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委託研究

【再委託】再委託業務成果報告書について 平成28年度科学技術試験研究委託事業（ナノ材料科学

環境拠点（トヨタ自動車））

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委託研究

【再委託】再委託業務成果報告書について 平成28年度科学技術試験研究委託事業（ナノ材料科学

環境拠点（北海道大学））

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
委託研究

【再委託】再委託業務成果報告書について 平成28年度科学技術試験研究委託事業（ナノ材料科学

環境拠点（名古屋大学））

ナノ材料科学環境拠点

運営総括室
20180401 5 20230331 紙 ナノ材料科学環境拠点運営総括室 ナノ材料科学環境拠点 廃棄

外部連携部門 知的財産室 個人情報 特許管理データベース 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4428】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2014-099068） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【611】知的財産権出願通知書の発行について(韓国登録1706130号) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(16MS042) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（14-MS-088US） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4437】職務発明認定書の発行について（特願2014-106561） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-075] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（14-W-102CN, 677） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 包括委任状及び同意書の発行について（特許業務法人平田国際特許事務所） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 分割出願、知的財産権出願通知書及び職務発明認定書について(11-MS-054SFD) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム・データベース著作物の認定について(古谷佳之：17PD05) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム・データベース著作物の認定について(古谷佳之：17PD06) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4448】産業財産権通知書の発行について(特願2014-129141号) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について（特許第4499041号）（2084） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について（特許第4572368号）（1934） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS038) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権通知書について(17MS041F) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 講演依頼 次世代イノベーション人材育成セミナーMOT研修における講演について(回答) 知的財産室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4221】知的財産権出願通知書の発行について(JP登録6120277号) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4454】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2014-137150） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【国内】知的財産権設定登録等通知書の発行について(4612) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS022) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 【492】委任状の発行について（米国出願13/522261） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS044) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4580】知的財産権設定登録等通知書の発行について(特許第6124266号) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（14-MS-029US） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS056F) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(17-KH-04：柴弘太) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(17-KH-05：吉川元起) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4467】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2014-152847） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について(617US) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS055) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 譲渡証の発行について（286DE） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4436】職務発明認定書の発行について（特願2014-109581） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17MS052F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-036F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【690】職務発明認定書の発行について（PCT/JP2016/056017） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分証明 持分証明書の提出について [17-MS-040] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 通知書 【4137】知的財産権設定登録等通知書の発行について(特許第6136313号) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-034PCT] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について(662台湾) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS059) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 同意書 譲渡同意書および代理人解任書の発行について（435CN） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[678] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15MS037US,743） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-053] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 【3990】特許権の持分移転登録申請書の発行について（特許第5652792号） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委員指名 知的財産権委員会委員の指名について 知的財産室 20180401 10 20280331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS050) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-068] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-040] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4482】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2014-177280） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17MS063F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17-MS-060F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(17-KH-06：一ノ瀬) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(17-KH-08：一ノ瀬) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(16MS108) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS035F) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 審査請求
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成29年7月～9月請求期限の国内単独案件一

括処理）
知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-067] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-033] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 委任状の発行について（17-MS-033） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS026S) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分証明
持分証明書及び職務発明認定書の発行について(特許第5611329号・特許第5681113号)(DB

No.4038・3925)
知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-027） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-098） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について[17-MS-068RS] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について［16MS078］ 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(17-KH-10：田口) 知的財産室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(17-KH-09：柴) 知的財産室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(16MS081) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について(特許第5896458号)(3946) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権等出願通知書について[17-MS-051F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-010] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-057F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 審査請求 出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（13-MS-076R) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権出願通知書について[17-MS-076F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4340】知的財産権出願通知書の発行について(特願2013-259711号) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4255】知的財産権出願通知書の発行について(特願2013-155384) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-049F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 名義変更 名義変更に係る書面の発行について（733） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(16MS063R) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-077] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 分割出願、審査請求書、職務発明認定書及び上申書の発行について(12MS038SD) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-010US） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-046] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-058] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（11MS112CN） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-041CN） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4667】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-530984） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 【451】委任状の発行について（EP出願10783376.6） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【694】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（15MS019FPCT） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-081] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 【4559】委任状の発行について（特願2015-520372） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 譲渡証書の発行について [16-MS-031] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の提出について [14-MS-043N][14-MS-104N][15-MS-022N] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS079F) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 表示変更 登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(4346) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（649(１)中国） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について[16-MS-111R] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 移転登録 特許権の持分移転登録申請書及び持分証明書の発行について(1400P） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の発行について(特許第5118067号）(3460) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（14-MS-054US） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（601分割中国） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の提出について [14-MS-054N][14-MS-089N][15-MS-035N][15-MS-051N] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【616】知的財産権出願通知書の発行について(CN登録ZL201350055239.2号) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 補償金 2016年度登録特許補償金の支払いについて 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について(1239・1286) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について（特許第6183763号)_4815 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4481】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2014-174138） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS039) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(16MS071F) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について(特許第6188025号)_4422 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17MS043F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17MS069F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4572】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-032082） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS096) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-049FPCT、749） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【米国】知的財産権出願通知書の発行について（667：15/310898） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-101] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-076PCT、755） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 �職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-090] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4554】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-017832） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS103) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17MS084F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17MS085F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17MS086F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17MS087F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17MS042F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17MS075F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17MS061F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-099] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS094) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成29年10月~12月請求期限の国内単独案件一

括処理）
知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権設定登録等通知書について（17-MS-071F） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 分割出願、知的財産権出願通知書及び職務発明認定書について(13MS056D) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について(特許第6202450号)_4780 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 包括委任状の発行について（志賀国際特許事務所） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 譲渡証の発行について（202US） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-072] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-097] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-095] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-091] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-082] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-078F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17-MS-064F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-102] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 譲渡証の発行について（232US） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS104F) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-107] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-098] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 譲渡証書の発行について(3件) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS100S) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について(645ドイツ) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【573】知的財産権出願通知書の発行について(EP登録2755216号) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4565】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-033521） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-009] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-044US）698 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の提出について[15-MS-044N][15-MS-047N][15-MS-050N][15-MS-063N] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 (1269)委任状の発行について(特許第3379088号) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4818】知的財産権出願通知書の発行について(2016-505303号) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 【590】 委任状の発行について（11MS112CN） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 �職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-112］ 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4955】職務発明認定書の発行について（特願2016-559061） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【5011】知的財産権出願通知書の発行について(特願2017-515499号) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4538】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2014-266881） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 委任状 包括委任状の発行について（續特許事務所） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS114) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 補償金 2016年度実施特許補償金の支払いについて 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書・持分証明書の発行について(特願2017-202764)(5023) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について(17-MS-065および17-MS-066) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願および新規性喪失の例外証明書について[17-MS-111S] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の発行について(4309) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 包括委任状の発行について（南青山国際特許事務所） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 持分移転に伴う委任状の発行について 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分証明 持分証明書の発行について(4309) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4540】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2014-265640） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【451】知的財産権出願通知書の発行について(EP登録2447958号) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4995】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2017-525216） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 譲渡証の発行について（17-MS-047US）764 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について（特許第4674315号）(1763) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-110] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【5012・5013】知的財産権出願通知書の発行について(特願2017-526304号他１件) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（697US）（699US） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について[17-MS-105F] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（762US、763US） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS121) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について（特許第3969518号)（1177P） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について（特許第5142702号)(3046 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4273】産業財産権出願通知書の発行について(特許第6226457号） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書・持分証明書の発行について(特願2017-223362)(5036) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について(特許第4614547号)（1155P) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS119F) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4625】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-124232） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4806・4807】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-562810他１件） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 講演依頼 知財価値評価普及セミナーにおける基調講演について(講演依頼) 知的財産室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書及び持分証明書の提出について [15-MS-090N] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書及び持分証明書の提出について [15-MS-083FN] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の提出について [15-MS-062FN][15-MS-077N][15-MS-075N] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS122) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成30年1月～3月請求期限の国内単独案件一

括処理）
知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(17-KH-11：不動寺) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について(特許第6252917号)_4791 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-082PCT） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4310】知的財産権出願通知書の発行について(特願2013-209740号) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡 一部譲渡書の提出について [15-MS-063N] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-050CN） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS136) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4576】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-048083） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 名義人変更 登録名義人の表示変更登録申請書の発行について（3749） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 補正書 手続補正書の発行について(特許第3969518号)_1177P 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4577】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-044214） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 【749】代理人選任証の発行について（16-MS-049PCT） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4570】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-021193） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の発行について(特許第6265410号)(4293) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（17-MS-003, 17-MS-004TW） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について（17-MS-132F） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（17-MS-106） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS135F) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について(特許第6270135号)_4376 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-127S] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 三者間共同研究のうち二者間による特許出願にかかる通知書について 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外証明書提出について[17-MS-127S] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【780】知的財産権通知書の発行について(PCT/JP2018/002048) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-070] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明   職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS048) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS074) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 【773】委任状の発行について（16-MS-104PCT） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS045F) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4606】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-104679） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4586】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-051281） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-109S] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外証明書提出について[17-MS-109S] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4587】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-051435） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び委任状の発行について[17-MS-120] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(18-MS-014) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外証明書について(特願2018-016071)(5054) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4589】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-071854） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（17-MS-116S） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(18MS004) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 宣誓書 拒絶理由に伴う宣誓書の発行について_4403 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【771】知的財産権出願通知書の発行について(PCT/JP2018/005412号) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17MS015) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【707】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（PCT/JP2016/079524） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 【774】委任状の発行について(17-ＭＳ-040ＰＣＴ) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【717】職務発明認定書の発行について（PCT/JP2016/081235） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権出願通知書について(18-MS-006F) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 中国における蛍光体特許審決取消訴訟にかかる各種委任状等の発行について 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17MS113FS] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17MS118S] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 包括委任状の発行について(平山国際特許事務所) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4972,725】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2017-141532他１件） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 分割出願、知的財産権出願通知書及び職務発明認定書について(13MS151D) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について(特許第6292502号)(4313) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成30年4月～6月請求期限の国内単独案件一

括処理）
知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 宣誓書 使用宣誓書の提出について（米国商標「NIMS」） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【723】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（PCT/JP2016/083540） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 譲渡証の発行について（17-MS-033） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 名義人変更 登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(3743) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 譲渡証の発行について（774P,775P,776P） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 譲渡証の発行について（545P） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外証明書について(特願2018-036087)(5073) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願および新規性喪失の例外証明書について[18-MS-011S] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(18-MS-013S) 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[18-MS-010] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[18-MS-012] 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-086FUS） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 宣誓書 使用宣誓書の提出について（米国商標「NIMS」（図形）） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び新規性喪失例外適用のための証明書提出について(17-

MS-126S)
知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 転載許可 転載許可について(日本電気協会) 知的財産室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（包括委任状の取下げ） 知的財産室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 連携企画室 NOIC NOICの活動における共同発明の取扱いに関する覚書について 連携企画室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 連携企画室 NOIC NOICの終了に伴うNDA締結について 連携企画室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 連携企画室 MSS ＭＳＳフォーラム会員　会員参加承認書の発行について（弘前大学他、計12件） 連携企画室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 連携企画室 MSS MSSフォーラム会員　会員参加承認書の発行について（サンゴバン、大阪大学） 連携企画室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 連携企画室 MSS MSSフォーラム会費の取り扱いについて 連携企画室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 連携企画室 MSS MSSフォーラム会員　会員参加承認書の発行について（住友精化、旭化成） 連携企画室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 連携企画室 MSS MSSフォーラム会員　会員参加承認書の発行について（NanoWorld） 連携企画室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 連携企画室 MSS MSSフォーラム会員　会員参加承認書の発行について（NEC） 連携企画室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 連携企画室 MSS
MSSフォーラム会員　会員参加承認書の発行について（NEC 第一リテールソリューション事業

部）
連携企画室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 連携企画室 MSS MSSフォーラム会員 会員参加承認書の発行について（京セラ） 連携企画室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 連携企画室 MSS MSSフォーラム会員　会員参加承認書の発行について（計15社） 連携企画室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（三和ニードルベアリング_Ｔ1601001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（藤原製作所_Ｔ1604001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（同和鍛造_S1605001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部退会受取書の発行について（岩舘電気_S1509005） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部退会受取書の発行について（FLOSFIA_L1511001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（花王_L1507002） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（三菱電機_L1504001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（オグラ宝石精機工業_Ｓ1509002） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（大陽工業_L1509001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（ペンギンシステム_T1502001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（岩瀬光学_T1411001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（日油_L1607001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（ミッテ・インターナショナル_S1510003） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（相田化学工業_Ｓ1512001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（テクニスコ_L1609001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（神鋼溶接サービス_S1606001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（澁谷工業_L1510002） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（大塚製薬工場_S1603001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（日本国土開発_L1507001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部退会受取書の発行について（理想科学工業_L1610002） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（大和バルブ_Ｓ1510001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（ソマール_L1610001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（岩瀬光学_Ｔ1411001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc
ＮＩＭＳパートナーズ倶楽部入会申込受諾通知書の発行について（日本特殊陶業株式会社

_L1711001）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（関東電化工業株式会社_L1612001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（株式会社マイクロフェーズ_T1412001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（ペンギンシステム株式会社_T1502001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（三和ニードルベアリング_Ｔ1601001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（相田化学工業_S1512001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部更新について（大塚製薬工場_Ｓ1603001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc ＮＩＭＳパートナーズ倶楽部入会申込受諾通知書の発行について（NTN株式会社_L1803001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部退会受取書の発行について（大塚製薬工場_S1603001） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 連携企画室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 個人情報 個人情報ファイル関係 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密情報（研究成果）の第三者開示について（豊田中央研究所）「NIMSが強磁場中での熱処理試

験を実施すること及び解析結果に対する技術コンサルテーションを行うことにより、新たな組織制

御の可能性を探る（業務実施）」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU
研究助成応募のための協力覚書の締結について（米Defence Advanced Research Projects

Agency(DARPA、国防高等研究計画局)）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持変更契約の締結について（ダイキン工業）「リチウムイオン電池用正極添加剤の機能発現

メカニズムを検証する連携検討のため」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密情報の第三者開示に係る覚書の締結について（EAファーマ、鹿児島大学）「組織接着性多孔

質膜の開発および効力評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究基本契約の締結について（旭化成株式会社） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（日油）「ポリフェノール基含有接着性高分子材料の合成及び物性評

価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（株式会社エイブイシー）「試料冷却装置」17-MS-040 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 倫理審査状況及び利益相反の管理に係る申告書の提出について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「結晶粒の形態と方位を制御す

る形質制御技術の確立に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「次世代磁石に関する研究」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「成形性向上のためのナノ組織

制御Mg合金に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「自動車用Mg合金のための耐

食アパタイト被膜に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「ナノ析出物を用いたMg合金

の成形性向上の研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約書の締結について（東邦大学）「金属内の水素の透過特性とそれに伴う応力変動」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社コメット/352/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
知財合意書の締結について（京都大学／佐賀大学／株式会社FLOSFIA）「NEDOエネルギー・環境

新技術先導プログラム／ α型酸化ガリウム高品質自立基板の研究開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（量研機構、理研、原研）「量子ビームを利用した革新的燃料電池材

料に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（宇都宮大学）「コロイド結晶と次元制御ゾルーゲル法を組み合わせ

たインバースオパール型の酸化チタニア薄膜」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密情報の第三者への開示について（日本臓器製薬株式会社）「ビタミンB-12局所徐放製剤を用

いた末梢神経再生」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 NIMSベンチャー 期間延長のための変更覚書について（株式会社サイアロン） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「ナノブロック高次秩序化による

配向性ナノ構造体の開発と表面ドーピングによる高機能化」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
変更契約の締結について（旭化成株式会社）「MSSアライアンス／アプリケーション・パートナー

への評価試料貸与」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
変更契約の締結について（株式会社ファンケル）「MSSアライアンス／アプリケーション・パート

ナーへの評価試料貸与」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究個別契約の締結について（旭化成株式会社）「MSS受容体の開発」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究個別契約の締結について（旭化成株式会社）「MSS受容体塗布技術の開発」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社エイブイシー/433/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（ソフトフォトニクス合同会社/440/平成28年10月1日～平成29年3月31

日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（広島大学）「X線分光法を用いた遷移金属水素化物の電子状態・磁

気状態の研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（産総研）「強磁場計測とデータ解析技術の融合によるエネルギーデ

バイス材料評価手法の確立」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（浜松医科大学）「バイオミメティクによるタマムシ模倣材料の開発

と応用」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Advanced Optoelectronic Technology Inc./429/平成28年10月1日～平

成29年3月31日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
知的財産権持分契約の締結について（産業技術総合研究所／東北大学）「磁気素子、磁気記憶装置

及び磁気センサ」17-MS-029F
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書 覚書の締結について（太陽誘電株式会社）「圧電単結晶のセンサ応用」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
PCT等共同出願契約の締結について（日本臓器製薬株式会社／大阪大学）「神経損傷治療用ビタミ

ンＢ１２徐放製剤」他４件
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密情報の第三者への開示について（日本臓器製薬株式会社）「ビタミンB-12局所徐放製剤を用

いた末梢神経再生」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
変更契約の締結について（大阪ガス株式会社）「MSSアライアンス／アプリケーション・パート

ナーへの評価試料貸与」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願

Joint Patent Application Agreement の締結について（Bosch (China) Investment Ltd.）

“Anisotropic rare earth/iron/boron-based permanent magnets of high remanent magnetization”

17-MS-034

事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（日立国際電気）「Si系絶縁膜及び金属薄膜の電気特性及び物理特性

の測定方法並びにその測定結果の解析に関する技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（日立金属MMCスーパーアロイ株式会社/357/平成28年10月1日～平成29

年3月31日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（グンゼ株式会社）「分解性高分子ナノコンポジット

のナノーミクロファイバーアーキテクトの医療応用」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社ミツバ/402/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（泉工医科工業株式会社）「疎水化タラゼラチンとポリエ

チレングリコール系架橋剤から成る外科用シーラント（閉鎖材）性の接着剤・止血剤の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
第４・四半期分支出状況報告書及び完了報告書等の提出について（科学技術交流財団）共同研究

「知の拠点あいち重点研究プロジェクト」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（三菱重工業株式会社）「ギガサイクル疲労評価手法

の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（住化コベストロウレタン）「NIMSの材料を親水、疎水の両水性で

接着性を発揮するポリウレタン材料に応用することに関する共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (National University of Singapore) の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（立山マシン株式会社/342/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書
連携センター設置に関する覚書の変更について（日本電子株式会社）「NIMS-JEOL計測技術研究

センター」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（学校法人立命館）「過飽和型製剤の物理化学評

価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（大阪精工株式会社/302/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（淡路マテリア株式会社/416/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社佐用精機製作所//384/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究費の額の確定通知について（ファインセラミックスセンター）「高温腐食環境下でNi-

YSZ試験片の疲労試験と特性評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「リチウム空気電池　放電生成

物の析出制御」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社小松精機工作所/400/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（双葉電子工業株式会社/347/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約の締結について（同志社大学）「機能性を有する繊維強化型樹脂複合材料の開発」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（新潟大学）「Bi系層状合金における圧力誘起相転移の機構解明を目

指した構造物性研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（理研計器株式会社/427/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（東京化成工業株式会社/404/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（横国大、東京理科大）「ハイドロゲル型及びオパール型コロイド結

晶材料の光学デバイスの開拓に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約の締結について（東芝）「粒径分布評価技術の高信頼性化のための技術検討」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（JNC石油化学株式会社/363/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（JNC石油化学株式会社/390/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究費の額の認定について（ソニー）「３次元アトムプローブによる先端デバイス／材料の不

純物解析」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（住友電気工業）「疎水化タラゼラチン応用の組織接着剤を外科手術

用医療機器へ適用するための連携検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（内蒙古中興華冠生物工程股�有限公司）「特許技術を用いた脱細胞

化角膜足場材料製造に関する製品化の可能性の検討を開始するための予備的検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 Amendment No.01 To Mutual Nondisclosure Agreement の締結について（FLIR Systems, Inc.） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約の締結について（住友電工）「ビスマス系線材の特性評価に関する研究」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究への研究員の追加について（土木研）「コンクリート構造物の目視困難な損傷・変状に対

する先端技術を用いた状態把握の適用性と性能評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Waterloo) の締結について_寺地 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（富士化学株式会社）「高機能コロイド結晶膜材料の

開発に関する研究２」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（住友電工、江戸川病院）「疎水化タラゼラチン応用の組織接着剤を

下肢静脈瘤治療機器へ適用するための研究連携検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書
共同研究成果の取りまとめに関する覚書の締結について（日本特殊陶業）「スパークプラグ用新規

電極チップに関する研究連携及び知的財産の出願の可能性検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（奥地建産）「太陽光発電システムの基礎・架台の長寿命化のための

腐食対策技術の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（関西ペイント株式会社）「NIMS保有コーティング剤技術の塗料へ

の応用展開の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（権田金属工業）「室温二次成形可能な幅広マグネシウム合金圧延材

の創製技術開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約の締結について（産総研）「III-V族半導体上の界面制御技術に関する基礎的検討」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（クアーズテック株式会社/310/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
変更契約の締結について（出光興産株式会社）「酸化物ダイオードに関する研究論文を共著で執筆

するため」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社ソディックLED/420/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究成果有体物提供契約の締結について（立命館大学） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
評価試料貸与契約の締結について（トヨタ自動車株式会社）「MSSアライアンス／アプリケーショ

ン・パートナーへの評価試料貸与」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
変更契約の締結について（日本ロレアル株式会社）「MSSアライアンス／アプリケーション・パー

トナーへの評価試料貸与」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（住友重機械工業株式会社/373/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（株式会社広島）「知の拠点あいち重点研究プロジェク

ト／燃料電池フォークリフト用充填装置と水素製造触媒装置の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（横浜市立大学）「ナノメカニカルセンサによるウイルス

検出に向けたセンサ表面・界面処理技術に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更覚書（資金受領型）の締結について（三菱ケミカル株式会社）「特性制御GaNバルク

単結晶基板の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持変更契約の締結について（アドバンス理工）「アークプラズマ法ナノ粒子形成装置を用い

たZnOコーティングの可能性検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（東ソー株式会社）「ジルコニア材料を用いた歯

科材料応用への情報提供」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION/379/平成28年10月1日～平成29

年3月31日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（シーシーエス株式会社/431/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社フジクラ/432/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料提供に関する合意書の締結について（日立化成）「ドーパミンコポリマ―の研究試料を

NIMSがコンクリート補修材として評価するため」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究の中止に伴う変更契約の締結について（泉工医科工業、筑波大学）「疎水化タラゼラチン

とポリエチレングリコール系架橋剤から成る外科用シーラント（閉鎖材）の接着剤・止血剤の開

発」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社超合金/371/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社神戸製鋼所/359/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社クラレ/423/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（株式会社エヌ・ティー・エス/436/平成28年4月1日～平成29年3月31

日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（ヒロコン株式会社/289/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社サイアロン/403/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社村田製作所/340/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（宇部興産株式会社/355/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
試料貸与契約の締結について（自治医科大）「疎水化タラゼラチン及びポリエチレングリコール系

架橋剤から構成される外科用接着剤の貸与」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ベンチャー NIMSベンチャー企業の事業に関する変更届（株式会社E-Crystal） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（理化学研究所）「機械学習を応用した材料データのデータベース

（DB）手法、及びテキストデータマイニング（TDM）手法の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（三井物産株式会社）「NIMSが所有するアンモニア合成の触媒技術

に関し、同技術を介した商内構築の可能性を検討する」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/415/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/405/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/413/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/414/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（芝浦工業大学）「原子層堆積法を用いたGaNパワーデバ

イス絶縁膜の研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（キヤノンオプトロン）「電解質焼結体のイオン伝導度測定に関する

技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（東ソー）「ポリ塩化ビニルのメソ多孔体

（Polycapture）を用いた吸音材料の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（大洋塩ビ）「ポリ塩化ビニルのメソ多孔体

（Polycapture）を用いた吸音材料の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（公益財団法人総合工学振興財団_人材開発室） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（シーメンス株式会社）「面積１平方センチメートルのペロブス

カイト太陽電池」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（ソニー株式会社）「３次元アトムプローブによる先

端デバイス/材料の不純物解析」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（LG Innotek Co., Ltd/409/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（兵庫県立大学）「超高圧X線回析とラマン分光を用いた固体水素III

相の構造と金属化に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社オキサイド/339/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（株式会社SHカッパープロダクツ/353/平成28年4月1日～平成29年3月31

日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（デンカ株式会社/412/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
業務実施契約の締結について（宇宙航空研究開発機構）「レプリカ法による再使用実験機エンジン

ターボポンプタービンブリスク表面状態の保存及び観察」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（デンカ株式会社/399/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「軟X線による個々の微粒子組成の高速・定

量解析」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（量子科学技術研究開発機構）「核融合原型炉に向けた高

機能性超伝導素線の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（星和電機株式会社/426/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（日亜化学工業株式会社/421/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（古河電気工業株式会社）「配向ナノ結晶金属酸化物およびその安定

製造方法」17-MS-048
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（日本鋳鍛鋼）「蒸気タービンロータ用ボロン添加高クロムフェライ

ト系耐熱鋼の実用化および長時間信頼性評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（G&U技術研究センター）「下水道用マンホール

鉄蓋の腐食のメカニズムの解明」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
知的財産権実施許諾契約期間延長契約の締結について（株式会社メニコン）「湿度計測キットによ

る計測」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU
Letter of Intentの締結について（DENSsolutions Excellence Center for Electron Microscopy）_

竹口
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（Dalian University of Technology）_江村 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日東電工株式会社）「エレクトロクロミックフィル

ムデバイスのフィジビリティ研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
共同研究契約に係る秘密情報の提供に関する確認について（日立金属株式会社）「3DPソリュー

ション技術開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾変更契約の締結について（株式会社オキサイド） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談 技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（矢崎総業）「CNT複合材料の電気抵抗評価」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
変更契約の締結について（株式会社SHカッパープロダクツ）「Nb3Al線材化のための要素技術の開

発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（株式会社堀場製作所）「材料の微小領域における光学機能評価に関

する技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（有限会社みすゞＲ＆Ｄ）「アルミ酸化膜の酸素空孔を

利用した抵抗変化メモリに関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾契約に基づく報告書の受領について（シチズン電子株式会社） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（新潟大学）「オステオポンチンコーティング歯科インプ

ラント材料の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（大阪大学）「ナノメカニカルセンサ測定におけるシグナ

ル解析モデルの開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（京都大学）「新材料・新構造で拓くプラズモニクス新展

開」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（高知工科大学）「X線照射装置用モノクロメータ、ア

ノード及び電子線源に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Koninklijke Philips N.V./411, 417/平成28年4月1日～平成29年3月31

日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社E-Crystal/438/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社タムラ製作所/434/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（林精器製造株式会社/360/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（昭和電線ケーブルシステム株式会社/370/平成28年4月1日～平成29年3

月31日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（交和電気産業株式会社/383/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社/306/平成28年4月1

日～平成29年3月10日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社デュコル/396/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Lextar Electronics Corporation/386/平成28年10月1日～平成29年3月

31日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（デンカ）「単粒子診断法を利用した新規蛍光体材料の開

発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（デンカ）「新規接合・回路化技術の開発と次世代セラ

ミックス基板への展開」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究試験研究費の額の認定について（デンカ）「新規構成のHfCナノワイヤ電子源の開発」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（デンカ）「新規DNAナノメディシンのアジュバンド効果

に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（デンカ）「磁場を用いたBNフィラー配向制御による高

熱伝導性シートの開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究試験研究費の額の認定について（デンカ）「超高融点材料の単結晶育成」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（旭化成株式会社）「NIMSの先進フェライト耐熱鋼に対する爆着圧

接技術の適用可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ノウハウ
変更契約の締結について（株式会社新光化学工業所）「金属・合金ナノ粒子に関する発明及びナノ

粒子製造装置（Ⅲ型）の製作に必要なノウハウ」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（デンカ株式会社/316/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Unity Opto Technology Co., Ltd./446 455/平成28年10月1日～平成29年

3月31日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約の締結について（東京大学）「配位ナノシートを用いた二次電池材料の研究」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究変更契約の締結について（東京農工大）「超電導磁気レンズの高度化と応用」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（長岡技術科学大学）「耐熱Ti合金の疲労、フレッティング疲労、ク

リープ特性に対する窒素の効果」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（東京大学）「超高圧下における無機化合物ならびに鉱物の構造変化

と軽元素流体との反応に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（大阪教育大学、広島県立総合技術研究所）「混合モード荷重下にお

ける接着継手の破壊じん性値評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（スタンレー電気株式会社/365/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（大塚化学株式会社/348/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社MARUWA/439/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（旭化成株式会社_関口隆史） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（一般財団法人田中貴金属記念財団_山内悠輔） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（一般財団法人田中貴金属記念財団_御手洗容子） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Vienna University of Technology) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
Non-Disclosure Agreement (Imperial College of Science Technology and Medicine) の締結につ

いて_Mercer
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（茨城県立中央病院）「ナノメカニカルセンサを用いた呼

気等によるガン診断の実現可能性の医学的かつ統計的な検証」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財創出 平成29年度NIMS知的財産創出研究助成制度　採択テーマ、配算額の決定について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（京都工芸繊維大学）「アルミナナノ細孔構造をテンプ

レートとしたスーパーキャパシタの開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（DIC株式会社）「FIB-SEMおよびTEMによる先端ナノ材料の観察・

解析技術の開発・高度化検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（シンクロン）「中温域（650℃程度）動作薄膜酸化物形燃料電池デ

バイス製造技術開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Amendment#2の締結について（日本ロレアル株式会社）「2nd Feasibility Study for TiNS

Coating on Hair」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（DIC）「タンニン酸を用いた、パッケージ用途の防カビ、抗菌機能

の付加に関するノウハウ開示及び技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（東京工業大学）「圧電材料、その製造方法、圧電素子」17-MS-

051
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（アトーテック株式会社/335/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（ＪＸ金属株式会社）「Ag-Sn金属間化合物のウィスカフリーメカニ

ズム解明に関する技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社ピコサーム）「薄膜材料の面内方向の熱拡

散率評価技術の確立」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
期間延長に関する覚書の締結について（住友精化株式会社／京セラ株式会社）「高精度ガスライン

に係る秘密情報」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持変更契約の締結について（協成）「高強度・高導電率Cu-Ag合金細線とその製造方法

（JP2006/320659）に関する実施許諾の可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（アンヴァ―ル）「アンヴァ―ル社発案の太陽電池構成（導電性ガラ

ス＋3次元グラフェン＋ペロブスカイト）の性能確認に関する業務実施の予備検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（東北マイクロテック株式会社）「赤外線センサの実証デバイス作製

のために、マイクロ接合技術による加工を発注する可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（富士電波工機株式会社/445/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（東亜レジン）「腐食の進行に伴うさび外観の変

化に関する調査」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 試料貸与契約の締結について（日本電子）「LaB6ナノワイヤエミッタ―の貸与」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「高温固体高分子型水蒸気電解実

現のための要素技術開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Seoul Semicondutor Co., Ltd./397/平成28年10月1日～平成29年3月31

日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約の締結について（パナソニック）「電池材料の高度解析」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（筑波大学）「スピネルフェライトの製造方法、スピネルフェラ イ

トおよび積層構造体」17-MS-017
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約の締結について（北海道大学）「高圧下における芳香族化合物の安定性と化学反応」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（原子力研究開発機構）「アルミ酸化膜のメモリ動作機能と物性に関

する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（東北大学）「マントル鉱物および金属鉄合金の静水圧下および高水

素圧下での構造と物性」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（東京農工大学）「新規DNAアプタマーの開発」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（JFEミネラル株式会社）「AlNバルク基板をIII-V族窒化物薄膜成長用

途に適用する可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（理化学研究所）「ナノシートを含むＮＭＲ測定用配向剤」17-MS-

053
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（シャープ株式会社/350/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（静岡大学）「ナノ分散によるSOFC空気極材料の高活性化に向けた

構造解析」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 生物遺伝資源提供同意書の提出について（理化学研究所バイオリソースセンター） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 個別共同研究契約の締結について（パナソニック）「新素材開発」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（住友電工）「ビスマス系線材の臨界電流特性に関する研

究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約の締結について（東京大学）「Fe-Zn系金属間化合物の高圧相変態」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（ミヤナガ）「拡散接合した超硬ドリルビットと

鋼材界面の状態解析」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約の締結について（パナソニック）「マグネシウム電池用新規電解質の開発」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 特許共同出願契約の締結について（横浜国立大学）「酸化物酸素還元触媒」17-MS-033 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約の締結について（JFEスチール）「Zn-Al-Co系合金相構造の熱力学的解析」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（積水樹脂株式会社）「フォトニックプラスティックシート（歪

可視化オパールシート）」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（株式会社アルバック）「磁気メモリ用極薄垂直磁化膜

の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（IHI、MHI、MHPS、関電、中電、電中研、東電、日鉄住金テクノ

ロジー）「髙クロム鋼大型溶接継手のクリープ劣化・損傷過程の機構解明」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（アネスト岩田株式会社）「静電方式スプレーによるメディカルデバ

イス等への被膜形成技術の評価に関する技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（大阪大学／日本臓器製薬株式会社／シミック株式会社）「薬剤含有

シートの神経再生促進作用に関する共同検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（島根大学）「３次元X線トポグラフによるダイヤモンド・アンビル

の欠陥評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 Confidential Disclosure Agreement  (Albert Ludwig University Freiburg)の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願

Joint Patent Application Agreementの締結について（Samsung）「Thin film capacitor

fabricated with two dimensional nanosheets and less organic contaminants」「Capacitors

including two dimensional nanosheets and method for high k dielectrics」

事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社ソフセラ/389/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書

知財合意書の締結について（日本伸銅協会、豊橋技科大、金沢大、東北大、古河電工、神戸製鋼、

日本ガイシ、JX金属）「エネルギー・環境新技術先導プログラム／ヘテロナノ組織を活用した革新

的""超""高強度合金の設計技術および製造技術の研究開発」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（資金受領型）の締結について（京都大学）「Co合金のクリープ特性」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書 覚書の締結について（JST）「産総研福島再生可能エネルギー研究所利用のための覚書」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（アイセロ）「『カテコールを利用した異素材接着性向上』及び『ポ

リフェノールを利用した抗菌性フィルムの開発』に関する研究連携の可能性検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「導電性ポリマー/金属コ

ンポジットの車載フレキシブルインターコネクト利用に向けた研究開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「エレクトロクロミック材

料（有機／金属ハイブリッドポリマー）の要素技術検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 情報・システム研究機構国立情報学研究所 との連携・協力の推進に関する覚書の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所／理化学研究所）「微細トランジス

タの量子機能素子への応用検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（HOYA Technosurgical株式会社/297/平成28年4月1日～平成29年3月31

日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「次世代ゲートスタック材料の開

発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（量子科学技術研究開発機構）「原子二体分布関数法によ

る機能性材料の先進的ナノ構造研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
見積書の発行について（シチズン時計株式会社）共同研究「特定用途向けに製造したインゴットを

用いた熱間鍛造試験及び熱間溝ロール圧延試験」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東北大学）「SIP革新的構造材料／高温物質移動および

組織の時間依存挙動のシミュレーション技術開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「熱間塑性加工による金属材料

の形状及び結晶配向分布の設計手法確立に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（株式会社山本科学工具研究社/326/平成28年10月21日～平成29年4月20

日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（トヨタ自動車株式会社）「希土類磁石の製造方法」17-MS-045F 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
知的財産権実施許諾契約の解除に関する覚書の締結について（株式会社大同機械）「乾湿応答セン

サー及び湿度計測キット」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書
覚書の提出について（Quest7）「湿気計測装置及び電流・抵抗測定用ファームウェア・ソフト

ウェア」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（資金受領型）の締結について（ＪＸ金属株式会社）「非鉄金属分析技術の高度化」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東北大学）「膵島移植のための血管新生多孔膜の創製と

評価に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施

業務実施契約の締結について（Huawei）「Technical Assistance to execute the Natural

Exposure Test for the 3rd Year (Japan, Philippines and Vietnam) and to analyze the results of

the Natural Exposure Test for the 3rd Year」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（マレーシア工科大学）_佐光 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（国立台湾大学）_樋口 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（株式会社広島）「水素製造用触媒、その製造方法およびそれを用い

た用途」17-MS-042
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（ROLLS-ROYCE plc/333/平成27年12月22日～平成29年3月9日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
平成２８年度分 共同研究費の額の確定通知の発行について（名古屋大学）「B系III族窒化物／ダイ

ヤモンド・ハイブリッドデバイスに関する基盤研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（産業技術総合研究所）「光スイッチ」17-MS-019 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日産自動車株式会社）「炭素繊維と樹脂の界面の化

学分析/力学特性評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約の締結について（東京大学）「ポリロタキサンを用いた熱応力緩和接着剤の開発」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ベンチャー
NIMSベンチャー事業報告書および事業計画書について（株式会社E-Crystal）「第２期事業報告

書・第３期事業計画書」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合）「実用化に適した高

性能なクラスレート焼結体の研究開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（電気通信大学）「化合物半導体表面界面における新規低

次元希薄磁性半導体相の創出」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 見積書の発行について（日産自動車）「リチウムイオン電池用電極材料の損傷機構解析」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（国立台湾科技大学）_宮崎 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (MIT Lincoln Laboratory) の締結について_寺地 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（資金受領型）の締結について（IHI）_木村 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（受領型）の締結について（IHI）_ステンレス鋼_木村 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約の締結について（日本電子）「LaB6ナノワイヤ電子源の測定器への応用」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社日立製作所）「MgB2（二ホウ化マグネシ

ウム）超伝導体の電気／機械特性調査」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（大同特殊鋼株式会社）「ホイスラー合金を用いた面

内電流磁気抵抗素子の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 実施料分配にかかる通知について（株式会社IHI） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 委任状
委任状の提出について（永島橋本安國法律事務所／ダイソル リミテッドによる仲裁判断執行決定

申立事件）
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
変更契約の締結について（日本写真印刷株式会社）「透明電極用途向けTED有機伝導材料のコー

ティング技術開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書

知財合意書及び研究開発データの取扱いについての合意書の締結について（株式会社Ｃ－ＩＮＫ）

「NEDOエネルギー・環境新技術先導プログラム／室温プリンテッドエレクトロニクスによる次世

代ＩｏＴデバイス配線・実装技術の開発」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（富山大学）「高分子コーティングによる医用材料表面の

最適化」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOP
化学MOPの運用に関する覚書の締結について（三菱ケミカル／住友化学／旭化成／三井化学）

「ポリオレフィンの基礎データおよび公知情報の蓄積および構造化技術と記述子検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（LG Japan Lab）「磁気センサー向け、高感度低消費電力磁気抵抗

素子の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（無資金型）の締結について（名古屋大学／大分工業高等専門学校／鈴鹿工業高等専

門学校／太陽鉱工株式会社）「JST CRESTプロジェクト／再生可能エネルギーからのエネルギー

キャリアの製造とその利用のための革新的基盤技術の創出」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（ＴＯＣキャパシタ）「多孔性カーボン材料を用いたキャパシタの開

発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京工業大学）「ガス加熱トライオードプラズマＣＶＤ

技術によるSi表面パシベーション及びSiヘテロ接合太陽電池の試作」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 債権
債権発生通知書の発行について（Samsung）「No.331_(i) Sialon Phosphors, (ii) Light Emitting

Devices and (iii) any equipment or apparatus containing Light Emitting Devices」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 個別共同研究契約の締結について（パナソニック）「次世代太陽電池」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Cornell University) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書 Non Cost Extension (NCE)の締結について（GEORGIA TECH RESEARCH CORPORATION ) 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社山本電機製作所）「MgB2超伝導線材

にかかわる技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書 Addendume to Master Research Agreement（MRA）の締結について　SG-NIMS 事業展開室 20180401 10 20280331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施 業務実施契約の締結について（株式会社村田製作所）「熱処理プロセスの試験実施」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（Cannon-Muskegon/354/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（Samsung）「Chemical and electrochemical analysis of High Ni

cathode / Si-C anode cell and its material」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究資料貸与契約(大阪大学) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
実施許諾契約の締結について（TDK株式会社）「非磁性スピネル」のトンネルバリアに関する特許

権及びノウハウ
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
委託業務実施計画変更届書の提出について（未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合）「実用

化に適した高性能なクラスレート焼結体の研究開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（日本鉄鋼協会_大村孝仁） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（日本鉄鋼協会_大塚秀幸） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（新日鐵住金株式会社_譯田真人） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（新日鐵住金株式会社_片山英樹） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社光波／株式会社タムラ製作所）「新しい蛍

光材料に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（富士フイルム株式会社）「第一原理分子動力学

計算による全固体電池界面でのLi輸送抵抗起源に関する技術相談」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「超伝導材料の動向に関す

る研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
見積書の発行について（マツダ株式会社）「研究試料貸与：中空粒子0.75%混合エアロゲル粉末

（100g）」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（海上・港湾・航空技術研究所）「３電極法センサの開発に関する研

究連携等の可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（産総研）「TIAかけはし：アルキル化 π超エントロピー液体の創

成・物性探索・印刷デバイス応用」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導

技術指導契約の締結について（長野沖電気株式会社）「ＢＮナノチューブ及びＢＮナノチューブ集

合体の合成技術、ＢＮナノチューブ集合体の多様な金属への埋め込みに関する技術及び走査型/透

過型電子顕微鏡評価技術の指導」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
NDAの締結について（ソフトバンク、日本成層圏通信、Aero Vironment）「リチウム空気電池に

関する共同研究等連携可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOP

鉄鋼MOPの運用に関する覚書の締結について（新日鐵住金、JFEスチール、神戸製鋼所）「鋼中元

素分析技術の高度化による粒界組織の定量化および局所力学解析による粒界-転位相互作用の素過

程解析」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
RECIPROCAL CONFIDENTIALITY AGREEMENTの締結について（Universite catholique de

Louvain）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（小野薬品工業株式会社）「開発化合物に関して、結晶形の選択・制

御・評価、製剤化戦略・手法等についての技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD /388/平成28年10月1日～平成29

年3月31日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（日立金属／東芝）「蒸気タービン用素材の製造方法」17-MS-049 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（石福金属興業、協成）「銅銀合金板材の乙への供給に関する検

討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「超電導技術の社会実装加速に向

けたビジネスモデル開発プロジェクト／超電導を応用した革新的ビジネスモデルに関する調査研究

Ⅱ」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（神戸大学）「海流／潮流MHD発電機の大型化、液体水素用液面計

の実用化に向けた要素技術研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
業務実施契約の締結について（新日鐵住金株式会社）「ナノインデンテーション・マイクロピラー

による界面近傍微小領域の力学的評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約の締結について（マツダ株式会社）「中空粒子0.75%混合エアロゲル粉末」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 その他契約
Project Shedule for Agreement with the IDEMA Advanced Storage Technology Committeeの締

結について（IDEMA）「Heusler alloy CPP-GMR for advanced readers」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 その他契約
Project Schedule for Agreement with the IDEMA Advanced Storage Technology Committeeの締

結について（IDEMA）「Development of FePt Based HAMR Media」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（株式会社フジクラ_島村清史） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
個別共同研究契約の締結について（Samsung）「Development of 2D nanosheet core

technologies for next-generation MLCC_長田実」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
個別共同研究契約の締結について（Samsung）「Development of 2D nanosheet core

technologies for next-generation MLCC_佐々木高義」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（オリンパス）「合金材料に関する技術相談及び共同研究の可能性検

討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約の締結について（日産自動車）「リチウムイオン電池用電極材料の損傷機構解析」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Indian Institute of Science, Bangalore) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与期間延長契約の締結について（日油株式会社）「ホスファチジルセリン含有ポリマー

微粒子」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「第一原理計算によるSiC

素子構造の理論的解明」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談 技術相談等に係る受諾通知書の発行について（プレテック）「低温高圧水素中引張試験」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社豊島製作所）「リチウムイオン二次電池固

体電解質材料の性能向上」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社神戸製鋼所）「Nb3Sn超電導接続に関する

要素技術の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（住友化学株式会社／大洋塩ビ株式会社）「PVC多孔体

を用いた可燃性ガス回収技術の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（三菱重工業株式会社）「大気腐食モニタリング

用 同心リング型センサー製作」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（産業技術総合研究所）「液体エレクトレットおよびそれを用いたデ

バイス」17-MS-058
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（資金受領型）の締結について（デンカ）_唐 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（資金受領型）の締結について（デンカ）_鈴木 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（吉林大学）_魚崎 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 Joint Patent Application Agreementの締結について（Northwestern University)_長尾 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施料の配分通知について（三菱ケミカル株式会社） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究成果報告書の提出について（古河電気工業株式会社）「銅ナノ材料による物質・エネル

ギー変換機能創発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東北大学）「硬X線光電子分光によるスピントロニクス

機能性材料の研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施 業務実施契約の締結について（三井化学株式会社）「Ziegler-Natta触媒の構造解析」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（パナソニック株式会社）「燃料電池用電解質膜の電

池レベルでの応用可能性検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（三菱ケミカル株式会社）「ICAP／単粒子診断法を

利用した新規蛍光体材料の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（村田製作所）「コンビナトリアルスパッタでの新高誘電率材料探

索」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談 見積書の発行について（本田技術研究所）技術相談「SPring-8を用いた精密結晶構造解析」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究経費確定通知書の受領について（筑波大学）「スキーおよびスケート用具表面の低摩擦・

耐摩耗化に関する研究開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（株式会社 JEOL RESONANCE）「固体NMRシステム

の開発と応用」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社ＩＨＩ）「高Cr耐熱鋼構造体のクリープ寿

命に対する応力多軸度の影響評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
AMENDMENT#2（共同研究資金受領型）の締結について（日本ロレアル株式会社）「Feasibility

study of Humidity Responsive Shape memory polymer for Hair」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（ＴＤＫ株式会社）「Nd-Fe-B系焼結磁石の重希土類

拡散処理による保磁力向上メカニズム」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
第１・四半期分支出状況報告書の提出について（科学技術交流財団）共同研究「知の拠点あいち重

点研究プロジェクト」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 債権 債権発生通知書の提出について（MEMS展出展費用の一部負担） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社新光化学工業所/351/平成29年1月1日～平成29年6月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 知的財産権実施許諾契約の締結について（株式会社雪国まいたけ）「湿度計測キットによる計測」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社）「新産業

の創出に係る相互協力」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
変更契約（資金受領型）の締結について（シチズン時計株式会社）「時計外装素材用チタンアルミ

(Ti-Al)系合金の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 秘密保持契約の締結について（株式会社フコク）「甲乙研究連携の可能性の検討」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（テクノプリント株式会社）「エレクトロクロミック特

性を有するメタロ超分子ポリマーのスクリーン印刷技術の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（ジャパンマシナリー株式会社）「フロースルー溶出試

験装置の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（株式会社富士通研究所_島村清史） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（ユニバーサル　マテリアルズ　インキュベーター株式会社）「簡易

透析システム事業化検証」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（北海道大学／産業技術総合研究所／日立製作所）「文部科学省エネ

ルギー対策特別会計委託事業：原子炉計装の革新に向けた耐放射線・高温動作ダイヤモンド計測シ

ステムの開発とダイヤモンドＩＣの要素技術開発／原子炉格納容器内雰囲気モニタシステム

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（神奈川大学／ニイガタ株式会社）「細胞接着性を光制

御できるガラスボトムディッシュの開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（トヨタ自動車株式会社）「全固体リチウムイオン二次電池用負極原

料、負極部材、及び、これらを用いる全固体リチウムイオン二次電池の製造方法」17-MS-010
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Institute of Physics, CAS, China) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Germany) の締結

について_谷口
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
SUPPLEMENTARY AGREEMENT の締結について（Bosch (China) Investment Ltd.）

「Development of high coercivity and high remanence hot-deformed magnets」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 著作権実施報告書について（Springer Japan K.K./401/平成28年1月1日～平成28年12月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU
国立台湾大学 SMART Center契約の延長について（Addendum to Agreement for SMART

Center）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (ICPMS CNRS) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究変更契約の締結について（LG Electronics） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（三菱重工航空エンジン株式会社）「次世代民間航空機用ニッケル基

単結晶超合金素材の技術検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 NIMS WEEK NIMS WEEK 2017 Day2における講演依頼について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施 業務実施契約の締結について（株式会社デンソー）「低合金鋼の材料DBの取得」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（大陽日酸株式会社）「半導体デバイス高品質化およ

び固気反応に適したガスの開発のための反応解析」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「ＮＩＭＳ-トヨタ次世代

自動車材料研究センター活動／ＮＩＭＳ連携による新規テーマ発掘と研究加速推進その２」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
実績報告書の提出について（宇宙航空研究開発機構）共同研究「平成２７～２８年度　宇宙用材料

データの取得に関する研究（H3プロジェクト関連材料）」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
実績報告書の提出について（宇宙航空研究開発機構）共同研究「セラミックスと金属の接合技術の

研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
実績報告書の提出について（宇宙航空研究開発機構）共同研究「高温耐熱材料の２液式スラスタへ

の運用検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
実績報告書の提出について（宇宙航空研究開発機構）共同研究「平成２８年度宇宙用材料データの

取得に関する研究（先進材料）」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（アネスト岩田株式会社）「疎水化タラゼラチン及びポリエチレ

ングリコール系架橋剤」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（ダイキン工業株式会社）「リチウムイオン電池用正極添加剤の機能

発現メカニズムの検証」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（日本電子株式会社）「磁気共鳴信号検出モジュール」17-MS-054 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（University of Chemistry and Technology Prague）「Advanced

Functional Nanorobots」
事業展開室 20180401 10 20280331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社フルヤ金属/253/平成29年1月1日～平成29年6月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（高エネルギー加速器研究機構）「走査SQUID顕微鏡によ

る超伝導ニオブ加速空洞の表面抵抗の起源の解明」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 裁判 第１準備書面の提出について（ダイソル リミテッドに対する仲裁判断取消申立事件） 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「高強度鋼の遅れ破壊に及

ぼす温度の影響」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（旭化成メディカル株式会社/362/平成28年4月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約（資金受領型）の締結について（三菱ケミカル株式会社）「摩擦発電用デバイス

向け材料検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION/379/平成29年1月1日～平成29

年6月30日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（住友電工・アネスト岩田）「２成分系組織接着剤に関する２成分系

組織接着剤を噴霧混合するノズル機構の最適化の可能性検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（富士通株式会社）「革新的材料の効率的深索基盤構築に向けた要素

技術の実現方法の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「メタロ超分子ポリマーの高

効率製造法開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（日本電気株式会社／弘前大学）「ニオイ測定による西洋梨の熟成度

の非破壊検査方法および装置」17-MS-011
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（株式会社フェニックス・テクノ）「ＧａＮ単結晶成長方法及びＧａ

Ｎ単結晶成長装置」17-MS-087
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施 業務実施契約の締結について（名古屋大学）「Hf-Si-O系絶縁膜の特性評価」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 生物遺伝資源提供同意書の提出について（理化学研究所バイオリソースセンター） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社東芝）「IoT推進のための横断技術開発プ

ロジェクト/高速大容量ストレージデバイス・システムの研究開発」における３次元積層技術
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ノウハウ
ノウハウ提供契約の締結について（旭化成株式会社）「MSS受容体合成技術指導資料 ナノ粒子合

成及び評価関連ノウハウ」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ノウハウ
ノウハウ提供契約の締結について（旭化成株式会社）「インクジェットによるMSSチップへの感応

膜塗布技術ノウハウ」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ノウハウ
ノウハウ提供契約の締結について（旭化成株式会社）「MSSチップ設計・作製技術指導資料 作製

プロセス関連ノウハウ」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（LUMENS. Co., LTD/395/平成28年10月1日～平成29年3月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
見積書の発行について（東京電力ホールディングス株式会社）共同研究「腐食モニタリングセン

サーの開発 フェーズ１」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
見積書の発行について（パナソニック株式会社）共同研究「燃料電池用電解質膜の電池レベルでの

応用可能性検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
特許共同出願等契約の締結について（名古屋大学／太陽鉱工株式会社／国立高等専門学校機構）

「水素分離装置及び水素分離システム」17-MS-057F
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 債権 債権発生通知書の提出について（MEMS展出展費用の一部負担／サンゴバン株式会社） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（三菱マテリアル株式会社）「モンモリロナイト

のエッジ表面の構造とその安定性、およびエッジ表面における核種吸着形態の評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 物品
【共同研究】平成２７年度マルチサポート戦略事業（オリンピック競技「Ｂ　研究開発プロジェク

ト」）に係る物品の無償貸付申請書について
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約の締結について（大日本印刷）「金属及び無機材料の評価技術並びに解析の高度化」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「新規燃料電池用白金触媒

の研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約の締結について（キリン株式会社）「粘土Ｃ及び粘土Ｄ」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社村田製作所）「電子セラミックス中の

不純物・欠陥の評価技術の指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究経費変更契約の締結について（名古屋大学）「Ｂ系Ⅲ族窒化物／ダイヤモンド・ハイブ

リッドデバイスに関する基盤研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（株式会社ＦＬＯＳＦＩＡ）「結晶膜の製造方法」17-MS-084F 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（理化学研究所）「水中でのシリンダー状ポリマーブラシ

の自己組織化」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社ＫＲＩ）「エピタキシャル成長を利用した

酸化物系固体電解質の粒界抵抗研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（田中貴金属工業株式会社）「燃料電池用触媒白金担

持カーボン触媒（Pt/C）の白金ナノ粒子の構造解析」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社本田技術研究所）「固体電解質の結晶

構造解析」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 特許共同出願等契約書の締結について（名古屋大学）「骨髄止血剤」17-MS-013 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
機密保持契約の締結について（マツダ株式会社）「マツダがリチウムイオン電池材料の基本仕様を

提示し、NIMSが特性評価用のリチウムイオン電池材料を試作することの検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（田中貴金属工業株式会社）「NIMSの触媒調製技術を活用した触媒

開発に関する共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（住友電気工業株式会社）「超硬質材料粉末の衝

撃合成」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書

知財合意書に係る覚書の締結について（東芝、荏原製作所、東京エレクトロン、産業技術総合研究

所、名古屋大学、東北大学）「NEDO／IoT推進のための横断技術開発プロジェクト／高速大容量

ストレージデバイス・システムの研究開発」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（三菱重工業株式会社）「TMD向け ISO16539

Method B ACTE法 サイクルコロージョン試験レポート作成業務」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
Non-disclosure Agreement for Restricted Secret Information の締結について（Intel

Corporation）「材料数値シミュレーション（スパコン）の更新に係る情報収集」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（フジミインコーポレーテッド）「甲の製造するSiC

粉末を用いたグリーンシート及びプリプレグシート開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
業務実施契約の締結について（LG Electronics Incorporated）「3-Dimensional Structure

Characterization of Porous TiO2 and Pt/Pd nano-particles」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（京都大学／佐賀大学／株式会社FLOSFIA）「結晶膜の製造方法３

件」17-MS-085F～087F
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 連携センター
Amendment to Agreementの締結について（LG Electronics Incorporated）「LGセンター変更契

約（５回目）」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（東京電力ホールディングス株式会社）「腐食モニタ

リングセンサーの開発　フェーズ１」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社フコク）「エラストマー材料の異種材

質への接着およびコーティング技術に関する動向解説と技術相談（１）」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社フコク）「エラストマー材料の異種材

質への接着およびコーティング技術に関する動向解説と技術相談（２）」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 NIMS WEEK NIMS WEEK 2017 Day2における講演依頼について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社トクヤマ）「甲の開発する多孔性シリカ（湿式シリカ開発

品）の乙による評価及び薬物溶出性改善効果の検討等甲乙間の研究連携の可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与変更契約の締結について（大同特殊鋼）「温間溝ロール圧延プロセスを適用して得ら

れた超微細繊維状結晶粒組織を有するフェールセーフ鋼の貸与について」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 秘密保持契約の締結について（コニカミノルタ）「将来の共同研究の可能性の検討」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（京セラ）「乙が有する装置を用いた、甲の炭素材料の微細な構造観

察に関する研究連携の可能性検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（ＴＤＫ株式会社）「MgAlO材料を用いた強磁性トン

ネル接合の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

Non-Disclosure Agreement の締結について（Aqua Services Est for Trading）「about

separation technologies in crude oil production for the purpose of evaluating feasibility of

research collaboration or patent」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（ＴＯＴＯ株式会社）「酸化チタンナノ粒子の光線力学診断への応用

に向けての、安全性の評価に関する共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究変更契約の締結について（LG Electronics） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（東京工業大学、東北大学）「低温メタン改質触媒活物質」17-MS-

078F
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
知財合意書の締結について（電力中央研究所／三菱重工業／東京大学／京都大学）「NEDOエネル

ギー・環境新技術先導プログラム／機動性に優れる広負荷帯高効率ＧＴの開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
知的財産権の取扱いに関する合意書の締結について（豊田合成株式会社）「文部科学省科学技術試

験研究委託事業／省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（NEケムキャット、東北大学）「Cu51Zr14合金を基本コンセプ

トとする貴金属フリー排ガス触媒材料」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
知的財産権の取扱いに関する合意書の締結について（富士電機株式会社）「文部科学省科学技術試

験研究委託事業／省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「先端電子顕微鏡法による

全固体２次電池の界面微細構造解析」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（日本ピストンリング）「金属多孔体の新用途に関する共同研究の可

能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施料の配分通知について（株式会社IHI）No.333 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
作業完了報告書の提出について（宇宙航空研究開発機構）「レプリカ法による再使用実験機エンジ

ンターボポンプタービンブリスク表面状態の保存及び観察」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 連携・協力に関する覚書（MOU）の締結について（熊本大学） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 連携・協力に関する覚書（MOU）の締結について（熊本大学） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Oregon State University, USA) の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（株式会社bulb）「有機／金属ハイブリッドポリマー（青色及び

赤色）」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（ROLLS-ROYCE plc/333/平成29年3月9日～平成29年8月21日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社ﾏｲｸﾛﾌｪｰｽﾞ/296/平成29年1月1日～平成29年6月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（兵庫県立大学）「有機超伝導体における強磁場磁気特性

及び輸送特性に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（岡山大学）「強磁場共用装置を用いた固体NMR測定技

術における電池材料中のリチウム・ナトリウムの状態の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社日立製作所）「炭化物分散形態評価技術の

研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「エネルギーミニマムアル

ミ合金に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（高輝度光科学研究センター）「PIXIAを用いた2次元画

像処理の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（日亜化学工業・伯東）「甲及び乙が、治具及びＬＤバー、Ｓｉ基板

並びにＧａＮ基板のサンプルを持ち込み、丙の保有する分光エリプソメーターを用いた技術相談を

行う」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MSS
嗅覚データ解析プラットフォーム（フェーズ２）サービス申込書の提出について（日本電気株式会

社）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（住友電気工業・新田ゼラチン）「丙が医療機器向けに２成分系組織

接着剤として開発した疎水化タラゼラチンの応用分野に関する情報交換並びに製造、調達等に関す

る協議」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書 出張作業等に関する安全衛生覚書の取り交わしについて（株式会社神戸製鋼所　川上信之氏） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社デンソー）「透光性のLLZ多結晶の光学特

性及び構造評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（新日鐵住金株式会社）「高検出効率アトムプローブ

による微細析出物組成解析」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書
製品の提供に係る基本覚書の締結について（三菱ケミカル株式会社）「ガリウムナイトライド基板

の提供」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究基本契約の締結について（住友電気工業株式会社） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（川崎重工業株式会社）「水素ガス環境下における準

安定オーステナイト鋼の破壊挙動の解明」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（ＮＴＴアドバンステクノロジ）「ＣＮＴの抵抗測定業務実施に先立

つ予備検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書
共同実務業務覚書の締結について（株式会社IHI他全15者）「次世代火力発電等技術開発／次世代

技術の早期実用化に向けた信頼性向上技術開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
見積書の発行について（東京工業大学）技術相談「フィン鋳型による急速凝固・冷却法についての

技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約（一般型）の締結について（理化学研究所）「機械学習を応用した材料データの

データベース（DB）化手法、及びテキストデータマイニング（TDM）手法の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（京都大学）「強磁場共用装置を用いた固体NMR測定技

術における擬単結晶の精密なケミカルシフトの解明・開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 国際学術連携覚書（MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（大同特殊鋼株式会社／株式会社ダイドー電子）

「Nd-Fe-B系熱間加工磁石とPLP磁石の微細構造と磁気特性に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（東京工業大学）「フィン鋳型による急速凝固・

冷却法についての技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Wuerzburg, Germany) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（金沢大学）「強磁場共用装置を用いた固体ＮＭＲ測定技

術における半整数スピン四極子核をもつ試料の強磁場固体ＮＭＲによる解析の解明・開発に関する

研究」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 国際学術連携覚書（MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（富士通研究所）「甲が開発した人工光合成用酸化物薄膜の表面改質

に関する技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
個別共同研究契約（資金受領型）の締結について（デンカ株式会社）「ハイブリッド熱電材料開発

及びモジュール化検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約締結同意書の提出について（日本エアロフォージ株式会社他、全15者）「JST革新的

構造材料／大型精密鍛造シミュレータを用いた革新的新鍛造プロセス開発と材料・プロセスDB構

築」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日立ハイテクノロジーズ）「TESマイクロカロリ

メータEDS搭載STEMの材料開発への応用」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書 変更契約の締結について（東京大学他、全22者）「ISMA／熱可塑性ＣＦＲＰの研究開発」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（太陽誘電株式会社）「全固体リチウムイオン電

池・積層セラミックコンデンサに関する技術相談及び評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（富士電機株式会社）「電子素子」17-MS-043F 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
予算変更承認申請書の提出について（科学技術交流財団）「知の拠点あいち重点研究プロジェクト

／燃料電池フォークリフト用充填装置と水素製造触媒装置の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（住友精化株式会社）「硫化物を含有する層状複水酸

化物の作製及び医療用途への応用」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（中国電力株式会社）「高Cr鋼溶接熱影響部損傷状況の

検出装置の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（ DIC株式会社総合研究所_木本浩司） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究変更契約の締結について（産業技術総合研究所） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（名古屋工業大学）「電気化学的手法を用いたナノ複合材

料の作製とその機能化」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日産化学工業株式会社）「次世代ホウ化物高性能高

温熱電材料の共同研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（無資金型）の締結について（CNRS, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE）

「CONSORTIUM AGREEMENT For the execution of the PROJECT SENCEI ANR-16-JTIC-0003-

01」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 国立台湾大学-昭和電工-NIMS 3者間国際研究協力覚書の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（住友電気工業株式会社）「オパール薄膜による光デ

バイスパッケージのひずみ可視化の可能性検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Amendment No. 6 to CRAの締結について（Western Digital Technologies）「High Hc FePt

Media Project」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
変更契約の締結について（花王株式会社）「MSSアライアンス／アプリケーション・パートナーへ

の評価試料貸与」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreement の締結について（Gentex Corporation）「Blue electrochromic

material」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「磁性酸化物ヘテロ構造を基本構造とするス

ピントロニクス素子の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 知的財産権実施許諾契約の締結について（株式会社島津製作所）「熱伝導モジュール」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（ＪＦＥスチール株式会社）「超低加速の走査電子顕

微鏡（ＳＥＭ）による像形成の物理的要因の基礎研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
同意書の提出について（名古屋大学他）文部科学省委託事業「省エネルギー社会の実現に資する次

世代半導体研究開発」に関する秘密保持誓約書
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（山形大学）「強磁場共用装置を用いた金属錯体における

局所構造の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（宇宙航空研究開発機構）「宇宙及び地上実験による材料

物性データの学術・産業分野における活用のためのデータベース化に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約の締結について（大同特殊鋼）「低合金鋼材（溝ロール圧延材）_TF改2」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約の締結について（産業技術総合研究所、高エネルギー加速器研究機構）「メタロ

超分子ポリマーの高効率製造法開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書 NIMS-天津大学連携ラボ契約の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
同意書の提出について（三菱重工業、他８者）SIP「革新的構造材料／高生産性・強靭複合材の開

発と先端計測拠点の連携によるイノベーション創出のための情報交換」に関する相互秘密保持規約
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「強磁場共用装置を用いた鉄系超

伝導体における磁場中超伝導特性の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
オプション契約の締結について（神戸大学／岩谷瓦斯株式会社／株式会社山本電機製作所）「液体

水素用液面センサ及び液体水素用液面計」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Canadian Nuclear Laboratory, Canada) の締結について_不動寺 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（東ソー・クォーツ株式会社）「電気泳動堆積法

による成膜」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の変更に関する覚書の締結について（トヨタ自動車株式会社）「自動車用低摩擦材料

に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（三菱重工業株式会社）「高温異材溶接継手の損傷加

速因子の特定」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日本電気株式会社）「高Cr耐熱鋼構造体のクリープ

寿命に対する応力多軸度の影響評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密情報および成果等の使用に関する合意書の締結について（日立ハイテクサイエンス／日立ハイ

テクノロジース）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（情報ストレージ研究推進機構_葛西伸哉） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（情報ストレージ研究推進機構_宝野和博） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社日立製作所）「SIP-MIプロジェクトにおけるMIシステム

構築に関連した技術開発の可能性を探るためのブレーンストーミング」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 その他 契約承継に係る承諾書の提出について（株式会社東芝）「高クロム鋼クリープ余寿命評価」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Nebraska-Lincoln) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導 技術指導契約の締結について（新田ゼラチン）「疎水化タラゼラチンの合成方法及び評価方法」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（トヨタ自動車株式会社）「全固体電池の製造方法」19-MS-092 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
特許共有契約の締結について（三菱ケミカル／日亜化学工業／シチズン電子）米国出願第

14/736487号
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 国際学術連携覚書（MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Research Agreementの締結について（Samsung Electronics Co., Ltd.）「Understanding of

materials-structure-properties relationship by microstructural characterization」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（横浜国立大学、北京大学）「New fuel cell composite

catalysts based on bimetallic nanoclusters enhanced by metal oxides」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（九州大学）「REBa2Cu3Oy線材の接続と通電性能および

組織の相関考察」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Western Institute of Nanoelectronics and Device Research

Laboratory, University of California Los Angels) の締結について_谷口
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 秘密情報の第三者への開示に係る承諾確認書の提出について（旭化成株式会社） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社村田製作所）「セラミックスキャパシ

タ中の不純物・微量添加元素分布の試験的検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（豊田合成株式会社）「βサイアロンデバイスに関する実施許諾の可

能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（オリンパス株式会社）「発光デバイスに関する特許権の実施許諾の

検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（株式会社日立国際電気）「Si系絶縁膜及び金属薄膜の電気特性及び

物理特性の測定方法並びにその測定結果の解析に関する技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（ＮＲＩサイバーパテント株式会社）「知的財産管理システムの開

発・導入」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（株式会社豊田自動織機）「高剛性Ｆｅ基合金」17-MS-009 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Sungkyunkwan University, Korea) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（三菱ケミカル株式会社）「AlON:Mn（緑）の特性向

上と活用」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（三菱ケミカル株式会社）「β-sialon:Eu（緑）の特

性向上と活用」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（ヤマハ発動機株式会社）「オパール薄膜の成膜

トライアル」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（東京宝石科学アカデミー）「天然ダイヤモンド

結晶の高温、高圧処理と光学的特性評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
見積書の発行について（日産自動車株式会社）業務実施「光給電システムにおける高効率受光素子

に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 株式売却に伴う特許実施許諾契約の権利譲渡について（Koninklijke Phillips） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
知的財産権の取扱いに関する合意書の締結について（名城大学）「文部科学省科学技術試験研究委

託事業／省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Stanford University, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（デンケン）「シリコンナノ粒子を用いた近赤外域の新規発光源の開

発に関する研究連携の可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
Non-Disclosure Agreementの締結について（LG Chem, Ltd., LG Japan Lab Inc.）「Evaluating

feasibility of future collaboration among  the Parties」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（Schaeffler Japan Co., Ltd.）「ZnO表面加工技術に関する軸受製品

の高性能化の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約書 （東京大学) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 国際学術連携覚書（MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（豊田工業大学）「NiTi合金の相転移の研究」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（パナソニック株式会社）「高度材料解析技術（水素

関連材料・他）」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Universite Lille1, France) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（旭化成株式会社）「エレクトロクロミック材料（有機／金属ハイブ

リッドポリマー）に対する旭化成の高精細の印刷技術の適用可能性等の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Central Florida, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（新日鐵住金株式会社）「電池材料の金属板表面の電

気化学特性の解明」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日本ペイントマリン）「エポキシ系接着剤の施工に

及ぼす外的因子の特定手法の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
第２四半期分支出状況報告書の提出について（科学技術交流財団）共同研究「知の拠点あいち重点

研究プロジェクト」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 ノウハウ
ノウハウ提供に関する合意書の締結について（住友電気工業）「乙の開発した2成分系組織接着剤

を使用した外科用途の医療機器の開発に関するノウハウ提供及び技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（デンカ株式会社）「デンカ株式会社」17-MS-093 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（住友精化株式会社／株式会社エピクエスト）「ＭＳＳ

用の高精度ガスラインを用いた自動測定システムのパッケージ化」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約の締結について（産総研／筑波大学／KEK）「構造材料の未活用情報を取得する

先端計測技術開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（日本規格協会）「ねじり鉄線溶接金網のJIS規

格化に関する材料試験」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 生物遺伝資源提供同意書の提出について（理化学研究所バイオリソースセンター） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約書の変更に関する同意書の提出について（ファインセラミックスセンター他、全１０

者）SIP「革新的構造材料／耐環境セラミックスコーティングの構造最適化及び信頼性向上」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（ドイツ国立ベルリン芸術大学）「CG設計図に

基づく食文化に関わる製品の試作」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
NDAの締結について（日本ミシュランタイヤ）「Evaluating feasibility of research

collaboration」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（資金受領型）の締結について（アルバック・ファイ）「AlとCrの２種類のX線管球

を併用したX線光電子分光法（XPS）の実測データを用いた試料の表層及び深層の組成の定量評価

を行う解析アルゴリズムの開発」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 連携・協力に関する覚書（MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Amendment Agreement No1の締結について（Saint-Gobain CREE）「高Cr耐熱鋼構造体のクリー

プ寿命に対する応力多軸度の影響評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 その他 Acknowledgement of Receipt の提出について（Gentex Corporation） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京理科大学）「誘電体候補材料中の欠陥分布と電気的

特性に関する基礎研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（日立金属MMCスーパーアロイ株式会社/357/平成29年4月1日～平成29

年9月30日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Institute of Physics, CAS, China) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社ソディックLED/420/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（信越化学工業株式会社_宝野和博） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（立山マシン株式会社/342/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（ソフトフォトニクス合同会社/440/平成29年4月1日～平成29年9月30

日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（宇部興産株式会社/355/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社クラレ/423/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社ミツバ/402/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社エイブイシー/433/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社デュコル/396/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社佐用精機製作所/384/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（富士電波工機株式会社/445/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（ヒロコン株式会社/289/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（MTU Aero Engines AG/441/平成28年10月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社MARUWA/439/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Advanced Optoelectronic Technology Inc./429/平成29年4月1日～平成

29年9月30日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
見積書の発行について（マツダ株式会社）研究試料貸与契約「金属基板上に形成したシリコンの構

造体」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約の締結について（マツダ株式会社）「金属基板上に形成したシリコンの構造体」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社LIXIL）「乙の材料を甲が開発する製品用途に応用するこ

とに関する研究連携の可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社高純度化学研究所）「原子層堆積法による

酸化ガリウム膜の作製」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（シチズン時計株式会社株式会社）「時計外装素材用

チタンアルミ(Ti-Al)合金の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（昭和電工株式会社）「大面積・超平滑フラーレンＣ

60薄膜の大気圧中での記録検証試験」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Ulsan National Institute of Science and Technology, Korea) の

締結について_谷口
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東北大学）「強磁場共用装置を用いた有機伝導体におけ

る磁気特性及び輸送特性の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（関東電化工業）「NCI3とHFとの反応の

simulation（反応予測計算）」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Amendment to Collaborative Research Agreement（資金受領型）の締結について（LGE）「The

development of magneto-caloric materials」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

変更契約の締結について（群馬工業高等専門学校）「強磁場共用装置を用いた固体NMR測定技術

におけるアルカリ金属吸蔵ゼオライトにおける原子ダイナミクスと電子物性の解明・開発に関する

研究」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（Nano World AG/424/平成28年10月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/405/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/413/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/414_1/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/414_2/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/415/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社フジクラ/432/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（日立製作所）「カソードルミネセンス電子顕微鏡による量子ドット

蛍光体の評価検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 秘密保持契約の期間延長に関する覚書の締結について（(株)ラング）「Redmineの保守作業」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社ラング）「「新評価系等システム」データベース構築及び

プログラム作成」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
Mutual Nondisclosure Agreement の締結について（Samsung Semiconductor）「Internal

evaluation of a possible future business relationship」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（富士フイルム）「顕微ラマン分光法による電池材料の評価に関する

技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Collaborative Research Agreement（資金受領型）の締結について（LGE）「The development of

a UV detector using the diamond thin film」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（首都大学東京）「従来技術の壁を超える『緊急地震超速報』へ向け

た超高感度地磁気検出に関する共同研究又は競争的資金制度への共同申請の可能性検討のため」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（日本大学）「強磁場共用装置を用いた固体NMR測定技

術における固体酸の微細構造の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (ETH Zurich, Switzerland) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社クボタ）「金属部品の耐摩耗性・耐腐食性向上、高温雰囲

気で使用される耐熱材料、及び新規複合材料に関する研究連携の可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 秘密保持誓約書の提出について（三井金属鉱業）「光触媒の電気化学測定評価」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（デンカ株式会社）「蛍光体及びそれを用いた発光装置」17-MS-

115
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Seoul Semicondutor Co., Ltd./397/平成29年4月1日～平成29年9月30

日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Helmholtz Center Dresden Rossendorf, Germany) の締結につい

て_谷口
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION/379/平成29年4月1日～平成29

年9月30日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約に係る追加申込の受諾について（日本電子）「LaB6ナノワイヤエミッターの貸

与（追加貸与）」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（OSRAM GmbH/443/平成28年10月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（名古屋大学）「強磁場共用装置を用いたCaAgX (X=As,

P)における電子状態の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（クアーズテック株式会社/310/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社サイアロン/403/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（小松精機工作所/400/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社オキサイド/339/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Lextar Electronics Corporation/386/平成29年4月1日～平成29年9月30

日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Unity Opto Technology Co., Ltd./446/平成29年4月1日～平成29年9月

30日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Unity Opto Technology Co., Ltd./455/平成29年4月1日～平成29年9月

30日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（大阪府立大学）「緻密なSi-O-C(-H)セラミックスの作

製」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて(堀内千恵子様） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（慶応義塾大学）「外科用2成分系組織接着剤の神経接合

部表面、生体腱接合部表面への接着及び周辺組織に対する癒着防止効果の検証」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
プログラム提供に関する合意書の締結について（旭化成株式会社）「LabVIEW実行環境用のプロ

グラム」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日立金属株式会社）「高変形能Mg-Mn-X三元系合

金の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（LG Innotek Co., Ltd/409/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（デンカ株式会社/316/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（デンカ株式会社/399/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（デンカ株式会社/412/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（信州大学）「シルク材料表面の解析」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社井上製作所/382/平成28年10月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社村田製作所/340/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（シーシーエス株式会社/431/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (GIA Tokyo, Japan) の締結について_寺地 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 国際学術連携覚書（MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（九州大学）「半導体ガスセンサ材料の基礎物性と高性能

化に向けた材料設計に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約書 （東北大学) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（長岡技術科学大学）「マグネシウム合金」17-MS-113FS 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（千代田インテグレ株式会社）「銅－鉄合金の抗

菌性・耐食性評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（High-End Ltd.）「To judge whether Company is willing to be

licensed TMS-238」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（日亜化学工業株式会社/421/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（株式会社光波・株式会社タムラ製作所/434/平成29年4月1日～平成29年

9月30日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持及び知的財産の取り扱いに関する契約（無資金型）の締結について（金属系材料研究開発

センター、他4者）「三次元金属積層造形における新合金開発のための合金設計シミュレーション

技術の研究開発」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ベンチャー 10年間の設備等の貸付に係る通知文書（NIMSベンチャー認定企業　株式会社E-Crystal） 事業展開室 20180401 10 20280331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京大学）「強磁場計測とデータ解析技術の融合による

エネルギーデバイス材料評価手法の確立」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Caltech, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（三菱日立パワーシステムズ／東北大学）「MHプロセ

スを活用したニアネット鍛造技術の実証_SIP B26」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（株式会社サイアロン）「サイアロン系蛍光体の効率向

上」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（三菱瓦斯化学株式会社）「将来社会の設計及び

技術的課題に関する分析」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（スタンレー電気株式会社/365/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（双葉電子工業株式会社/347/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 物品
【共同研究】 平成２７年度マルチサポート戦略事業（オリンピック競技「Ｂ　研究開発プロジェ

クト」）に係る物品の借受書について
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Addendum and Amendment to Agreement の締結について（Material Phases Data

System(MPDS））「LPF 2015 Database」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料提供に関する変更合意書の締結について（日立化成）「ドーパミンコポリマ―の研究試料

をNIMSがコンクリート補修材として評価するため」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（シチズン電子株式会社/464/平成28年7月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（日東電工）「NIMSの所有する高分子メソ多孔体のサンプルを日東

電工が開発中の製品に適用する可能性および本サンプルの貸与可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約の締結について（京セラ株式会社）「ナノメカニカル膜型表面応力センサ

（MSS）用標準モジュールシステムの改良」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Everlight Electronics Co Ltd/388/平成29年4月1日～平成29年9月30

日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Collaboration Research Agreement の締結について（Saint-Gobain Recherche）「Degradation

of functional stack induced by diffusion within sputter deposited thin layers」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MSS
嗅覚データ解析プラットフォーム（フェーズ３）サービス申込書の提出について（日本電気株式会

社）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書 Amendment 1 to Master Research Agreement の締結について（Rolls-Royce PLC） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
プログラム使用許諾契約の締結について（伊藤忠テクノソリューションズ）「結晶塑性有限要素解

析用ユーザー材料サブルーチン」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 物品
【共同研究】 平成２３～２４年度チーム「ニッポン」マルチサポート事業及び平成２５～２６年

度 マルチサポート事業に係る物品の無償貸付申請書について
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日本鋳鍛鋼）「タービンロータ材のクリープ応力負

荷による脆化挙動の解明」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（同志社大学）「マグネシウム基合金複合材およびその製造方法

（仮）」17-MS-109S
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（新日鐵住金株式会社）「冷間加工を模擬した成

形ひずみ付与に伴う集合組織の発達と異方性の評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（シャープ株式会社/350/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（華為技術日本）「ホルムアルデヒドなどを検知するＶＯＣセンサに

関する共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施

業務実施契約の締結について（ボストン・サイエンティフィック ジャパン）「各種ステントを用

いた細胞培養によりステント上に付着した内皮細胞接着分子物質の観察とステント材料の違いによ

る影響の評価」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 生物遺伝資源提供同意書の提出について（東北大学医用細胞資源センター） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 NIMS蛍光体特許許諾契約の延長契約の締結について（シャープ株式会社） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（DIC株式会社）「低結晶性研究試料のTEM観

察」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（京都大学他、全９者）JST／ACCELプログラム：研究課題名「元素

間融合を基軸とする物質開発と応用展開」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（宇宙航空研究開発機構／大阪大学）「FSWによるセラ

ミックスとチタンの接合に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 秘密保持
承諾確認書の提出について（株式会社豊田自動織機）「共同研究契約に基づく秘密情報の第三者へ

の開示」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（高エネルギー加速器研究機構）「ダイヤモンドデバイス

の加速器研究および放射線計測応用」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（住友精化株式会社）「ナノメカニカル膜型表面応力セ

ンサの標準ガスに対する感度の精密評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社神戸製鋼所／株式会社ジャパンスーパーコ

ンダクタテクノロジー）「Cu-Zn基材によるNb3Sn短尺線材の試作・評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（京都大学）「強磁場共用装置を用いた高温超伝導MRI用

マグネットにおける磁場安定化システムの開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（名古屋大学）「強磁場共用装置を用いたSmSにおける電

子状態の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
見積書の発行について（宇宙航空研究開発機構）業務実施「平成２９年度　固体燃焼実験装置開発

における隙間腐食試験結果の解析作業」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（矢崎総業株式会社）「CNT複合材料の電気抵抗

評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書 綿由来セルロースナノ結晶粉末購入に係る覚書の締結について（フイラーバンク株式会社） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (CNRS C2N, France) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（アトーテック株式会社/335/平成29年4月1日～平成29年9月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（神奈川県立産業技術総合研究所、他3者）「感光性

SAMを用いたケージド細胞培養基板の実用化とエレクトロニクス材料への展開」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約の締結について（ジヤトコ株式会社）「ZnOコーティングを施した低摩擦鋼球」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（パナソニック）「Spectrum画像の自動数値化

software（G-Numerator）の技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 裁判 第２準備書面の提出について（ダイソル リミテッドに対する仲裁判断取消申立事件） 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書 産学連携業務に関する覚書の締結について（リンカーズ株式会社） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施 業務実施契約の締結について（住友電気工業株式会社）「超硬質材料の作製及びその特性評価」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

Fundamental Rｅｓｅａｒｃｈ Aｇｒｅｅｍｅｎｔ（資金受領型）の締結について（LGE）

「Research of single particle analysis method based on NIMS original idea, and development

of original optical measurement instrument enabling advanced characterization of C3 material

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
知財合意書（第２版）の締結について（三菱電機株式会社他、全７者）「NEDO高温超電導実用化

促進技術開発／高温超電導高安定磁場マグネットシステム技術開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（三菱伸銅株式会社）「銅合金の抗菌特性評価手法の

開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約の締結について（キリン）「粘土Ｃの貸与」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（カワハラ技研）「甲のSOMA素材にかかわる電池等への使用可能性

の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（アート科学）「第４世代SiC繊維と湿式界面層の開

発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（エア・リキード・ラボラトリーズ）「窒化ガリウム

（ＧａＮ）の結晶性及び欠陥評価法とフッ素系ガスによるＧａＮ表面処理技術に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（Granta Design Limited/391/平成29年1月1日～平成29年6月30日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

Memorandum of Understanding（資金受領型）の変更契約の締結について（Air Liquide

Laboratories）「Extention of the contract term for deposition and characterization of titanium

nitride (TiN), titanium oxide (TiO2) or tungsten (W) thin films produced by sputtering using

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
共有特許の第三者許諾に関する事前通知文書の発行について（ハリマ化成）「第三者への実施許諾

に関する事前通知について」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書
Annual Sheet 2017の締結について（LINKプログラム：SAINT-GOBAIN KK／CNRS）

「Improvement of metal clusters properties and synthesis of composite films」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（九州大学／理化学研究所）「新物質構造探索のための第

一原理計算結果DB構築とそれに必要な多数のジョブを効率的に処理するための環境整備に関する

研究」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（株式会社山本科学工具研究社/326/平成29年4月21日～平成29年10月20

日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（東芝／エア・リキード・ラボラトリーズ）「ＧａＮの結晶性及び欠

陥評価法、フッ素系ガスによるＧａＮ表面及び界面処理技術に関する共同研究実施の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Second Amendment (CRA)の締結について（Yantai Shougang Magnetic Materials Inc.）

「Research on Microstructure of HRE-Free sintered Nd2Fe14B magnet with high coercivity」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 知財合意書
知財合意書の締結について（産業技術総合研究所）「NEDO未踏チャレンジ2050／磁気－熱－電気

間相互作用の体系的解明と新原理デバイスの開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Individual Agreement (CRA) の締結について（日本ロレアル株式会社）「Characterization of

cosmetic pearl particles」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Individual Agreement (CRA) の締結について（日本ロレアル株式会社）「Feasibility study of

photonic rubber coating for hair」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Tsinghua University, China) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（東芝メモリ株式会社）「多結晶体の粒径分布評価技

術の高信頼化のための技術検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 国際学術連携覚書（MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（宇宙航空研究開発機構）「デブリ除去用EDT電子源

に適用可能なカーボンナノチューブエミッタの試作と評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許の実施許諾に関する合意書の締結について（神奈川県立産業技術総合研究所）「文部科学省地

域イノベーション・エコシステム形成プログラム／『貼るだけ人工膵臓』の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約締結同意書の提出について（東北大学／近畿大学／筑波大学／兵庫県立大学）「SIP

革新的構造材料：新合金開発基盤」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約期間延長契約の締結について（日本臓器製薬）「「ビタミンB-12局所徐放製剤を用

いた末梢神経再生」に関する技術の評価と市場性調査、及び製剤化のための共同研究可能性の検

討」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学他2者_TIAかけはし）「実験とデータ科学の融

合によるマルチマテリアル接着剤の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Collaborative Research Agreement の締結について（Saint-Gobain Ceramics and Plastics）

「Advanced Characterization of Ceramics materials (AAC)」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ベンチャー NIMSベンチャー企業の認定および覚書の締結について（合同会社アキューゼ） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ベンチャー
NIMSベンチャー企業の認定および覚書の締結について（株式会社マテリアルイノベーションつく

ば）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

Collaborative Research Agreement の締結について（Saint-Gobain）「Adhesion and

Anticorrosion Polymer for Ceramic Grains: Dopamine and Tannic Acid for Ceramic Grains

(ADH-DTC)」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「リチウムイオン電池電解

液溶媒の和周波分光測定に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究費確認書の提出について（京都大学） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究延長契約の締結について（日油株式会社）「カテコール基含有ハイドロゲルの医療機器へ

の適用可能性検証」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書
材料評価に関する覚書の締結について（JNC石油化学）「甲が提供する有機半導体材料についての

材料評価試験」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談 技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（デンカ）「W単結晶成長の実証試験」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「生物由来被膜材の金属防

錆膜の可能性研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「表面X線散乱法による金

（１１１）単結晶表面上への銅電解析出過程のその場観察」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書
覚書の締結について（教育研究機関化学物質管理ネットワーク）「ACSES化学物質製品データベー

スのデータの提供」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（三菱重工業株式会社）「光学的ひずみ計を用いた高

温環境下でのセラミックス容射皮膜の機械特性評価に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 生物遺伝資源提供同意書の締結について（理化学研究所バイオリソースセンター） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日産化学工業株式会社）「自己組織化機能性材料の

合成と配向制御」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（ローム株式会社）「Cuと可撓性放熱材料の低

温直接接合」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（日本規格協会）「ねじり鉄線及びねじり鉄線溶

接金網の、実験計画法に基づいたJIS規格値設定に関する材料試験」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（株式会社リガク）「機械学習を使ったX線回折データ

照合・解析システムの開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
確認書の締結について（東ソー株式会社）「スパッタリングターゲットを用いて製膜した薄膜の評

価検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
確認書の締結について（旭化成株式会社）「特別試験研究費税額控除制度の適用手続き／膜型表面

応力センサー（MSS）に関する共同研究費」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書
確認書の締結について（旭化成株式会社）「特別試験研究費税額控除制度の適用手続き／化学

MOPの運用に関する覚書」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 知財合意書

知財合意書の締結について（電力中央研究所／海洋研究開発機構）「ＩｏＴを活用した新産業モデ

ル創出基盤整備事業／ＩｏＴの社会実装推進に向けて解決すべき新規課題に関するシステムの開発

／気象情報に基づく橋梁の大気腐食モデル開発」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社ＤＮＰファインケミカル）「相手先が探している新規材料

に関し連携の可能性を検討するため」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約の締結について（LIXIL）「中空粒子含有アエロゲル粉末」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ベンチャー
NIMSベンチャー事業報告書および事業計画書について（株式会社E-Crystal）「第３期事業報告

書・第４期事業計画書」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書
期間延長に関する覚書の締結について（株式会社神戸製鋼所／株式会社ジャパン スーパーコンダ

クタ テクノロジー）「Cu-Zn基材によるNb3Sn短尺線材の試作・評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（東邦大学）「点欠陥からの透過性･吸蔵性のガスの放出測定装置

（仮）」17-MS-118S
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 連携・協力に関する覚書（MOU）にかかる変更契約書締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（宇宙航空研究開発機構）「平成２９年度　宇宙用材

料データの取得に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
第３四半期分支出状況報告書の提出について（科学技術交流財団）共同研究「知の拠点あいち重点

研究プロジェクト」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（株式会社bulb）「エレクトロクロミック材料（有機／金属ハイ

ブリッドポリマー）を用いたエレクトロクロミックデバイス」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（EAファーマ）「甲が乙から特許（架橋ゼラチン誘導体粒子を含む

創傷被覆材）に関する技術情報の開示を受け、外用剤の臨床開発に関する共同研究の可能性検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（キヤノンオプトロン）「電解質焼結体のイオン伝導度測定に関する

技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
業務実施契約の締結について（宇宙航空研究開発機構）「平成29年度金属材料に対する隙間腐食試

験結果の評価作業」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許権使用に関する通知について（Rolls-Royce plc)　No.366 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約の締結について（デンカ）「気孔率とポア形状を揃えたメソ多孔体シート」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施料の配分通知について（三菱ケミカル株式会社） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Technion, Israel) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
変更契約の締結について（東京工業大学）「ガス加熱トライオードプラズマＣＶＤ技術によるSi表

面パシベーション及びSiヘテロ接合太陽電池の試作」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（NTTアドバンステクノロジ）「SWCNTの２探

針距離依存AFM計測」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（Xiamen University）「Synthesis and characterization

of phosphors for lighting and displays」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書 覚書の締結について（EAファーマ、鹿児島大学）「組織接着性多孔質膜の開発および効力評価」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 連携ラボ
Agreement for Establishing Technical Laboratoryの締結について（Cameca Instruments, Inc.／

Ametek Co., Ltd.）「3D Atom Probe Technical Laboratory」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 連携・協力に関する覚書（MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (KU Leuven, TU Wien) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 見積書の発行について（株式会社LIXIL）研究試料貸与契約「中空粒子含有アエロゲル粉末」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社トクヤマ）「シリカエアロゲルの医療応用

（固体分散体）に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（株式会社シード／株式会社協真エンジニアリング）「甲及び丙が行

うコーティング技術や新素材を利用するコンタクトレンズの高品質化に関する共同研究及び甲の製

造ラインで使用するプラズマ処理装置の設計仕様について、甲乙丙で協議を行うため」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（OSRAM Opto Semiconductors GmbH/450/平成28年10月1日～平成29

年9月30日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（ＤＩＣ株式会社）「FIB-SEM及びTEMによる先端ナノ

材料の観察・解析技術の高度化」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「酸化亜鉛コーティングの

エンジン適用に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 物品
【共同研究】平成２３～２４年度チーム「ニッポン」マルチサポート事業及び平成２５年度マルチ

サポート事業に係る物品の借受書について
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（多木化学株式会社/368/平成29年1月1日～平成29年12月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（マレーシア工科大学）「Fabrication and

characterization of electrospun reduced graphene oxide/Pt-Pd/CeO2 nanocomposite catalyst

for DMFC」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Collaboration Research Agreement の締結について（Saint-Gobain Ceramics and Plastics）

「Microstructure Orientation by Magnetic Field of SiC (SIC)」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許権等実施変更契約書の締結について（多木化学株式会社）「魚麟由来コラーゲンゲルとその作

成方法他」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（島津製作所）「コンクリート内鉄筋腐食感知に関する共同研究の可

能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社）「成

膜装置を用いて作製するトンネル磁気抵抗効果(TMR)膜の物理構造解析に関する研究連携の可能性

の検討」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
実施許諾変更契約書の締結について（株式会社ノベルクリスタルテクノロジー）「ＭＢＥ法による

Ｇａ２Ｏ３系単結晶膜育成技術に係る特許の特許実施許諾契約」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（千代田インテグレ株式会社）「銅－鉄合金の抗

菌性・耐食性評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許権の独占的使用料に係る債権発生通知書の発行について（Rolls-Royce plc)　No.366 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京工業大学）「強磁場共用装置を用いた有機伝導体に

おける電荷輸送特性、磁気特性の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京理科大学）「ガスセンサ及びそれに関係する触媒の

機能発現に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（兵庫県立大学）「強磁場共用装置を用いた有機伝導体に

おける磁気特性及び輸送特性の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Amendment#3 to Individual Agreement の締結について（日本ロレアル株式会社）「Feasibility

study of Humidity Responsive Shape memory polymer for Hair」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（新潟大学）「超高圧・強磁場下の超伝導材料特性の評価

と要素技術の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（大阪大学）「強磁場共用装置を用いた有機伝導体におけ

る磁気特性、輸送特性の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（富士通株式会社）「大規模マイクロマグネティックシ

ミュレーターによる磁石の磁化過程の研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 橋渡し 「橋渡し研究機関」の取り組み状況及び有効期間の更新希望について（NEDO） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（Thammasat University）「Technical

consultation on the fabrication and characterization of plasmonic nanofocusing structures」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION/379/平成29年7月1日～平成29

年12月31日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（理化学研究所／信州大学）「DNAソフト界面の特性を活

かしたバイオマテリアルの創製」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（公益財団法人日立金属・材料科学財団_大村孝仁） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Forschungszentrum Juelich, Germany) の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Rensselaer Polytechnic Institute, USA) の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京大学物性研）「強磁場共用装置を用いた有機伝導体

における磁気特性の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU Letter of Intentの締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「多バンド型多成分超伝導体の分

数量子磁束の探索に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 連携・協力に関する協定の有効期間の延長に関する合意書（国立高等専門学校機構） 事業展開室 20180401 10 20280331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（芝浦工業大学）「原子層堆積法を用いたGaNパワーデバ

イス絶縁膜の研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約の締結について（鹿児島大学）「架橋疎水化ゼラチンからなる創傷被覆粒子」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（高知大学）「強磁場共用装置を用いた固体NMR測定技

術における半整数四極子核固体NMR法の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（宇宙航空研究開発機構）「平成29年度　非破壊検査

によるロケットエンジン累積損傷度測定技術の研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（日立金属株式会社）「自己修復機能を持つセラミックスに関する研

究連携の可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（富山大学）「高分子コーティングによる医用材料表面の

最適化」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Vanderbilt University, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾契約の締結について（豊田合成株式会社）「βサイアロン蛍光体デバイス」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（京都大学）「標準的分析試料を利用した分析精度の検

討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の延長覚書の締結について（宇部マテリアルズ株式会社）「Mg系材料及びCa系材料

の生体材料への適用の可能性検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究開発変更契約書（第３回）の締結について（信州大学）「高性能濾過フィルターの電子顕

微鏡による構造解析」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（千葉大学）「強磁場共用装置を用いた固体NMR測定技

術における放射性廃棄物ガラスの構造の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（北見工業大学）「希土類添加透光性アルミナ多結晶体の

創製」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Stanford University, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持誓約書の提出について（三井金属鉱業）「三井金属鉱業より提出された光触媒の電気化学

測定評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（筑波大学）「有機マイクロディスクアレイおよびその製造方法」

17-MS-120
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京理科大学）「非破壊可逆電気コンタクトプローブの

性能評価と改良」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
業務実施契約の締結について（三井金属鉱業株式会社）「甲開発の光触媒を用いた光電極の可視光

での性能評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「Ⅲ－Ⅴ族半導体上の界面制御技

術に関する基礎的検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 要領
国立研究開発法人物質・材料研究機構外部機関における活動に伴う共同研究契約実施要領の制定に

ついて
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
見積書の発行について（電力中央研究所）共同研究契約「ガスタービン用単結晶Ni基超合金の損傷

劣化評価基盤技術の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社シード）「プラズマ技術を用いたコンタク

トレンズの親水化」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社シード）「化学架橋やグラフト化による高

性能コンタクトレンズの製造」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
予算変更承認申請書の提出について（科学技術交流財団）「知の拠点あいち重点研究プロジェクト

／燃料電池フォークリフト用充填装置と水素製造触媒装置の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書
解約覚書の締結について（日立化成株式会社）「甲が保有するドーパミンコポリマーの研究試料を

乙がコンクリート補修剤として評価する目的」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（電力中央研究所）「ガスタービン用単結晶Ni基超合

金の損傷劣化評価基盤技術の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（森村商事株式会社）「甲の技術マーケティング及び乙の研究トピッ

クに関する連携の可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「ナノシートを利用したリ

チウムイオン電池の性能制御技術の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）「相手先が保有する油田随伴水

試料を用いたNIMSが保有する可燃性ガス吸着材の評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（ROLLS-ROYCE plc/333/平成29年8月22日～平成30年1月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（神戸大学）「強磁場共用装置を用いた多極子伝導物質に

おける電子状態の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（レカムＢＰＯ株式会社）「甲の研究業務の乙への業務委託の可能性

の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（西安交通大学）「High performance lead-free piezoelectric

materials」16-MS-069
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社村田製作所）「化学的熱的粉砕技術」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（ＴＤＫ株式会社）「磁気抵抗効果素子及びその製造方法」17-MS-

133
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（電気通信大学）「遷移金属ダイカルコゲナイド単層膜の

形成技術に関する基礎的検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
変更契約の締結について（住友電気工業株式会社）「オパール薄膜による光デバイスパッケージの

ひずみ可視化の可能性検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（シャープ株式会社）「波長変換部材、発光装置、および波長変換部

材の製造方法」17-MS-131
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（理化学研究所）「強磁場共用装置を用いた磁気トルクを

利用した有機三角格子系における量子スピン液体状態の研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
知財合意書の締結について（産業技術総合研究所／国立環境研究所／千葉大学）「JST未来社会創

造事業『リマンを柱とする広域マルチバリュー循環の構築』プロジェクト」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 秘密保持契約の締結について（三菱重工業株式会社）「共同研究の可能性の検討」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Chicago, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (南洋理工大学, Singapore) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（奥羽大学）「歯科医療用チタン破折機構の解明及び防止

法の提案」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「次世代ゲートスタック材料の開

発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
特許共同出願契約の締結について（三菱重工業株式会社）「損傷状態判定装置、損傷状態判定方

法、プログラム」17-MS-129
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
オープンラボ技術提供・指導契約の締結について（東芝ナノアナリシス株式会社）「電子顕微鏡ス

テーションオープンラボプログラムによる電子顕微鏡技術提供・指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持変更契約の締結について（信州大学他、全10者）「JST革新的イノベーション創出プログ

ラム（COI STREAM）実施のため」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（静岡大学）「ナノ分散によるSOFC空気極材料の高活性

化に向けた構造解析」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 秘密保持契約の締結について（ソフトバンク株式会社） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（東京農工大学）「新規DNAアプタマーの開発」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施 業務実施契約の締結について（名古屋大学）「Hf-Si-O系絶縁膜の特性評価」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（東京医科歯科大学）「生体活性コーティング手法」18-MS-002S 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Gwangju Institute of Science and Technology, Korea) の締結に

ついて_谷口
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

Joint Development Agreement の締結について（HGST Japan, Ltd.）「Research on the

specifications of the recording head and the media in Microwave Assisted Magnetic Recording

(“MAMR”) 」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（無資金型）の締結について（日本電気株式会社／茨城県立中央病院）「最先端嗅覚

センサおよび最先端データ解析技術の呼気医療診断への応用可能性の検証－嗅覚センサを用いたが

ん検診手法の確立」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（ＢＡＳＦジャパン株式会社／日立化成株式会社）「日立化成が所有

するドーパミンコポリマーをコンクリート構造物等に適用する可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社新光化学工業所/351/平成29年7月1日～平成29年12月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（住友精化株式会社）「ガスを含有する材料の設計、

作製、改良及び特定用途での実用化推進」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（室蘭工業大学）「耐熱性被覆層を有するステンレス鋼部材およびそ

の製造方法」17-MS-134
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 ソフトウェア評価用使用許諾契約書の制定について（ソフトウェア「Zmeam」） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（鈴鹿工業高等専門学校）「機械学習を用いた生体・材料

関連各種判定評価システムの構築」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 MOU 事前確認書の発行について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Samsung Electronics Co., Ltd./331/平成29年6月1日～平成29年12月30

日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金等の受け入れについて（Office of Naval Research Global／ONRG） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（東芝メモリ株式会社）「高分解能EELSの半導体材

料への展開」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
変更契約の締結について（株式会社東芝）「ワイドギャップ半導体材料SiCのデバイス応用のため

の特性解析」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談 技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（造幣局）「七宝釉薬の比表面積測定」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談 技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（造幣局）「七宝釉薬の電子顕微鏡観察」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の期間再延長に関する覚書３の締結について（三菱製紙株式会社）「相手先の開発し

た不織布のNIMSのキャパシタへの適用に関する研究連携の可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（無資金型）の締結について（淡路マテリア株式会社／株式会社竹中工務店）「Fe-

Mn-Si基耐疲労合金の溶接型制振ダンパーの実用化課題に関するプロセス技術開発と次世代合金成

分検討」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（富士通、理化学研究所、他）「文部科学省：ポスト『京』で重点的

に取り組むべき社会的・科学的課題に関するアプリケーション開発・研究開発／基礎科学のフロン

ティア－極限への挑戦（基礎科学の挑戦－複合・マルチスケール問題を通した極限の探求）」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京大学）「加圧二酸化炭素ガス暴露下でのコンクリー

ト及び埋設鉄筋の劣化解析」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（アズビル株式会社）「樹脂上へのガスバリア層

の形成」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（JST ALCA事業：大阪大学／四国総合研究所／福井工業大学／荏原

工業洗浄）「磁気分離装置（仮称）」17-MS-108
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究変更契約の締結について（日本電気株式会社）「甲の開発した異種混合判別モデルおよび

組み合わせ属性生成法、並びに一般的なデータ解析技術のナノメカニカル膜型表面応力センサデー

タへの適用可能性評価」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約の締結について（高輝度光科学研究センター）「PIXIAを用いた２次元画像処理

の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京大学）「強磁場共用装置を用いた分子性導体・磁性

における磁気特性の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書
覚書の締結について（株式会社インキュビット）「学習済モデルとモデルの学習結果レポートとを

納品する業務」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所／理化学研究所）「微細トランジス

タの量子機能素子への応用検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術指導契約の変更に関する覚書の締結について（株式会社ＡＤＥＫＡ）「原子層堆積（ALD）法

で成膜した膜のデバイスの作製及びその電気特性評価に関する技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社豊田自動織機）「第一原理計算による

蓄電池材料のシミュレーション技術の取得」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
業務実施契約の締結について（株式会社村田製作所）「マテリアルキュレーションによる新規高誘

電率材料の探索指針の設定」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 連携研究契約の締結について（大阪大学）「情報統合型物質・材料開発：材料の構造探索」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Southern California, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU
「国立大学法人北海道大学と独立行政法人物質・材料研究機構との間における 連携協力の推進に

係る協定書」変更契約書（北海道大学）
事業展開室 20180401 10 20280331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Sheffield, UK) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（大連理工大学）「Basic research for improvement of

mechanical properties and deformation behavior in β titanium alloys」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Prinston University, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（旭化成株式会社）「有機／金属ハイブリッドポリマー（青

色）」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（日本電気株式会社／筑波大学）「ナノメカニカル膜型

表面応力センサ(MSS)を用いた呼気成分分析による肺がんスクリーニング手法の確立」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Transfer Agreementの締結について（Whitehead Institute for Biomedical

Research/Addgene）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
参加研究員等に関する変更に係る通知書の提出について（産業技術総合研究所）「超電導を応用し

た革新的ビジネスモデルに関する調査研究Ⅱ〔ＡＣ型〕」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社大阪合金工業所）「新しい超伝導用ブロン

ズ合金の研究開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
変更契約の締結について（宇宙航空研究開発機構）「宇宙及び地上実験による材料物性データの学

術・産業分野における活用のためのデータベース化に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（グンゼ株式会社）「分解性高分子ナノコンポジット

のナノーミクロファイバーアーキテクトの医療応用」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社ＮＢＣメッシュテック）「メソポーラス担

体を用いた触媒担持フィルタの開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究の実施に係る承諾書の提出について「平成３０年度東北大学電気通信研究所／共同プロ

ジェクト研究公募」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（住友精化株式会社）「ナノメカニカルセンサを用いた加湿型高感度

アンモニア検出（仮）」18-MS-019
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（神戸学院大学）「バイオ医薬品の膜透過を促進する機能

性材料の創製」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Istanbul Technical University, Turkey) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（住友電気工業株式会社）「ビスマス系線材の特性評

価に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（株式会社プローブ工房）「固体ＮＭＲプローブの開発

と試作」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 出版 共同出版契約（Empa）の債権発生通知書発行について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（住友電気工業株式会社／住電半導体材料株式会社）「m面自立窒化

ガリウム基板を用いて窒化物系化合物半導体素子を試作し、実用可能性データベースを作成する可

能性の検討」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「コアテーマ名：電池／マ

テリアルズ・インフォマティクスを用いた全固体電池の最適化及び材料探索」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
変更契約書の締結について（宇宙航空研究開発機構）「平成２９年度　宇宙用材料データの取得に

関する研究（先進材料）」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（日本化薬株式会社）「重合性組成物及びその硬化物」18-MS-021 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（ＮＢＣメッシュテック）「貴金属ナノ粒子担持多孔質酸化鉄触媒体

（仮）」
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（株式会社高純度化学研究所）「スパッタ成膜におけるパーティクル

測定に関する技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「A-STEP産業ニーズ対応タイプ

／ナノブロック高次秩序化による配向性ナノ構造体の開発と表面ドーピングによる高機能化」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（土木研究所）「コンクリート構造物の目視困難な損傷・

変状に対する先端技術を用いた状態把握の適用性と性能評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（JST_株式会社マイクロフェーズ/296/平成29年7月1日～平成29年12月

31日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導 技術指導契約の締結について（東レ株式会社）「異種材料接合技術開発に関する技術指導」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（LUMENS. Co., LTD/395/平成29年4月1日～平成29年9月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（東洋インキＳＣホールディングス株式会社）「乙（NIMS）が保有

するフラーレン集合体等のナノ構造体に関する技術の各種応用への可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

Multi-Party Non-Disclosure Agreement の締結について（Rolls-Royce plc／University of

Sheffield）「the characterisation of experimental niobium silicide alloys in order to investigate

the possibility of undertaking collaborative research activities」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究に関する協定書（無資金型）の締結について（日本電信電話株式会社）「SiC上グラフェ

ンの界面構造の解析」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（上智学院／高エネルギー加速器研究機構）「MgB2超伝

導線材および撚線の劣化メカニズム評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
同意書の提出について「SIP『革新的構造材料』耐熱合金のMIに関する連携に関する相互秘密保持

規約」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（広島大学）「X線分光法を用いた遷移金属水素化物の電

子状態・磁気状態の研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
オープンラボ技術提供・指導契約の締結について（太陽誘電株式会社）「電子顕微鏡ステーション

オープンラボプログラムによる電子顕微鏡技術提供・指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約書２（資金受領型）の締結について（奥地建産株式会社）「太陽光発電システム

の基礎・架台の長寿命化のための腐食対策技術の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（名古屋工業大学）「高圧ねじり加工によるホイスラー型

熱電材料の結晶粒微細化」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（岩手大学）「二次元炭化水素の創製および新規炭素-水

素結合の研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（北海道大学）「高圧下における芳香族化合物の安定性と

化学反応」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（理化学研究所）「スキルミオンの電気的操作手法の

開拓」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東北大学）「マントル鉱物および金属鉄合金の静水圧下

および髙水素圧下での構造と物性」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（島根大学）「３次元X線トポグラフによるダイヤモン

ド・アンビルの欠陥評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾契約の継続の承認について（シーシーエス株式会社） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 覚書
連携センター設置に関する覚書の再変更について（日本電子株式会社）「NIMS-JEOL計測技術研

究センター」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Transfer Agreement (University of Texas at Austin, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU
物質・材料研究機構、産業技術総合研究所、宇宙航空研究開発機構の三独立行政法人による非破壊

信頼性評価研究に関する研究協力協定に関する合意書（MOU）の締結について
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（東京大学）「Fe-Zn系金属間化合物の高圧相変態」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（兵庫県立大学）「超高圧X線回析とラマン分光を用いた

固体水素III相の構造と金属化に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
オープンラボ技術提供・指導契約の締結について（三菱マテリアル株式会社）「電子顕微鏡ステー

ションオープンラボプログラムによる電子顕微鏡に係わる技術の提供・指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（JST_株式会社フルヤ金属/253/平成29年7月1日～平成29年12月31日） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約の権利義務の承継について（東芝メモリ株式会社） 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社ティー・オール）「貴金属材料の作製およ

び機能発現の研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 変更契約の締結について（東京大学／株式会社豊田自動織機）「高機能電解液に関する研究」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社デンソー）「材料の微視組織を制御する鍛

造技術開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
変更契約の締結について（一般財団法人電力中央研究所）「先進超伝導線材の組織と特性の関係解

明」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（ソフトバンク株式会社）「リチウム空気二次電池の

成層圏プラットフォーム用電池への応用」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
変更契約の締結について（三井物産株式会社）「NIMSが所有するアンモニア合成の触媒技術に関

し、同技術を介した商内構築の可能性を検討する」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（株式会社bulb）「エレクトロクロミック材料（有機／金属ハイ

ブリッドポリマー）を用いたエレクトロクロミックデバイス／シアン及びマゼンタ」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 事前確認書の発行について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（理化学研究所）「機械学習を応用した材料データのデー

タベース（DB）化手法、及びテキストデータマイニング（TDM）手法の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（長岡技術科学大学／住友電気工業株式会社）「マグネシウム合金時

効処理材とその製造方法」18-MS-001F
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の変更に関する覚書の締結について（トヨタ自動車株式会社）「エレクトロクロミッ

ク材料（有機／金属ハイブリッドポリマー）の要素技術検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Amendment No. 7 to Collaboration Research Agreement の締結について（Western Digital

Technologies, Inc.）「High Hc FePt Media」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究成果報告書の提出について（古河電気工業株式会社）「銅ナノ材料による物質・エネル

ギー変換機能創発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（シチズン時計株式会社）「時計外装部品用Ti系合金」17-MS-125 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（古河電気工業株式会社）「銅ナノ材料による物質・

エネルギー変換機能創発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ベンチャー
NIMSベンチャー認定企業からの報告書の提出について（ソフトフォトニクス合同会社）「第２期

事業報告書・第３期事業計画書」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（ＤＩＣ株式会社）「光触媒（助触媒）に関する

性能評価実施及び技術指導の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（トヨタ自動車株式会社）「希土類磁石（仮）」18-MS-016 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（株式会社タムラ製作所）「波長変換部材」18-MS-003 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（新潟大学）「Bi系層状合金における圧力誘起相転移の機

構解明を目指した構造物性研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約期間延長に関する覚書の締結について（京セラ(株)）「乙が有する装置を用いた、甲

の炭素材料の微細な構造観察に関する研究連携の可能性検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（黒崎播磨株式会社）「シリカ粒子のポーラス断熱材に関する研究連

携の可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（理化学研究所）「材料科学分野における人工知能技術と

シミュレーションの融合に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（株式会社タムラ製作所）「波長変換部材及び波長変換チップ」18-

MS-025
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（日本電子株式会社）「荷電粒子源の安定化手法」17-MS-124 事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（総合科学研究機構）「ダイヤモンド・アンビル・セルと

ガス圧力媒体を用いた高圧中性子回折実験技術の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（Wuhan Institute of Technology）「Synthesis of new

multiferroic materials and charecterization of their properties」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
完了通知書の提出について（東京電力ホールディングス株式会社）「腐食モニタリングセンサーの

開発　フェーズ１」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（三菱ケミカル株式会社）「交互吸着法、ＬＢ法及びスピンコート法

の３種類の成膜方法による酸化チタンナノシート成膜に関する技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 債権
優先交渉期間の対価に係る債権発生通知書の発行について（Samsung Electronics Co., Ltd.）

No.463
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究実績報告書の提出について（未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合）「NEDO未利

用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発／実用化に適した高性能なクラスレート焼結体の研究開

発」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「新規カルコゲン材料の開発と

光・電子デバイスへの応用」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（JST_Ross＆Catherall Ltd/282 346/平成29年1月1日～平成29年12月31

日）
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（東芝エネルギーシステムズ株式会社）「積層造形Ni

基超合金」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (IIT Madras, India) の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（富士化学株式会社）「高機能コロイド結晶膜材料の

開発に関する研究３」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（デンカ株式会社）「ICAP／単粒子診断法を利用し

た新規蛍光体材料の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (ShanghaiTech University, China) の締結について 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約書の締結について（高効率モーター用磁性材料技術研究組合）「NEDO次世代自

動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発／ナノ複相組織制御磁石の研究開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（デンカ株式会社）「磁場を用いたBNフィラー配向

制御による高熱伝導性シートの開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（デンカ株式会社）「新規高性能HfCナノワイヤ冷陰

極電子源の開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究変更契約の締結について（未利用熱エネルギー革新的活用技 術研究組合）「NEDO未利用

熱エネルギーの革新的活用技術研究開発／実用化に適した高性能なクラスレート焼結体の研究開

発」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
報告書の提出について（宇宙航空研究開発機構）「平成２９年度金属材料に対する隙間腐食試験結

果の評価作業」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（パナソニック株式会社）「データ科学を活用した材料開発手法に関

する技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約書１の締結について（三菱ケミカル株式会社）「蛍光体及びこれを用いた蛍光体組成

物、並びにこれらを用いた発光装置、照明装置及び画像表示装置」18-MS-026
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社村田製作所、国立研究開発法人産業技術総

合研究所）「封止デバイスの漏れ箇所の特定」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約書２の締結について（三菱ケミカル株式会社）「蛍光体及びこれを用いた蛍光体含有

組成物、並びにこれらを用いた発光装置、照明装置及び画像表示装置」18-MS-027
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究実績報告書の提出について（高効率モーター用磁性材料技術研究組合）「NEDO次世代自

動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
第４四半期分支出状況報告書等の提出について（科学技術交流財団）共同研究「知の拠点あいち重

点研究プロジェクト」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（スズカファイン株式会社）「疎水化タンニン酸の建材・インフラ塗

料添加剤への展開に関する研究連携の可能性の検討」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約の締結について（日油株式会社）「ポリフェノール基含有接着性高分子材料の合

成及び物性評価」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許権等実施契約の延長契約書の締結について（宇部興産株式会社）「αサイアロン蛍光体及びα

サイアロン蛍光体発光デバイス」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（米子工業高等専門学校）「Ⅹ線光電子分光スペクトル分

解ソフトウェアの開発およびそのロバスト性の検証」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 橋渡し
「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」に係る「橋渡し研究機関」の有効期間の更新につ

いての確認通知
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（東京製鐵株式会社）「不可逆的な内在遺物の積極的利用による表面

処理技術」
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（東京製鐵株式会社、日産自動車株式会社）「化成処理性に優れた熱

延鋼板」
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（ＴＤＫ株式会社）「Nd-Fe-B系焼結磁石の重希土類

拡散処理による保磁力向上メカニズム」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社FLOSFIA）「HVPE装置導入における

技術指導」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京大学）「超高圧下における無機化合物ならびに鉱物

の構造変化および軽元素流体との反応に関する研究」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（国立大学法人信州大学）「シルク材料表面の解析」 事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
見積書の発行について（日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社）業務実施「耐火材の共晶温度

試験」
事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
期間限定特許実施許諾に関する覚書の締結について（株式会社秩父富士）「βサイアロン蛍光体

LEDパッケージ」
事業展開室 20180401 30 20480331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

つくば応用超電導コンステレーションズ（ＡＳＣＯＴ）共同研究契約（一般型）の締結について

（産業技術総合研究所）「超電導を応用した革新的ビジネスモデルに関する調査研究Ⅲ〔ＡＣ

型〕」

事業展開室 20180401 5 20230331 電子 研究本館管理棟352室 事業展開室 廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 個人情報 個人情報ファイル関係
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20180401 5 20230331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 出張 出張 H29　招聘・依頼出張
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20180401 5 20230331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 服務 服務 委嘱、兼業依頼
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20180401 5 20230331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 服務 服務 研究会共催
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20180401 5 20230331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 服務 服務 Spring-8利用申請
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20180401 30 20480331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託 決裁文書管理ファイル
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20180401 5 20230331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 個人情報保護 個人情報 個人情報ファイル関係 事務部門長 20180401 5 20230331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 短期招聘 査証 平成２９年度　査証取得 事務部門長 20180401 5 20230331 紙 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 短期招聘 インターンシップ 平成２９年度　インターンシップ覚書 事務部門長 20180401 5 20230331 紙 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
ナノアーキテクトニク

ス研究推進
依頼出張 平成２９年度　依頼出張（依頼・回答） 事務部門長 20180401 5 20230331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
ナノアーキテクトニク

ス研究推進

申請書・証明書・承諾

書
平成２９年度　ナノアーキテクトニクス研究推進に係る申請書・証明書・承諾書 事務部門長 20180401 5 20230331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
委嘱 外部メンターの委嘱 事務部門長 20180401 10 20280331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
ナノアーキテクトニク

ス研究推進

申請書・証明書・承諾

書
平成２９年度　証明書等（軽微なもの） 事務部門長 20180401 5 20230331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業 平成２９年度　WPI アカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業 事務部門長 20180401 5 20230331 紙 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際研究拠点形成促進

事業費補助金事業
補助金 平成28年度国際研究拠点形成促進事業費補助金事業 事務部門長 20180401 5 20230331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
世界トップレベル研究

拠点プログラム（WPI)
アウトリーチ活動 平成２９年度　世界トップレベル研究拠点プログラム・アウトリーチ活動 事務部門長 20180401 5 20230331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 業績評価 表彰 平成２９年度　研究業績表彰候補者推薦書 事務部門長 20180401 5 20230331 紙 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程
統合型材料開発・情報基盤部門任期制研究者のうち特に部門長が命ずる者の呼称を定める達の制定

について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 30 20480331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 出張 「材料DPF戦略検討に係る意見交換会」への出席について（出張依頼）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄



統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 出張 職員の出張について(依頼)
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 出張 「材料DPF戦略検討に係る意見交換会」への出席について（出張依頼）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 出張 「材料DPF戦略検討に係る意見交換会」への出席について（回答）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 出張 「材料DPF戦略検討に係る意見交換会」への出席について（回答）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 委員会委員 材料データプラットフォーム戦略会議の委員長及び委員の指名について
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第1回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（依頼）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第1回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（回答）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第2回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（依頼）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第2回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（回答）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第2回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席及び講演について（依頼）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 「図書室における外部利用者の複写要領」の制定について(部門長達)
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 30 20480331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 図書室運営規程「図書資料業務の運営について」の一部改正について
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 30 20480331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第2回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席及び講演について（回答）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 委員会委員 材料データプラットフォーム戦略会議の委員の指名について
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第3回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（依頼）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第3回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（回答）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第4回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（依頼）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第4回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（回答）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「材料データプラットフォームセンター勉強会」への出席について(依頼出張)
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第5回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（依頼）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第5回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（回答）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 出張 職員の出張について(依頼）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第6回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（依頼）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第6回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（回答）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 出張 職員の出張について(依頼）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「材料データプラットフォームセンター勉強会」への出席について(依頼出張)
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 シンポジウム開催 MaDISシンポジウムでの講演について（依頼）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第7回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（依頼）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 シンポジウム開催 MaDISシンポジウムでの講演について（回答）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第7回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（回答）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第8回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（依頼）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第8回 材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（回答）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄



統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 シンポジウム開催 MI・計測 合同シンポジウムでの講演及び外国人研究者の招聘について（依頼）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 講演依頼 職員の出張について（依頼）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 シンポジウム開催 MI・計測 合同シンポジウムでの講演について（回答）
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 データセット貸し出し 統合型材料開発・情報基盤部門が管理する材料データセット貸し出し申請書および誓約書について MaDIS運営統括室 20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 データセット貸し出し 統合型材料開発・情報基盤部門が管理する材料データセット貸し出し申請書および誓約書について MaDIS運営統括室 20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 データセット貸し出し 統合型材料開発・情報基盤部門が管理する材料データセット貸し出し申請書および誓約書について MaDIS運営統括室 20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 データセット貸し出し 統合型材料開発・情報基盤部門が管理する材料データセット貸し出し申請書および誓約書について MaDIS運営統括室 20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 データセット貸し出し 統合型材料開発・情報基盤部門が管理する材料データセット貸し出し申請書および誓約書について MaDIS運営統括室 20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 共催等伺い MaDISシンポジウム開催における文部科学省名義の使用許可申請について MaDIS運営統括室 20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 共催等伺い 文部科学省名義の使用許可について（回答） MaDIS運営統括室 20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 共催等伺い 文部科学省名義を使用したMaDISシンポジウムの開催報告 MaDIS運営統括室 20180401 5 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター

デジタル

ライブラリ
研究者総覧プロフィール表示設定変更の申請書及び記載要領の制定について

材料データプラット

フォームセンター長
20180401 30 20480331 電子 材料データプラットフォームセンター

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター

デジタル

ライブラリ
外部サーバのファイアウォール設定変更作業の後払い申請について

材料データプラット

フォームセンター長
20180401 5 20230331 電子 材料データプラットフォームセンター

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 外部有償利用 平成29年度 自主事業 事務統括室 20180401 5 20230331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室
講師等の委嘱依頼（回

答の提出）
平成29年度 講師等の委嘱依頼（回答の提出） 事務統括室 20180401 5 20230331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 契約の締結 平成29年度 契約の締結等(1) 事務統括室 20180401 10 20280331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 講習会の開催等 平成29年度 講習会の開催等 事務統括室 20180401 5 20230331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 身元保証書等の提出 平成29年度 身元保証書等の提出 事務統括室 20180401 5 20230331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室
外部への出張依頼(依頼

と回答）
平成29年度 出張の依頼等 作製部署 事務統括室 20180401 5 20230331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 事故調査等 平成29年度 事故調査関係 事務統括室 20180401 10 20280331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 共同研究 平成29年度 共同研究関連 事務統括室 20180401 5 20230331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 外部からの出張の依頼 平成29年度 出張等の依頼等への回答 事務統括室 20180401 5 20230331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 部門長達関連 平成30年度 部門長達関連 事務統括室 20180401 30 20480331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 共用設備の指定等 平成29年度 共用設備の指名資料 事務統括室 20180401 10 20280331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 再委託 平成29年度 再委託　早稲田大学
窒化ガリウム評価基盤

領域 事務室
20180401 5 20230331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 再委託 平成29年度 再委託 豊田合成
窒化ガリウム評価基盤

領域 事務室
20180401 5 20230331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 再委託 平成29年度 再委託 産総研
窒化ガリウム評価基盤

領域 事務室
20180401 5 20230331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 再委託 平成29年度 再委託 筑波大学
窒化ガリウム評価基盤

領域 事務室
20180401 5 20230331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 再委託 平成29年度 再委託 東北大学
窒化ガリウム評価基盤

領域 事務室
20180401 5 20230331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 再委託 平成29年度 再委託 富士電機
窒化ガリウム評価基盤

領域 事務室
20180401 5 20230331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 業務の受託 平成29年度 業務の受託関連
窒化ガリウム評価基盤

領域 事務室
20180401 5 20230331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

微細構造解析プラットフォーム事務局
微細構造解析プラット

フォーム事務局
申請者リスト 微細構造解析プラットフォーム申請者リスト

微細構造解析プラット

フォーム事務局
20180401 10 20280331 電子 微細構造解析プラットフォーム事務局

微細構造解析プラット

フォーム事務局
廃棄



総務部門 総務室 個人情報 個人情報ファイル関係 総務室総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 番号のみ取得 CSIRT担当者の指名について（案） 総務室 20180401 10 20280331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書 平成29年3月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書の発行について 総務室 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書 平成29年4月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書の発行について 総務室 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書  平成29年5月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書の発行について 総務室 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書 国立研究開発法人物質・材料研究機構情報セキュリティ委員会委員の指名について 総務室 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書 平成29年6月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書の発行について 総務室 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 番号のみ取得 ＣＩＳＲＴの指名・指名解除について（案） 総務室 20180401 10 20280331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書 平成29年7月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書の発行について 総務室 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書 平成29年8月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書の発行について 総務室 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書 平成29年9月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書の発行について 総務室 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書 平成29年10月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書の発行について 総務室 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書 平成29年11月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書の発行について 総務室 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 番号のみ取得 ＣＳＩＲＴ担当者の指名について（案） 総務室 20180401 10 20280331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書 平成29年12月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書の発行について 総務室 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書 平成29年11月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書の再発行について 総務室 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書 ＣＳＩＲＴ担当者の指名解除について（案） 総務室 20180401 10 20280331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書
平成30年度の役員賠償責任保険契約のために必要となる独立行政法人向け役員賠償責任保険告知事

項申告書及び雇用慣行賠償責任特約条項告知事項申告書の提出について
総務室 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書  平成30年1月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書の発行について 総務室 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書 平成30年2月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書の発行について 総務室 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 伺い書 平成30年度研究者会議議長、副議長の指名について（案） 総務室 20180401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室/桜地区支援係 伺い書
共同研究届（電子ドーブ系銅酸化物高温超伝導体の電荷励起スペクトラム）の提出について（山瀬

博之）
総務室/桜地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/桜地区支援係 総務室/桜地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/桜地区支援係 伺い書 招聘外国人研究者(短期）の査証の取得について 総務室/桜地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/桜地区支援係 総務室/桜地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/桜地区支援係 伺い書 客員研究者の委嘱について(依頼） 総務室/桜地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/桜地区支援係 総務室/桜地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/桜地区支援係 伺い書 平成29年度施設供用申込書（タンデム加速器）の提出について（雨倉　宏） 総務室/桜地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/桜地区支援係 総務室/桜地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/桜地区支援係 伺い書
共同研究届（電子ドープ系銅酸化物高温超伝導体の電荷励起スペクトラムの提出について（山瀬博

之）
総務室/桜地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/桜地区支援係 総務室/桜地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/桜地区支援係 伺い書 平成29年度施設供用申込書（タンデム加速器）の提出について（雨倉　宏） 総務室/桜地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/桜地区支援係 総務室/桜地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（CHAUHAN NEHA） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（SAXENA KOMAL） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（KUMAR KISHEN） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（LI PAN） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（GARCIA RENZ MARION GAGABI） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄



総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東京工業大学 平成２９年度共同利用研究 承諾書の提出について （磯上 慎二） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（ANOKHIN EVGENII） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（VENTER DANIELLE AHLERS） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（ZHANG JIANMIN） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所 共同研究届の提出について （三谷 誠司） 6/3-4 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所 共同研究届の提出について （三谷 誠司） 6/12 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 国立研究開発法人理化学研究所 建物賃貸借契約書に係る覚書について 総務室/千現地区支援係 20180401 10 20280331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所 共同研究承諾書の提出について （内田 健一・井口 亮） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（ALAGARSAMY PERUMAL） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所 共同研究届の提出について （内田 健一） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（MIAO JINGYUE） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（KANG LUHAO） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（SUN XUEYING） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所 共同研究届の提出について （内田 健一） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書
外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（SHANBHAG　DHANUSH

YASHWANT）
総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（LI ZEHAO） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（GAO KAIZHONG） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所 共同研究届の提出について （三谷 誠司） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 北海道大学触媒科学研究所 共同利用・共同研究承諾書の提出について （増田 卓也） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 産業技術総合研究所 外来研究契約書の締結について （桜庭 裕弥） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 産業技術総合研究所 外来研究契約書の締結について （周 偉男） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所 共同研究届の提出について （三谷 誠司） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所 共同研究届の提出について （井口 亮） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（ZHONG XINHAO） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（ZHANG HONG） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東京大学地震研究所 承諾書の提出について （鈴木 達） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東京大学地震研究所 承諾書の提出について （吉田 英弘） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所 共同研究届の提出について （三谷 誠司） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（MISHRA ANANYA） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所 共同研究届の提出について （内田 健一） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 平成30年度核融合科学研究所共同研究承諾書の提出について （菊池 章弘・飯嶋 安男） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（WONGPANYA KRUAWAN） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄



総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所 共同研究届の提出について （井口 亮） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所 共同研究届の提出について （菊池 章弘） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所 共同研究承諾書の提出について （三谷 誠司） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所 共同研究承諾書の提出について （鈴木 達） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所 共同研究承諾書の提出について （鈴木 達） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（DAS SIDDHARTH） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所 共同研究承諾書の提出について （菊池 章弘） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/千現地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（NIU ZIYUN） 総務室/千現地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/千現地区支援係 総務室/千現地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 伺い書 ETC2.0車載器購入助成の適用について 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 伺い書 平成29年度公文書管理研修Ⅰ（第１、２、３、４回）の開催について（回答） 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 供覧書 平成29年度「児童虐待防止推進月間」標語募集への協力について 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 伺い書 「つくばものづくりオーケストラ技術展示会」開催に伴う会場の借用について（回答） 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 供覧書 つくば市における研究機関等緊急時連絡対応方針について 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 伺い書 平成29年度公文書管理研修Ⅱ（第１回）の開催について（回答） 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 伺い書 研究機関等における遺伝資源の取扱いについて（通知）他 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 供覧書 平成29年度文部科学省寄附フォーラムの開催について 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 伺い書 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請ついて(産業技術総合研究所　ASCOT事務局) 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 供覧書 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律の施行について 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 供覧書 平成２９年度公文書管理研修Ⅱ（第１回）受講者の決定について 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 供覧書 第59回（平成２９年度）「教育・文化週間」の実施について 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 供覧書 全国戦没者追悼式の実施について 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 伺い書 まつりつくば2017開催に伴う駐車場の借用について 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 供覧書 まつりつくば2017開催に伴「交通規制」のご協力について 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 伺い書 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について(中性子産業利用推進協議会) 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 供覧書 トランプ・アメリカ合衆国大統領来日に伴う警備協力について（要請） 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 供覧書 平成２９年度「児童虐待防止推進月間」の実施について 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 供覧書 職員に対する安全運転管理について 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 伺い書 2025日本万国博覧会誘致委員会 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 供覧書 国立公文書館が実施する平成30年度研修計画等について 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 伺い書 テレビ等受信設置状況調査と放送受信契約のお願いについて（回答） 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 伺い書 ETCカードの返却について 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄

総務部門 総務室/総務係 供覧書 文化芸術推進基本計画について 総務室/総務係 20180401 5 20230331 電子 総務室/総務係 総務室/総務係 廃棄



総務部門 総務室/文書係 伺い書 独立行政法人等個人情報保護法の施行状況調査について（回答） 総務室/文書係 20180401 10 20280331 電子 総務室/文書係 総務室/文書係 廃棄

総務部門 総務室/文書係 伺い書 独立行政法人等情報公開法の施行状況調査について（回答） 総務室/文書係 20180401 10 20280331 電子 総務室/文書係 総務室/文書係 廃棄

総務部門 総務室/文書係 伺い書 平成２８年度法人文書の管理の状況調査について（回答） 総務室/文書係 20180401 10 20280331 電子 総務室/文書係 総務室/文書係 廃棄

総務部門 総務室/文書係 伺い書 独立行政法人国立公文書館への移管を想定する法人文書ファイル等の有無について（回答） 総務室/文書係 20180401 10 20280331 電子 総務室/文書係 総務室/文書係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 第51回動物実験委員会の開催について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 動物実験委員会委員の委嘱について（依頼） 総務室/並木地区支援係 20180401 10 20280331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（Jun Li、Yangyang Lyu） 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（Peng Wang） 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（Thitirat Charoonsuk） 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（Hai Dang NGO） 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 第28回微生物実験安全委員会実験計画書審査結果報告について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 第32回遺伝子組換え実験安全委員会実験計画書審査結果等の報告について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 第51回動物実験委員会　実験計画書審議結果等の報告について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書
「シリコン結晶成長中の固液界面形状制御による欠陥抑制に関する研究」の共同研究届の提出につ

いて
総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（Anderson Janotti） 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 第52回動物実験委員会の開催について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書
外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（MITHAVINI RULER MAHUNDLA 他２

名）
総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 第52回動物実験委員会　実験計画書審議結果等の報告について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（Pothiappan Vairaprakash） 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（LIU Zichen） 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（Rajmohan Rajamani） 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 国立大学法人動物実験施設協議会への変更届の提出について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 第53回動物実験委員会の開催について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 第33回遺伝子組換え実験安全委員会の開催について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 第29回微生物実験安全委員会の開催について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 HPCIシステム利用研究課題申請書の提出について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 HPCIシステム利用研究課題申請書（館山、石川）の提出について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 HPCIシステム利用研究課題申請書（袖山）の提出について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書
「シリコン結晶成長中の固液界面形状制御による欠陥抑制に関する研究」の共同研究届の提出につ

いて
総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 平成２９年度　共同利用　応募・利用同意書（石川）の提出について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（LIU Ran） 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 平成29年度北海道大学触媒科学研究所共同利用・共同研究承諾書の提出について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄



総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 「結晶構造的特徴を利用した高性能熱電材料の開発」の共同研究届の提出について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 「次世代酸化物メモリー材料の開発と評価」の共同研究届の提出について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（Alexander Poteryaev） 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 供覧書 第33回遺伝子組換え実験安全委員会実験終了の報告について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 第29回微生物実験安全委員会実験計画書審査結果報告について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 ヒト由来材料実験委員会委員の委嘱について（依頼） 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（Jiali_SHEN） 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書
茨城県立中央病院臨床試験推進センター臨床研究倫理審査委員会への審査依頼書について（ＭＳＳ

開発センターに関する共同研究における研究倫理審査の外部依頼審査）
総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書
筑波大学附属病院倫理審査委員会への審査依頼書について（MSS開発センターに関する共同研究に

おける研究倫理審査の外部依頼審査）
総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 第５４回動物実験委員会の開催について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 第５３回動物実験委員会　実験計画書審議結果等の報告について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（ELUMALAI GANESAN） 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書
「シリコン結晶成長中の固液界面形状制御による欠陥抑制に関する研究」の共同研究届の提出につ

いて
総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 東北大学金属材料研究所共同研究承認書の提出について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 供覧書
筑波大学附属病院倫理審査委員会からの審査結果について（MSS開発センターに関する共同研究に

おける研究倫理審査の外部依頼審査）
総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る招へい理由書等の提出について（Yixin Xu） 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（Kangying WANG） 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 第54回動物実験委員会　実験計画書審議結果等の報告について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室/並木地区支援係 伺い書 平成30年度　共同利用　応募・利用同意書（石川敦之）の提出について 総務室/並木地区支援係 20180401 5 20230331 電子 総務室/並木地区支援係 総務室/並木地区支援係 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程集（平成29年度） 総務室法規係 20180401 30 20480331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 規程類登録簿（平成29年度） 総務室法規係 20180401 30 20480331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 部門長達登録簿（平成29年度） 総務室法規係 20180401 30 20480331 電子 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 会議 平成29年度理事会議資料　No.1 総務室法規係 20180401 30 20480331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成29年度理事会議資料　No.2 総務室法規係 20180401 30 20480331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 会議 平成29年度理事会議資料　No.3 総務室法規係 20180401 30 20480331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程類 平成29年度規程の変更等届出について 総務室法規係 20180401 30 20480331 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 平成29年度総務室起案（法規係） 総務室法規係 20180401 30 20480331 紙 総務室 総務室 廃棄

平成３０年度

監査室 監査室 個人情報 科学関連法人監査連絡会法人名簿 監査室長 20190401 5 20240331 電子 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査計画 平成30年度内部監査計画について 監査室長 20190401 10 20290331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 法人文書の管理状況に係る内部監査について 監査室長 20190401 10 20290331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 保有個人情報の管理状況に係る内部監査について 監査室長 20190401 10 20290331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 安全保障輸出管理制度の実施状況に係る内部監査について 監査室長 20190401 10 20290331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２８年度に実施した特殊な役務の検収状況に係る内部監査について 監査室長 20190401 10 20290331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査 平成２８年度に経費管理を行った公的研究資金（外部資金）に係る内部監査について 監査室長 20190401 10 20290331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 リスクアプローチ監査について 監査室長 20190401 10 20290331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成29年度第4四半期における監査活動報告 監査室長 20190401 10 20290331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査
平成２９年度文部科学省共済組合物質・材料研究機構支部の運営状況にかかる内部監査結果につい

て
監査室長 20190401 10 20290331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 その他 会計実地検査 第４局上席調査官（文部科学担当）付調査官の出張について 監査室長 20190401 5 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 講習会等 第37回政府出資法人等内部監査業務講習会の開催について（回答） 監査室長 20190401 5 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成30年度第1四半期における監査活動報告 監査室長 20190401 10 20290331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 計算証明 「計算証明規則第73条第3項」に基づく提出について 監査室長 20190401 5 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 計算証明 国立研究開発法人物質・材料研究機構の計算証明に関する指定について 監査室長 20190401 5 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査 平成２９年度に交付を受けている科学研究費補助金に係る内部監査について 監査室長 20190401 10 20290331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 環境報告書２０１８に係る内部監査について 監査室長 20190401 10 20290331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成30年度第2四半期における監査活動報告 監査室長 20190401 10 20290331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 その他 会計実地検査 第４局上席調査官（文部科学担当）付調査官の出張について 監査室長 20190401 5 20240331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成３０年度第３四半期における監査活動報告 監査室長 20190401 10 20290331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２９年度の情報セキュリティの取組状況に係る内部監査結果について 監査室長 20190401 10 20290331 紙 監査室 監査室 廃棄

監事室 監事室 個人情報 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会名簿 監事室長 20190401 5 20240331 電子 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 個人情報 契約監視員会委員名簿 監事室長 20190401 5 20240331 電子 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 物質・材料研究機構契約監視委員会⑫（平成３０年度） 監事室長 20190401 10 20290331 紙 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 監事監査 MCP検出器に関する確認について 監事室長 20190401 10 20290331 紙 監事室 監事室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 内部統制委員会利益相反マネジメント部会委員の指名及び委嘱について 内部統制推進室長 20190401 5 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄



内部統制推進室 内部統制係 委員会 ハラスメント相談員の指名について 内部統制推進室長 20190401 5 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 各種調査
研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインに基づく取組状況に係る チェックリ

スト（平成３０年度版）の提出について
内部統制推進室長 20190401 5 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 各種調査
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく 平成３０年

度「体制整備等自己評価チェックリスト」の提出について
内部統制推進室長 20190401 5 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 該非判定書発行申請書について 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 「輸出者等概要・自己管理チェックリスト」の届出について 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 第５回内部統制委員会利益相反マネジメント部会の審査結果について 内部統制推進室長 20190401 5 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 各種調査
厚生労働省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に 基づく

平成２９年度「体制整備等自己評価チェックリスト」の提出について
内部統制推進室長 20190401 5 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障
外国為替及び外国貿易法第68条の規定に基づく輸出管理の実施状況等を確認するための法令遵守立

入検査の実施について（通知）
内部統制推進室長 20190401 10 20290331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 法令遵守立入検査の結果について 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ソフトウェア利用に関する支出について 内部統制推進室長 20190401 30 20490331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 第６回内部統制委員会利益相反マネジメント部会の審査結果について 内部統制推進室長 20190401 5 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 各種調査
厚生労働省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく平

成30年度「体制整備等自己評価チェックリスト」の提出について
内部統制推進室長 20190401 5 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 リスクマネジメント部会委員の指名について 内部統制推進室長 20190401 5 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス部会報告書について 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス部会報告書について 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 内部統制委員会委員の指名について 内部統制推進室長 20190401 5 20240331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）の一部改正について 内部統制推進室長 20190401 30 20490331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 規程類 研究費不正使用防止計画の変更について 内部統制推進室長 20190401 30 20490331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 規程類 研究費不正使用防止計画の平成29年度実施状況の確認結果について（報告） 内部統制推進室長 20190401 5 20240331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 大学向けCHASER情報の利用登録申請について 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 個人情報 個人情報ファイル 内部統制推進室長 20190401 5 20240331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 コンプライアンス部会 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス通報＆個別案件 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 ハラスメント部会 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談・通報&個別案件 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 リスクマネジメント部会 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 リスク一覧・対応計画等 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 リスク見直し 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 業務フロー・マニュアル 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 研究記録管理に関する検討部会 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 研究記録管理モニタリング 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 内部統制委員会 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄



内部統制推進室 内部統制係 委員会 利益相反マネジメント部会関係 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 利益相反マネジメント個別案件 内部統制推進室長 20190401 10 20290331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 研修・啓発 コンプライアンス研修・セミナー・規程 内部統制推進室長 20190401 5 20240331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他 新構造材料技術研究組合との「研究協力・事務委任契約」の締結について 経営戦略室 20190401 10 2029-03-31 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱
国立研究開発法人物質・材料研究機構　革新的センサ・アクチュエータ国際研究拠点の構築事業

事前評価に関する委員委嘱について
経営戦略室 20190401 5 2024-03-31 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 資源配分 競争的資金に係る間接経費執行実績報告書（平成２９年度）の提出について 経営戦略室 20190401 5 2024-03-31 紙 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他 「環境研究機関連絡会第16回環境研究シンポジウム開催支援業務」に係る契約について（回答） 経営戦略室 20190401 10 2029-03-31 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成２９年度における業務の実績に関する評価の結果について（通知） 経営戦略室 20190401 10 2029-03-31 紙 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱
物質・材料研究機構 センサ・アクチュエータ研究開発センターに関わる事業ピアレビューアー就

任の依頼につきまして
経営戦略室 20190401 5 2024-03-31 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構 平成３１年度年度計画の届出について 経営戦略室 20190401 30 2049-03-31 紙 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画
国立研究開発法人物質・材料研究機構の中長期目標を達成するための計画（中長期計画）の変更の

認可申請について
経営戦略室 20190401 30 2049-03-31 紙 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構 業務方法書変更の認可申請について 経営戦略室 20190401 30 2049-03-31 紙 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構 平成３０年度年度計画変更の届出について 経営戦略室 20190401 30 2049-03-31 紙 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構業務方法書の変更について（認可） 経営戦略室 20190401 30 2049-03-31 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他

「研究開発法人及び国立大学法人等による成果活用事業者に対する支援に伴う株式又は新株予約権

の取得及び保有に係るガイドライン」及び「研究開発法人による出資等に係るガイドライン」につ

いて（通知）

経営戦略室 20190401 30 2049-03-31 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 広報室 個人情報 個人情報ファイル関係 広報室長 20190401 5 20240331 電子 広報室 広報室 廃棄

経営企画部門 広報室 広報室 ２０１８年　文書決裁（後援依頼等） 広報室長 20190401 5 20240331 紙 広報室 広報室 廃棄

経営企画部門 業務システム統合室 規程類 情報システム委員会運営要領の制定について 業務システム統合室 20190401 30 20490331 電子 業務システム統合室 業務システム統合室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 個人情報 個人情報ファイル関係 人材開発・大学院室長 20190401 5 20230331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 エンジニア職評価 平成３０年エンジニア部門の業務目標指針の改定について 人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書

「国立大学法人北海道大学大学院総合化学院と国立研究開発法人物質・材料研究機構との連携に関

する協定書」及び「国立大学法人北海道大学大学院総合化学院と国立研究開発法人物質・材料研究

機構との連携に関する協定書に基づく覚書」の締結について

人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 国際連携大学院協定（チュラロンコン大学）の締結について 人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 委員指名 職員研修制度検討委員会委員の指名について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 イブニングセミナー 平成30年度日本工学会ECEプログラム申請書（継続申請）について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 在外研究員派遣制度選考要領の制定について 人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 在外研究員派遣制度選考要領の制定について 人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 エンジニア職評価 平成２９年エンジニア職評価について 人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 独立研究者 独立研究者に対するメンターの指名及び委嘱について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 卓越大学院プログラム申請に係る大学との覚書の締結について 人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 国際連携大学院生 国際連携大学院協定に基づき受け入れる大学院生と受入研究者の最終候補者の決定について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 独立研究者 独立研究者に対するメンターの指名について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 在外研究員 平成30年度物質・材料研究機構在外研究員派遣通知について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄



人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院生 連係大学院生立替制度　立替決定通知書の発行について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院生 平成30年度9月入学NIMSジュニア研究員採用の決定について（早稲田大学） 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 国際連携大学院生 国際連係大学院制度（国立台湾大学）の学生受入れについて 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院生 連係大学院生立替制度　立替決定通知書の発行について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 在外研究員 平成３０年度物質・材料研究機構在外研究員派遣通知について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 在外研究員 平成３０年度物質・材料研究機構在外研究員派遣通知について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 出張 出張の依頼について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 在外研究員 平成30年度物質・材料研究機構在外研究員派遣通知について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院生
平成30年度 NIMSジュニア研究員追加採用候補者の決定について（国内連係大学院に所属する者に

限る）
人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 国際連携大学院協定（国立清華大学およびレンヌ大学）の更新について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院生 連係大学院生立替制度　立替決定通知書の発行について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 在外研究員派遣制度実施要領の改正について 人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 在外研究員派遣制度選考要領の改正について 人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 エンジニア職評価 エンジニア職職員に係る職員評価実施要領の改定について 人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 研究職職員に係る個人業績評価実施要領の改正について（H30年評価適用） 人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 シニア研究者向けキャリア支援制度実施要領の制定について 人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 ウォータールー大学との国際連携大学院協定の締結について 人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 卓越研究員 平成30年度科学人材育成事業「卓越研究員事業」における卓越研究員の決定について 人材開発・大学院室 20190401 10 20290331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 在外研究員 平成30年度物質・材料研究機構在外研究員派遣通知について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 国際連携大学院生 国際連携大学院協定に基づき受け入れる大学院生と受入研究者の最終候補者の決定について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院生 連係大学院生立替制度　立替決定通知書の発行について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 研究職職員に係る個人業績評価実施要領の改定について（H30年評価適用） 人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 エンジニア職評価 平成３１年エンジニア部門の業務目標指針の設定について 人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 研究職職員に係る個人業績評価実施要領の改定について（H31年評価適用） 人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 国際連携大学院協定（Twente大学）の締結について 人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 庶務 2019年度シニア研究者向けキャリア支援制度による併任先の通知について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 独立研究者 独立研究者に対するメンターの指名について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書 文部科学省「卓越大学院プログラム」事業に対する協力について（依頼） 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書

「早稲田大学理工学術院と国立研究開発法人物質・材料研究機構との連携・協力に関する協定

書」、「早稲田大学理工学術院と国立研究開発法人物質・材料研究機構との「任期付教員」受入に

関する覚書」及び「早稲田大学理工学術院と国立研究開発法人物質・材料研究機構との「客員教

人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 連係大学院生
平成31年度NIMSジュニア研究員採用候補者の決定について（国内連係大学院に所属する者に限

る）
人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 独立研究者 独立研究者に対するメンターの指名について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 在外研究員 平成31年度物質・材料研究機構在外研究員派遣通知について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄



人材部門 人材開発・大学院室 協定書
国立大学法人埼玉大学大学院理工学研究科と国立研究開発法人物質・材料研究機構との教育研究の

連携・協力に関する協定書の締結について（改訂）
人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 協定書
北海道大学大学院情報科学院と国立研究開発法人物質・材料研究機構との連携に関する協定書（改

訂）
人材開発・大学院室 20190401 30 20490331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 インターンシップ NIMSインターンシップ制度受入要領の改正について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 独立研究者 独立研究者に対するメンターの指名、及び指名解除について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 国際連携大学院生 国際連携大学院協定に基づき受け入れる大学院生と受入研究者の最終候補者の決定について 人材開発・大学院室 20190401 5 20240331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 届出類 一般事業主行動計画策定届の提出について 人材開発・大学院室 20190401 10 20290331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人事室 個人情報 個人情報ファイル関係 人事室長 20190401 5 20240331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 出向 平成３０年度出向関係 人事室長代理 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成30年度任免関係（人事異動） 人事室人事第１係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成31年度研究職昇格審査 人事室人事第１係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成30-31年度エンジニア職昇格審査 人事室人事第１係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成30年度新規採用手続き① 人事室人事第１係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 平成30年度新規採用手続き② 人事室人事第１係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の委嘱について（H30年度①） 人事室人事第１係 20190401 5 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の委嘱について（H30年度②） 人事室人事第１係 20190401 5 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の委嘱について（H30年度③） 人事室人事第１係 20190401 5 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の委嘱について（H30年度④） 人事室人事第１係 20190401 5 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の委嘱について（H30年度⑤） 人事室人事第１係 20190401 5 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼業について（H30年度①） 人事室人事第１係 20190401 5 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼業について（H30年度②） 人事室人事第１係 20190401 5 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼業について（H30年度③） 人事室人事第１係 20190401 5 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成30年度アドバイザー等 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成30年度任期制職員採用手続き（４月） 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成30年度任期制職員採用手続き（５月） 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成30年度任期制職員採用手続き（６月） 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成30年度任期制職員採用手続き（８月） 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成30年度任期制職員採用手続き（９月） 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成30年度任期制職員採用手続き（１０月） 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成30年度任期制職員採用手続き（１１月） 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成30年度任期制職員採用手続き（１月） 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成30年度任期制職員採用手続き（２月） 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成30年度任期制職員採用手続き（３月）① 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 服務 平成30年度任期制職員採用手続き（３月）② 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成30年度任期制職員採用手続き（３月）③ 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成30年度任期制職員採用手続き（３月）④ 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成30年度任期制職員採用手続き（３月）⑤ 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 平成30年度任期制職員採用手続き（３月）⑥ 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 雇止め予告通知書について 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 NIMS特別研究員等の就任依頼について（平成30年度） 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 クロアポ・特定分野業務員（平成30年度） 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 無期労働契約関連（平成30年度） 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 名誉フェローの称号授与（平成30年度） 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 再雇用制度関連（平成30年度） 人事室人事第２係 20190401 30 20490331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 障害者雇用状況報告書の再点検の実施について（平成30年度） 人事室人事第２係 20190401 5 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 雇用保険 雇用保険関係手続きに係るマイナンバーの届出について 人事室福利厚生係 20190401 5 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 社会保険 健康保険・厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査（総合調査）の実施について 人事室福利厚生係 20190401 10 20290331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 社会保険 社会保険総合調査の結果について（通知） 人事室福利厚生係 20190401 10 20290331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 公務員宿舎明渡猶予申請書の提出について 人事室福利厚生係 20190401 5 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 食堂 給食施設状況報告書の提出について 人事室福利厚生係 20190401 10 20290331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 厚生 平成３０年度ソフトバレーボール大会の表彰について 人事室福利厚生係 20190401 10 20290331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 厚生 平成３０年度卓球大会の表彰について 人事室福利厚生係 20190401 10 20290331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 理髪 千現地区理容所の契約委託終了について 人事室福利厚生係 20190401 10 20290331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 組合関係　No.10　2018年度 給与労務係 20190401 10 20290331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者災害補償　No.3　2018年度 給与労務係 20190401 10 20290331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 所得税　No.2　2018年度 給与労務係 20190401 10 20290331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 調査関係　No.1　2018年度 給与労務係 20190401 10 20290331 紙 人事室 人事室 廃棄



若手国際研究センター 個人情報保護 個人情報 個人情報ファイル関係
若手国際研究センター

長
20190401 5 20240331 紙 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター 招聘外国人研究者 査証 招聘外国人研究者の査証取得について
若手国際研究センター

長
20190401 5 20240331 紙 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター 招聘外国人研究者 査証 招聘外国人研究者の査証取得について
若手国際研究センター

長
20190401 5 20240331 紙 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター 卓越研究員 委嘱依頼 独立研究者（卓越研究員）外部メンター、評価委員の委嘱について
若手国際研究センター

長
20190401 5 20240331 紙 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（DEEPIKA RANI）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 「つくばものづくりオーケストラ技術展示会」開催に伴う会場の借用等について（回答） 総務部門/総務室 20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 「まつりつくば2018」開催に伴う駐車場の借用について 総務室/総務係 20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 照会回答 「全国世論調査の現状」照会について（回答） 総務室/総務係 20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 指名書 CSIRT担当者の指名解除及び指名について 総務室/総務係 20190401 10 2029-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 契約 NHK放送受信契約書の提出について 総務室/総務係 20190401 10 2029-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 契約 テレビ等受信設置状況調査と放送受信契約のお願いについて（回答） 総務室/総務係 20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ロゴマーク使用許可申請について(SAS　Institute　Japan(株)) 総務室/総務係 20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について(国立大学法人筑波大学) 総務室/総務係 20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について(国立大学法人筑波大学) 総務室/総務係 20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について(国立大学法人筑波大学) 総務室/総務係 20190401 5 2024-03-31 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ロゴマーク使用許可申請について(産業技術総合研究所　ASCOT事務局) 総務室/総務係 20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律等の施行について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 30 2049-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 通知
茨城県立中央病院からの研究許可通知書及び臨床研究倫理審査委員会からの審査結果について

（MSS開発センターに関する共同研究における研究倫理審査の外部依頼審査）

総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 会計規程の届出について 総務室/法規係 20190401 30 2049-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国人研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る招へい理由書の提出について （MUSYAROFAH）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について （AN NIZA EL AISNADA）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請
外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について （ASHOK KRISHNASWAMY

SRINITHI）

総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について （ATHUL THALIYACHIRA REJI）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（CUI YANYAN）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（JIN HUIXIN）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（KONG WEIYU）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（MA RUNSEN）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について （SINGH PUSHPENDRA）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について （SONG JIEYUAN）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（SUN JINMEI）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について （TANG KE）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（WEI XIAO）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について　（YIN HANG）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（AFSHAN BEGUM）
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（Binbin Qian 他４名）
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（GANASAN THEEPAN）
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（Yiwei DUAN）
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 締結 学術総合センター11階における経費の負担割合に関する協定書の締結について 総務部門/総務室 20190401 30 2049-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 機構内情報資産「組織マスタ」の提供について 総務室/法規係 20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 委嘱 研究倫理等委員会委員の委嘱について（依頼） 総務部門/総務室 20190401 10 2029-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 個人情報 個人情報ファイル関係 総務室総務係 20190401 5 20230331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第六条の三第一項に基づく報

告について（発明特許権無効審判に関する取消訴訟）
総務室/法規係 20190401 30 2049-03-31 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第六条の三第三項に基づく報

告について（仲裁判断取消申立事件　結果報告）
総務室/法規係 20190401 30 2049-03-31 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第六条の三第三項に基づく報

告について（仲裁判断取消申立事件　即時抗告の結果報告）
総務室/法規係 20190401 30 2049-03-31 紙 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 訴訟
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第六条の三第三項に基づく報

告について（仲裁判断取消申立事件　即時抗告の報告）
総務室/法規係 20190401 30 2049-03-31 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 国際航空貨物運送サービス集団訴訟の和解金請求結果について（結果再通知） 総務室/法規係 20190401 30 2049-03-31 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟
国立研究開発法人物質・材料研究機構を申立人とする仲裁判断取消訴訟の確定について（仲裁判断

取消申立棄却決定に対する抗告事件の確定報告）
総務室/法規係 20190401 30 2049-03-31 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 国立研究開発法人物質・材料研究機構情報セキュリティ委員会委員の指名について 総務室/総務係 20190401 10 2029-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 国立研究開発法人物質・材料研究機構文書取扱要領の一部改正について 総務部門/総務室 20190401 30 2049-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 国立研究開発法人物質・材料研究機構文書取扱要領の一部改正について 総務室/総務係 20190401 30 2049-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 自動車損害賠償責任保険の還付について 総務室/総務係 20190401 10 2029-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 申請 商業登記に基づく電子証明書発行申請について 総務室/法規係 20190401 30 2049-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 申請 商業登記に基づく電子証明書発行申請について 総務室/法規係 20190401 30 2049-03-31 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 査証申請 招聘外国人研究者(短期）の査証の取得について
総務部門/総務室/桜地区

支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 措置実施 職員に対する訓告等の措置の実施について 人材部門 20190401 30 2049-03-31 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 争訟事件の処理について（通知） 総務室/法規係 20190401 30 2049-03-31 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 報告書提出 第17期事業年度に係る業務実績等報告書の提出について 人材部門 20190401 30 2049-03-31 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 委員会開催 第30回微生物実験安全委員会の開催について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 報告 第３０回微生物実験安全委員会実験計画書審査結果報告について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 委員会開催 第34回遺伝子組換え実験安全委員会の開催について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 報告 第３４回遺伝子組換え実験安全委員会実験計画実施状況の報告等について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 報告 第５５回動物実験委員会　実験計画書審議結果等の報告について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 委員会開催 第55回動物実験委員会の開催について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 報告 第56回動物実験委員会　実験計画書審議結果等の報告について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 委員会開催 第5６回動物実験委員会の開催について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 委員会開催 第５７回動物実験委員会開催について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 定年制職員給与規程等の届出について 総務室/法規係 20190401 30 2049-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 東日本大震災八周年追悼式の当日における弔意表明について（通知） 総務室/総務係 20190401 10 2029-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 共同研究 東北大学金属材料研究所 共同研究承諾書の提出について （松本 明善）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 共同研究 東北大学金属材料研究所 共同研究承諾書の提出について （東 翔太）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 共同研究 東北大学金属材料研究所 共同研究届の提出について （三谷 誠司）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 共同研究 東北大学金属材料研究所 共同研究届の提出について （三谷 誠司）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 共同研究 東北大学金属材料研究所 共同研究届の提出について （三谷 誠司）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 共同研究 東北大学金属材料研究所 共同研究届の提出について （松本 明善）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 指名 統括情報セキュリティ責任者及び CSIRT責任者の指名について 総務室/総務係 20190401 10 2029-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書回答 独立行政法人国立公文書館への移管を想定する法人文書ファイル等の有無について（回答） 総務部門/総務室 20190401 10 2029-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 文書回答 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行状況調査について(回答)
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 10 2029-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 文書回答 独立行政法人等情報公開法の施行状況調査について(回答)
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 10 2029-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 審査
日本医科大学千葉北総病院臨床研究倫理審査委員会への審査依頼書について（MSS開発センターに

関する共同研究における研究倫理審査の外部依頼審査）

総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 任期制職員給与規程の届出について 総務室/法規係 20190401 30 2049-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 回答
物質・デバイス領域共同研究拠点（東北大学多元物質科学研究所） 応諾書の提出について （武田

良彦）

総務部門/総務室/千現地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 依頼書
平成29年10月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書の発行について

（差し替え）
総務部門/総務室 20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 調査回答 平成29年度法人文書の管理の状況調査ついて（回答） 総務部門/総務室 20190401 10 2029-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 契約

平成30年3月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書及び平成29年4月～

平成30年3月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書（役職員以外）の発

行について

総務部門/総務室 20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 契約 平成30年4月分　海外旅行保険企業包括契約通知書　兼　保証証明執行依頼書の発行について 総務部門/総務室 20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 申請 平成30年度「京」利用研究課題の募集への課題申請書（田中喜典）の提出について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 申請 平成30年度施設供用申込書（タンデム加速器）の提出について（雨倉　宏）
総務部門/総務室/桜地区

支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 申請 平成30年度施設供用申込書（タンデム加速器）の提出について（雨倉　宏）
総務部門/総務室/桜地区

支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 申請 平成30年度施設供用申込書（タンデム加速器）の提出について（雨倉　宏）
総務部門/総務室/桜地区

支援係
20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 申告書
平成３１年度の役員賠償保険契約時に必要となる独立行政法人向け役員賠償責任保険告知事項申告

書及び雇用慣行賠償責任特約条項告知事項申告書の提出について
総務部門/総務室 20190401 5 2024-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 申告書
平成３１年度の役員賠償保険契約時に必要となる独立行政法人向け役員賠償責任保険告知事項申告

書及び雇用慣行賠償責任特約条項告知事項申告書の提出について
総務部門/総務室 20190401 5 2024-03-31 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 届出 役員報酬規程等の届出について 総務室/法規係 20190401 30 2049-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の改造について(報告） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
物品受領書について

(国立研究開発法人産業技術総合研究所）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付許可書及び借受書について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付許可書及び借受書について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(埼玉大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(宇都宮大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(九州大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(九州工業大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(東京大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 総務省所管に属する物品の借受書について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
MANA/ﾅﾉマテリアル分野/超分子グループ

西川　道弘
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
物品譲渡承諾書の提出について

（国立大学法人宮崎大学）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受け入れに通知書について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産
物品譲渡承諾書の提出について

（国立大学法人名古屋大学）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(国立大学法人岩手大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(国立大学法人宮崎大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 賃貸借契約書の締結について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省所管に属する物品の処分について(報告書） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について(東京大学医学部付属病院) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について(学校法人芝浦工業大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産受領書について(国立大学法人京都工芸繊維大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
物品貸付承認書及び物品借受書について

(国立大学法人東北大学)
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(国立大学法人名古屋大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
物品譲渡承諾書の提出について

(公立大学法人富山県立大学)
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 備品譲渡書について(学校法人東邦大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(東京大学医学部附属病院) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
物品受領書について

(国立研究開発法人産業技術総合研究所）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
物品譲渡承諾書の提出について

(学校法人東京理科大学)
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省所管に属する物品の処分について(報告書） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について(国立大学法人九州大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について(国立大学法人九州大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について(慶応義塾大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
物品譲渡承諾書の提出について

(国立大学法人東京工業大学)
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(学校法人芝浦工業大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について(国立大学法人筑波大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受け入れ通知書について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 土地使用承諾書の提出について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(国立大学法人九州大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 賃貸借(変更)契約書の締結について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用書について(慶応義塾大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 賃貸借契約書の締結について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 賃貸借契約書の締結について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
物品の引渡しについて

（東京工業大学へ移動）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(国立大学法人九州大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(学校法人東京理科大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて（名古屋大学へ移動） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付許可書及び借受書について(京都大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について(国立大学法人北海道大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について(慶応義塾大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受け入れ通知書について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(国立大学法人山梨大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
物品譲渡承諾書の提出について

(国立大学法人東京海洋大学)
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
物品受領書について

(公益財団法人高輝度光科学研究センター)
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
物品譲渡承諾書の提出について

(公立大学法人兵庫県立大学)
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
資産無償貸付許可書について

(北陸地方整備局新潟港湾空港技術調査事務所)
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
物品の引渡しについて

（慶応義塾大学へ移動）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について(慶應義塾大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
文部科学省所管に属する物品の処分について

（報告書）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(国立大学法人筑波大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(慶應義塾大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について(国立大学法人東京大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について(国立大学法人大阪大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(国立大学法人大阪大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
受領書について

(北陸地方整備局新潟港湾空港技術調査事務所)
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて(公立大学法人兵庫県立大学へ移動) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて(横浜市立大学へ移動) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について(国立大学法人東京大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて(筑波大学へ移動) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(公立大学法人兵庫県立大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて(産業技術総合研究所へ移動) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品受領書について(慶應義塾大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(慶應義塾大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について(国立大学法人九州大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
受領書及び動産使用賃借契約書について

(国立大学法人東京大学)
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

経理部門 経理室 資産 取得物品の現状報告について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
近畿経済産業局から借り受けていた

物品の使用実績報告書について
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品無償譲渡申請書の提出について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

経理部門 経理室 資産 物品売り払い請求書のについて 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
資産譲与申込書の提出について

(国立大学法人京都工芸繊維大学）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

経理部門 経理室 資産 借入物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
物品無償譲渡申請書の提出について

(国立大学法人山梨大学)
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 動産贈与申請書の提出について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
文部科学省借用物品の返納について

（東京工業大学へ移動）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 無償貸与申込書の提出について(慶応義塾大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
文部科学省借用物品の返納について

（名古屋大学へ移動）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
物品貸付申請書の提出について

(国立大学法人京都大学)
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品売り払い請求書の提出について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品無償譲与申請書の提出について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
文部科学省借用物品の返納について

（慶応義塾大学へ移動）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
文部科学省借用物品の返納について

（横浜市立大学へ移動）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
文部科学省借用物品の返納について

（公立大学法人兵庫県立大学へ移動）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
文部科学省借用物品の返納について

（筑波大学へ移動）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
文部科学省借用物品の返納について

（産業技術総合研究所へ移動）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
物品無償譲渡申請書の提出について

(国立大学法人九州大学)
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
文部科学省借用物品の返納について

（金沢大学へ移動）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
文部科学省借用物品の返納について

（東京工業大学へ移動）
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品売り払い請求書の提出について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲渡申請書の提出について(国立大学法人山梨大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
動産貸付申請書の提出について

(国立大学法人東京大学)
経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄



総務部門 経理室 財務
消費税及び地方消費税の中間申告の提出について（課税期間　平成２９年４月１日～平成３０年３

月３１日）（中間申告対象期間　平成３０年１月１日～平成３０年１月３１日
経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成３０年２月分） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務
消費税及び地方消費税の中間申告の提出について（課税期間　平成２９年４月１日～平成３０年３

月３１日）（中間申告対象期間　平成３０年２月１日～平成３０年２月２８日）
経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 平成30年度　運営費交付金　第2四半期分の請求について 経理室会計班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第17事業年度 国立研究開発法人物質・材料研究機構 財務諸表等の監査について 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 理事者確認書の提出について 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 監事監査報告書について 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 独立監査人の監査報告書の提出について 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資産の譲渡等の対価以外の収入の使途の特定について（平成２９年度分） 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第17期事業年度 財務諸表の提出について 経理室財務班 20190401 30 20490331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 目的積立金承認申請書の提出について 経理室財務班 20190401 30 20490331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務
課税期間分（平成29年4月1日～平成30年3月31日）の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出に

ついて
経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資産の譲渡等の対価以外の収入の使途の特定について（通知）（平成２９年度分） 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成３０年３月分） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
千現地区駐車場における駐車車両の毀損事故発生に伴う賠償責任保険の保険金請求について（平成

30年6月発生）
経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について 経理室財務班 20190401 30 20490331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 日韓租税条約に基づく源泉所得税の軽減申請に係る書類の提出について（LG Innotek Co.Ltd.） 経理室会計班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（通知） 経理室財務班 20190401 30 20490331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書
日台租税協定に基づく源泉所得税の軽減申請に係る書類の提出について（Unity Opto Technology

Co., Ltd.）
経理室会計班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書
日独租税条約に基づく源泉所得税の免税申請に係る書類の提出について（MTU Aero Engines

AG）
経理室会計班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第17期事業年度財務諸表に関する公告について 経理室財務班 20190401 30 20490331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第17期事業年度財務諸表等の提出について（会計検査院宛て） 経理室財務班 20190401 30 20490331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第17期事業年度財務諸表等の承認について 経理室財務班 20190401 30 20490331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 平成29事業年度における利益の処理について（承認） 経理室財務班 20190401 30 20490331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務
消費税及び地方消費税の中間申告の提出について（課税期間　平成30年4月1日～平成31年3月31

日）（中間申告対象期間　平成30年4月1日～平成30年6月30日）
経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成３０年４月分） 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 平成30年度　運営費交付金　第3四半期分の請求について 経理室会計班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成30年5月分） 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成30年6月分） 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 平成29年中の報酬等の支払額等について（照会）に対する回答書の提出について（草津市役所） 経理室会計班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務
消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について（課税期間　平成30年4月1日～平成31年3月31

日）（中間申告対象期間　平成30年7月1日から平成30年7月31日）
経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願の提出について 経理室会計班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄



総務部門 経理室 届出・申請書 平成29年分報酬等の支払状況調査に対する回答書の提出について（佐倉市役所） 経理室会計班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成30年7月分） 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 監査計画時における理事者確認書の提出について 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務
消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について（課税期間　平成30年4月1日～平成31年3月31

日）（中間申告対象期間　平成30年8月1日から平成30年8月31日）
経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成30年8月分） 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成30年9月分） 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務
消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について（課税期間　平成30年4月1日～平成31年3月31

日）（中間申告対象期間　平成30年9月1日から平成30年9月30日）
経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 平成30年度　運営費交付金　第4四半期分の請求について 経理室会計班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成30年10月分） 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引き渡しについて（金沢大学へ移動） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務

消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について

(課税期間　平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(中間申告対象期間　平成30年10月1日～平成30年10月31日)

経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引き渡しについて（東京工業大学へ移動） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の譲渡申請書の提出について(国立大学法人横浜国立大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 動産贈与申請書の提出について(国立大学法人東京大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成30年11月分） 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受け入れ通知書について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の無償貸付申請書について（東京大学より移動） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省借用物品の返納について（鶴岡工業高等専門学校へ移動） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について(独立行政法人国立高等専門学校機構鶴岡工業高等専門学校) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省借用物品の返納について（早稲田大学へ移動） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京海洋大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲渡受領書について（国立大学法人山梨大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（公立大学法人富山県立大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人神戸大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について(国立大学法人北海道大学) 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品借受書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（学校法人早稲田大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務

消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について

(課税期間　平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(中間申告対象期間　平成30年11月1日から平成30年11月30日)

経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成30年12月分） 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産譲渡申請書の提出について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 土地使用承諾書の提出について（千現地区地中管路埋設） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 土地使用承諾書の提出について（桜地区特別高圧架空送電線路鉄塔用地及び線下用地） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第９条に係る償却資産の指定について（依頼） 経理室財務班 20190401 30 20490331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
並木地区WPI-MANA棟における台風による扉交換工事に対する財産保険の保険金請求について

（平成30年10月発生）
経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（学校法人芝浦工業大学） 経理室財務班 20190401 5 20240331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて（鶴岡工業高等専門学校へ移動） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人北海道大学） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 動産貸付申請書の提出について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借受書について（東京大学より移動） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
資産譲渡申請書の提出について（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO））
経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 総務省所管に属する物品の借受申請書について 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償譲渡契約書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書及び動産使用貸借契約書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品無償譲渡申請書について（ＪＳＴ　大型鍛造シュミレータ） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の無償貸付申請書について（文部科学省） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 無償貸付物品の使用場所変更について（文部科学省） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務

消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について

(課税期間　平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(中間申告対象期間　平成30年12月1日から平成30年12月31日)

経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（独立行政法人国立高等専門学校機構奈良工業高等専門学校） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第９条に係る償却資産の指定について（回答） 経理室財務班 20190401 30 20490331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品受領書について（独立行政法人国立高等専門学校機構鶴岡工業高等専門学校） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受け入れ通知書について 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 平成31年度運営費交付金　第1四半期分の請求について 経理室会計班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 並木地区駐車場における車両ガラスの破損事故に伴う示談書について（平成31年3月発生） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
並木地区駐車場における車両ガラスの破損事故に伴う賠償責任保険の保険金請求について（平成31

年3月発生）
経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 経済産業省所管に属する物品の平成30年度使用報告及び平成31年度使用計画について 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 返還書の提出について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付申請書の提出について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 動産贈与申請書の提出について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人神戸大学） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（独立行政法人国立高等専門学校機構奈良工業高等専門学校） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人横浜国立大学） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 規程・要領 対価発生業務にかかる積算及び配分要領の改正について 経理室財務班 20190401 30 20490331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 規程・要領 原価計算及び運営費交付金の収益化計算に関する要領の改正について 経理室財務班 20190401 30 20490331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引き渡しについて（早稲田大学へ移動） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人横浜国立大学） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成31年1月分） 経理室財務班 20190401 10 20290331 電子 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人弘前大学） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 無償貸付物品の使用場所変更について（文部科学省） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 財務諸表（平成29年度） 経理室財務班 20190401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（平成29年度） 経理室財務班 20190401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（平成29年度） 経理室財務班 20190401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成30年度) 経理室会計班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理課 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成30年度） 経理室会計班 20190401 永久 - 紙 経理室内 経理課 -

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成30年度） 経理室財務班 20190401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 資産 貴金属台帳（平成30年度） 経理室財務班 20190401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成30年度） 経理室会計班 20190401 10 20290331 電子 システム内保存 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資金繰り表（平成30年度） 経理室会計班 20190401 永久 - 電子 経理共有ホルダー内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 銀行勘定帳（平成30年度） 経理室会計班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 源泉徴収支払リスト（平成30年度） 経理室会計班 20190401 10 20290331 紙 経理室内 経理室 廃棄



総務部門 調達室 審査 債権発生通知書　法人カード利用手数料について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「科学技術計算ワークステーション」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「走査型プローブ顕微鏡」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 「発注番号:00020044　金改鋳地金残り返却送料」に係る債権の発生について 調達第２係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 「発注番号:00020044　金改鋳地金残り返却送料」に係る債権の発生について 調達第２係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「動的サーモグラフィ装置」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「非磁性タイプ温度可変プローバシステム」に係る契約解除について 室長代理 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 「平成３０年度における国立研究開発法人物質・材料研究機構の障害者就労施設等からの 審査係 20190401 30 20490331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 平成29年度官公需契約実績額及び平成30年度官公需契約見込額等の取りまとめ等について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 覚書
株式会社サイエンス・サービスから株式会社トライアングルへの請負事業、派遣事業の事業譲渡に

伴う地位承継の覚書の締結について
調達第２係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 日本通運株式会社との契約に際して支払い条件確認書の締結について 調達第２係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 平成２９年度における環境物品等の締結の実績について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 平成２９年度における環境配慮契約の締結の実績について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「EBSDデータ解析用オフラインライセンス」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 取引停止通知書の施行について（エスティー・ラボ株式会社） 室長代理 20190401 10 20290331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 意見招請について（件名：材料データプラットフォーム基盤システム） 調達第３係 20190401 10 20290331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書　海外旅行保険確定精算について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 物品売り払い請求書について 調達第３係 20190401 10 20290331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 決済サービス契約申込書の提出について 調達第３係 20190401 10 20290331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「FB30H シリンダーケースⅠ・Ⅱリング」に係る納期延長の申請について(承認) 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書について（契約件名：不用貴金属の売却） 調達第３係 20190401 10 20290331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 障害者優先調達推進法に基づく障害者就労施設等からの調達実績の概要の通知について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（NIMSデータリポジトリシステムの技術コンサルテーション）
審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 「切断機」の売払いについて 調達第１係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「FB30H シリンダーケースⅠ・Ⅱリング」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「FB30H シリンダーケースⅠ・Ⅱリング」に係る納期遅延日数減免の申請について(承

認)
審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「「研究者紹介冊子2018年度版」印刷製本及びCD-ROM作成」に係る納期延長の申請に

ついて（承認）
調達第３係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
低入札価格調査（件名：並木地区超高圧電子顕微鏡特殊実験棟電気設備改修工事）の結果について

（通知）
調達第１係 20190401 10 20290331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書　法人カード利用手数料について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「「研究者紹介冊子2018年度版」印刷製本及びCD-ROM作成」に係る納期遅延に伴う債

権の発生について
調達第３係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 契約 電子入札コアシステム用JRE8使用許諾契約書締結について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 審査 契約件名「高分解能小型試料用走査型プローブ顕微鏡のスキャナー」に係る契約解除について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（直流電源装置整流器盤更新作業）
調達第１係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 全省庁統一資格（平成31・32・33年度）更新申請について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「高分解能小型試料用走査型プローブ顕微鏡の自動測定システム」に係る契約解除につい

て
審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 検査・検収事務要領の一部改正について 審査係 20190401 30 20490331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 技術審査要領の一部改正について 審査係 20190401 30 20490331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 公開見積競争実施要領の新設について 審査係 20190401 30 20490331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 特定国立研究開発法人特例随契の対象としない契約について 審査係 20190401 30 20490331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 特例随契導入に伴う要領の新設及び一部改正について 審査係 20190401 30 20490331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 物品売り払い請求書について 調達第３係 20190401 10 20290331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（16チャンネル超音波パルサレシーバ）
調達第２係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（高速フォトルミネッセンスマッピング装置の紫外パルス交換作業）
審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 電子証明書の発行申込について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（リチウム酸素電池電極押さえ治具）
調達第２係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（リチウム酸素電池評価用実験容器）
調達第２係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 契約審査委員会運営要領の一部改正について 審査係 20190401 30 20490331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「開発用サーバおよび周辺機器」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第３係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡
「平成30年度における国立研究開発法人物質･材料研究機構の中小企業者に関する契約の方針」に

ついて
室長代理 20190401 30 20490331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 意見招請について（件名：材料数値シミュレータ） 調達第３係 20190401 10 20290331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書について（契約件名：不用貴金属の売却） 調達第３係 20190401 10 20290331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 覚書 「物品等の共同調達に関する覚書」の締結について 室長代理 20190401 30 20490331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 契約 「物品等の共同調達に関する協定書」の締結について 室長代理 20190401 30 20490331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 特殊試料ステージ付光学顕微鏡システム 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「3軸電磁石システム」に係る納期延長の申請 調達第２係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査

国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第１９条第４項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（NIMSデータリポジトリシステムの保守および改修に関するコンサルティン

グ）

審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「雰囲気制御式金型加熱炉ジャケット」に係る納期延長の申請について（承認） 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「開発用サーバおよび周辺機器」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第３係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「サーボパルサ軸芯調整器」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第３係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「透過型電子顕微鏡結晶方位解析システムのオフラインソフト」に係る

納期遅延に伴う債権の発生について
調達第１係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「透過型電子顕微鏡結晶方位解析システムのオフラインソフト

」に係る納期延長の申請について（承認）
調達第１係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 「卓上ディスペンサ」に係る納期延長の申請について（承認） 室長代理 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構から借用中の土地の一部を東京電力パワーグリッド株式会

社に対する貸し付けに係わる債権の発生について（平成30年度分）
調達第３係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 承認申請
契約件名「超電導マグネット付き無冷媒クライオスタット」に係る納期延長の申請について（承

認）
調達第３係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「耐食性基板加熱ヒータ」に係る納期延長の申請について（承認） 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「全自動無冷媒型希釈冷凍機制御用PC」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第３係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「FB30Hシリンダーシム 仕上げ加工品」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第３係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 「同時スパッタ用超高真空チャンバー」に係る納期遅延申請について（承認） 室長代理 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 任免 契約審査委員会の指名等について 室長代理 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「顕微レーザーラマン分光装置」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第１係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「雰囲気制御式金型加熱炉ジャケット」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「雰囲気制御式金型加熱炉ジャケット」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「3軸電磁石システム」に書かかる納期遅延に伴う債権の発生について 調達第２係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 「負極ユニット成型装置」に係る納期延長の申請について（承認） 室長代理 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「IrシードホルダーとIr棒」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第３係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「サーボパルサ軸芯調整器」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第３係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「全自動無冷媒型希釈冷凍機制御用PC」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第３係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 平成31年度「環境物品等の調達の推進を図るための方針」について 審査係 20190401 30 20490331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「耐食性基板加工ヒーター」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20190401 5 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 競争的資金室 総括 平成30年度文科省等公募関係 総括 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成30年度財団等助成1 総括 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成30年度財団等助成2 総括 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成30年度財団等助成3 総括 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成30年度ＪＳＴ等公募関係1 総括 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成30年度ＪＳＴ等公募関係2 総括 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成30年度ＪＳＴ等公募関係3 総括 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成30年度ＪＳＴ等公募関係4 総括 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成30年度ＮＥＤＯ公募関係等 総括 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成30年度ＪＳＰＳ公募関係等1 総括 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成30年度ＪＳＰＳ公募関係等2 総括 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成30年度ＪＳＰＳ公募関係等3 総括 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成30年度ＪＳＰＳ公募関係等4 総括 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成30年度科学研究費助成事業等1 総括 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 平成30年度科学研究費助成事業等2 総括 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 平成30年度科学研究費助成事業等（5年）No.1 補助金担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 平成30年度科学研究費助成事業等（5年）No.2 補助金担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 平成30年度科学研究費助成事業等（5年）No.3 補助金担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 平成30年度科学研究費助成事業等（5年）No.4 補助金担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 平成30年度科学研究費助成事業等（10年）No.1 補助金担当 20190401 10 20290331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託1 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託2 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託3 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託4 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託5 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託6 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託7 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託8 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託9 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託10 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託11 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託12 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄



総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託13 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託14 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託15 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託16 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託17 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託18 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託19 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託20 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託21 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託22 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託23 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託24 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託25 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託26 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託27 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託28 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託29 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託30 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託31 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託32 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託33 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託34 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託35 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託36 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託37 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託38 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託39 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託40 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託41 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託42 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託43 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託44 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄



総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託45 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託46 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託47 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託48 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託49 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託50 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託51 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託52 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託53 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託54 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託55 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託56 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託57 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託58 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託59 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託60 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託61 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託62 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託63 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託64 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託65 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託66 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託67 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託68 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託69 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託70 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 平成30年度受託71 受託担当 20190401 5 20240331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[16MS086F] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（20180055） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[17MS108F] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[18MS003] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び産業財産権出願通知書について(20180090) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について(特許第5747409号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4633】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-137298） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び新規性喪失例外証明書の提出について[18MS002S] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4891】知的財産権出願通知書の発行について(特許6308507号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 国内優先権主張出願及び知的財産権等出願通知書の提出について[17MS036F] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180065] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180063] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について(特許第6308554号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180071) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[705] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について(767PCT) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 共有者の持分移転に対する同意書類の発行について (529P)(530P)(531P)(532P) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4595】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-092555） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び産業財産権出願通知書について(20180095) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 宣誓書 Statementの発行について（776P） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の提出について [15-MS-109N] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 名 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(13-MS-100E) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願および新規性喪失の例外証明書について[20180066] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[18MS001F] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180078) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[16-MS-069] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4617】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-110682） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権出願通知書について(20180080) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4613】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-107188） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180073) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(18-KH-01：荏原) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作物の認定について(18PD01:長田) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(18-KH-0３：樋口) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(18-KH-02：田口) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(17-KH-07：吉川) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について(中国：648分割) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[20180100EP100] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について(特許第5288717号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4632】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-137274） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外証明書について(特願2018-083877)(20180073) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180104] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【787】知的財産権出願通知書の発行について(PCT/JP2018/017608) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 名義人変更 登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(4003) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 【4570】委任状の発行について（特願2015-021193） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180078) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[20180012JP100] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について（467EP） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 Assignmentの発行について（17-MS-047PCT） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状・譲渡証の発行について（15-MS-100 (731)） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[18-MS-023] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180108] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180094] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[696] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[709] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[684] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4242】知的財産権出願通知書の発行について(JP登録6327737号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[703] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[710] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4429】知的財産権出願通知書の発行について(特願2014-109503号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[20170135JP100] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20160168】知的財産権出願通知書の発行について(特願2017-557786号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権等出願通知書について[20170134JP100] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-008FN） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について[13-MS-093F] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権出願通知書について(20180099) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(16MS080) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4656】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-167120） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 分割出願、上申書および職務発明認定書等の発行について(14-MS-047ND) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-134] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願、委任状発行について[17-MS-133] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(20180083) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180097) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4636】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-145869） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について[16-MS-008FN] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 公開技報 共同発明の公開技報掲載について[18-MS-018] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180096) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権設定登録等通知書の提出について[14-MS-118F] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[18-MS-020] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【20140175】分割出願及び職務発明認定書について（特願2018-108341） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（17-MS-054US） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成30年7月～9月請求期限の国内単独案件一

括処理）
知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180119) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[20180075] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20170110JP100国優) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【786】知的財産権出願通知書の発行について(PCT/JP2018/016329) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-116RUS） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【784】知的財産権出願通知書の発行について(PCT/JP2018/022154) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[20170133] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について（666EP） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 持分放棄書の発行について（特許第5137095号） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 包括委任状の発行について（Wenderoth, Lind & Ponack, L.L.P.) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について[18-MS-015] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20170139) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の提出について[16-MS-006] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-089] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-080] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-117N） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の発行について（20180113） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の発行について(特願2018-120489） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-083] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（17-MS-080） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-054] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[17-MS-088] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について(特許第5807861号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 名義人変更 登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(3件) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(17-MS-037 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 同意書 【5001】同意書の発行について（特願2017-159452） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180103 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4679】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-204497） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180106） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180088） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[18MS021] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[18MS009] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の提出について[15-MS-085FSPCT] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【798】知的財産権出願通知書の発行について(PCT出願PCT/JP2018/026141) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 寄託 寄託申請書等の発行について（知財No.20180105） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[PCT/JP2018/022057] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4439】知的財産権出願通知書の発行について(特願2014-122511号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4378】産業財産権通知書の発行について(特願2014-047290号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び産業財産権出願通知書について(20180141) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180167] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180155] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（13-MS119PCT, PCT/JP2017/003793） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4798】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2016-132758） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180158） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分証明 持分証明書の発行について(15-MS-083PCT) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180031) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願および新規性の喪失の例外証明書について(20180105) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4837】知的財産権出願通知書の発行について(特願2016-189475号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外証明書について[15-MS-085FSPCT(708)] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の発行について（特願2018-142717）（知財No.20180135） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[20180131] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[20180132] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権出願通知書について(20180128) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び産業財産権出願通知書について(20180127) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【20130147JP101】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2018-145590） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作物の認定について(18-PD-02) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(18-KH-04：田口) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180133) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4657】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-167060） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（台湾・660/661） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について（684US0） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180174) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[20180030] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-002） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[20170137] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（17-MS-084F） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（17-MS-087F） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（17-MS-086F） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（17-MS-085F） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 補償金 2017年度登録特許補償金の支払いについて 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[20170137] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[20180040] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 Assignmentの発行について（16-MS-002） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180165] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180164] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【659】知的財産権出願通知書の発行について(登録第10014126号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4678】職務発明認定書の発行について（特願2015-173456） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180137] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180184] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の発行について（20180031） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【808】産業財産権出願通知書の発行について(PCT/JP2018/029748) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の発行について（PCT/JP2017/008676） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の発行について（PCT/JP2016/077866） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の発行について（PCT/JP2017/009198） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の発行について（PCT/JP2017/003425） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4778】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2016-107937） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願および知的財産権通知書について(20180033) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外証明書について[20180114] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4522】知的財産権出願通知書の発行について(特願2014-233240号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4465】知的財産権出願通知書の発行について(特願2014-158295号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4419】知的財産権出願通知書の発行について(特願2014-095375号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（17-MS-021S） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180111] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180169) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[20180074、石原伸輔] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[20180122、広崎尚登] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180134) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180166] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180123] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180102] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[PCT/JP2018/030880] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4760】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2016-043386） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[PCT/JP2018/030611] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[PCT/JP2018/030914] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[17-MS-093] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180202) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180178) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願および知的財産権通知書について(20180147) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願および知的財産権出願通知書について(20180146) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状及びStatementの発行について（16-MS-002） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180079） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180186] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 文科省委託研究にかかる特許移転承認申請書の提出について 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について（特許第5605984号/ 3264） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 公開技報 共同発明の公開技報掲載について 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-027US/736） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-005CN/728） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4360】知的財産権出願通知書の発行について(特願2014-026400号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4906】知的財産権出願通知書の発行について(特願2016-545422) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[US 16/074,135] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び産業財産権出願通知書について(20180156) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（15-MS-119,729US） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成30年10月～12月請求期限の国内単独案件

一括処理）
知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2016-081506） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4680】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-206937） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について[JP及びEPC] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4681】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2015-207235） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（17-MS-033） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4685】知的財産権出願通知書の発行について(特願2015-224957号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180181) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4708】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2016-004627） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について[17-MS-065, 17-MS-066] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[17-MS-066, 201701077] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[17-MS-065, 201701076] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（５案件） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について（特許第5387815号/3284） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 譲渡証、委任状及び明細書英訳文の証明書の発行について（16-MS-002） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180183) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[20180109、生田目俊秀] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[20180115、金済徳] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権移転登録申請書の発行について（特許第5810442号） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180143) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【636】知的財産権出願通知書の発行について(EP登録3020844号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願および知的財産権出願通知書について(20180191) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（特願2017-135081） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書(放棄）の発行について（特許第5196362号） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書(放棄）の発行について（特許第5205675号） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（�16-MS-046,740） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願および新規性喪失の例外証明書について[20180114] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180136] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 分割出願及び職務発明認定書について(15-MS-010D) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について[PCT/JP2016/077866] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(18-KH-05：菊池章弘) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180216) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180204] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180203] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180188) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180215) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180116] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分証明 持分証明書の発行について（特許第4614547号） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[20180110、奈良純] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について[20180086、奈良純] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4526】知的財産権出願通知書の発行について(特願2014-235865号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[18-MS-017] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[18-MS-015] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4305】知的財産権出願通知書の発行について(特願2013-220763号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16MS043PCT/724） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について（678US0） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4759】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2016-064452） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（17-MS-013, 4920） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180219) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180233] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 補償金 2017年度実施特許補償金の支払いについて 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（16-MS-054,756） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【636】知的財産権出願通知書の発行について(US登録10100383号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4753】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2016-078508） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の発行について(16-MS-017PCT(739), 16-MS-036PCT(738)) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の発行について（PCT/JP2017/023140） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の発行について（PCT/JP2017/019811） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の発行について（PCT/JP2016/086739） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 通知書 【656】知的財産権出願通知書の発行について(EP登録3086328号・US登録9741472号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180197) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（17-MS-076, 755） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20180086、20180110） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4784】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2016-069650） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180159) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180069] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180112] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【659】知的財産権出願通知書の発行について(EP登録3116003号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外証明書について[20180205] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180248] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180121) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の発行について(16-MS-046FPCT(740), 16-MS-051PCT(744)) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180236) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4718】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2016-018448） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4494】知的財産権出願通知書の発行について(JP登録6433210号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[特願２０１８－１９１９０４] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180058] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180057] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180056] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180228］ 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180230] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書の発行について(16-MS-076PCT(755)) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180225) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
出願審査請求及び職務発明認定書の発行について（平成31年1月～3月請求期限の国内単独案件一

括処理）
知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 持分放棄書の発行について（特許第5236166号） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 分割出願及び職務発明認定書について(20140073) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4995】知的財産権登録通知書の発行について(特願2017-525216号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180130] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願、産業財産権通知書について[20180214(生田目俊秀)] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（20180244） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願、委任状発行について[20180192(荏原充宏)] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180254] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（17-MS-021,733） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外証明書について[20180228] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 出願取下 出願取下書の提出について（特願2017-185598及び特願2018-135569） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び産業財産権出願通知書について(20180240) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180243) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について（17-MS-132, 821） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180239) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び産業財産権出願通知書について(20180163) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について[20180160] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(20180205) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継、特許出願及び新規性喪失例外証明書の提出について[20180157] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20180148) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（825US/825CN） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書及び持分証明書の発行について（PCT/JP2017/027051） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について(ケース受付番号：20160055) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【5013】知的財産権登録通知書の発行について(特願2017-520672号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 特許開放 特許の開放について（依頼） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について[特願2018-246534] 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4587】知的財産権登録通知書の発行について(特願2015-051435号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20170162,750） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180081) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 分割出願及び職務発明認定書について(20150150) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について（740US,740EP,20170164JP） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【5011】知的財産権登録通知書の発行について(特願2017-515499号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【4752】職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願2016-042851） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分証明 持分証明書及び委任状の発行について(特許第4990323号)_3433 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20180237) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権の放棄に関する届出書の発行について(特許第5233040号)_2556 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願、新規性喪失の例外証明書及び知的財産権出願通知書につ

いて(知財No.20180224)
知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について(666US) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20170182,758） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 名義人変更 登録名義人の表示変更登録申請書の発行について(7件） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4536】知的財産権登録通知書の発行について(特願2014-259725号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（特願2018-038117） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20160093） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20180017） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について（知財No.20180284） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の提出について(518IN) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 譲渡証書の発行について(PCT/JP2017/027051) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20180307） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書及び持分証明書の発行について(750,752,757,758) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について（20180235） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20180235） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書及び持分証明書の発行について(4786，4788) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20160042） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4576】知的財産権登録通知書の発行について(特願2015-048083号) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について（知財No.20180302） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書及び持分証明書の発行について（PCT/JP2017/040873） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書及び持分証明書の発行について（特願PCT/JP2017/036331） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明認定書及び持分証明書の発行について（PCT/JP2018/045564） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 名義人変更 登録名義人の表示変更登録申請書の発行について（特許第5714353号）(3756) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20180281) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180220) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180269) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20170138) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180245) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20180028） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願、新規性の喪失の例外証明書及び知的財産権出願通知書に

ついて（知財No.20180118）
知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 転載許可 転載許可申請について 知的財産室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 譲渡証書の発行について（特許第5339328号） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願、新規性喪失の例外証明書及び知的財産権出願通知書につ

いて(知財No.20180271)
知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作物の認定について(18-PD-03) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180296) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許事務所(弁理士)との契約について(20180253_加藤国際特許事務所) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180282) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(知財No.20180272) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180232) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について（20180286,828PC） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20180307,835TW） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書(放棄）の発行について（特願2018-091193） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20180309） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について（知財No.20180289） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(知財No.20180312) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について（740CN） 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作物の認定について(18-PD-04) 知的財産室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 個人情報 個人情報ファイル関係 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領域）」における知的財産権

の取扱いに関する合意書の締結について（早稲田大学）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 その他 会員情報変更届の提出について（一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（科学技術交流財団）「知の拠点あいち重点研究プロ

ジェクト（研究テーマ：燃料電池フォークリフト用充填装置と水素製造触媒装置の開発）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書

知財合意書の締結について（株式会社野村総合研究所）「経済産業省平成３０年度省エネルギー等

に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費／省エネルギー等国際標準開発（国際標準分野）／

耐熱材料の高温破壊試験法に関する国際標準化」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
オープンラボ技術提供・指導契約書の締結について（株式会社東ソー分析センター）「電子顕微鏡

ステーションオープンラボプログラムによる電子顕微鏡技術提供・指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOP
鉄鋼業界MOPの運用に関する覚書及び個別覚書（2018年度版）の締結について（新日鐵住金／Ｊ

ＦＥスチール／神戸製鋼所）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 連携センター
連携センターの設置に関する覚書の締結について（ソフトバンク株式会社）「NIMS-SoftBank先

端技術開発センター」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（東芝メモリ株式会社）「分子量子ドットトンネル2重接合素子の作

製技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 変更契約の締結について（株式会社東芝）「薄膜超伝導線材の通電特性評価」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（国立成功大学）「Comprehensive Analysis of

Interfacial Reactions in All Solid State Batteries (ASSBs) using ab-initio Calculations

Integrated with Advanced In-situ Probing Techniques」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（京都大学）「強磁場共用装置を用いた固体クライオMAS

プローブにおける二重共鳴プローブの開発に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（京都大学）「モット絶縁体における直流電場・電流効

果」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 合併による実施権の移転に関する届出（日立金属MCCスーパーアロイ株式会社）No.357 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 変更契約の締結について（新田ゼラチン）「疎水化タラゼラチンの合成方法及び評価方法」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（住友電気工業、自治医科大学）「消化器外科領域

（膵臓、肝臓、胆のう）に適用可能な外科用接着剤の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（ジャパンマシナリー株式会社）「フロースルー溶出試

験装置の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（鹿児島大学）「HGFを含侵した組織接着性粒子の皮膚潰

瘍適応可能性検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（CEA/LETI）「Hard X-ray photoelectron spectroscopy

(HAXPES) and Photoelectron Emission Microscopy and Momentum Microscopy (XPEEM,

kPEEM)」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社日本医療機器技研）「マグネシウム合金製

ステント開発に関する共同研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 個別共同研究契約（資金受領型）の締結について（パナソニック）「近赤外光電変換材料の開発」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（千代田インテグレ株式会社）「銅－鉄合金の抗

菌性・耐食性評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（岐阜大学）「ナノ空間を有するカゴ状材料の高圧力下に

おける構造安定性および軽元素貯蔵」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（アトーテック株式会社/335/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（大阪大学）「PHASE/0を用いた固体材料に関する応用

計算技術の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（ソニー株式会社）「３次元アトムプローブによる先

端デバイス/材料の不純物解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社東芝）NEDO「IoT推進のための横断技術

開発プロジェクト/高速大容量ストレージデバイス・システムの研究開発」における３次元積層技

術

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 秘密保持契約の締結について（青木あすなろ建設）「防汚性を付与した生物模倣補修剤の開発」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（ナフィアス）「ウェアラブルデバイスに向けた選択めっきによ

る配線加工が可能な織布開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（ISAE-ENSMA/CNRS）「Evaluation of high

temperature properties of TMS-238」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（株式会社日立国際電気）「Si系絶縁膜及び金属薄膜の電気特性及び

物理特性の測定方法並びにその測定結果の解析に関する技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Collaboration Research Agreement の締結について（Samsung R&D Institute Japan Co., Ltd.）

「Development of high perpendicular magnetic anisotropy thin films for STT-MRAMs」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（ソニー株式会社）「３次元アトムプローブによる先端デ

バイス/材料の不純物解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg）「Bright

Ultrafast Nanowire Electron Source」18-MS-005
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社山本電機製作所）「MgB2超伝導線材

にかかわる技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreement (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA) の締結につい

て_谷口
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社ミツバ/402/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（富士電波工機株式会社/445/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社E-Crystal/438/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（淡路マテリア株式会社/416/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社アクシス）「Hall測定システムアプリ

ケーション開発の技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（株式会社エヌ・ティー・エス/436/平成29年4月1日～平成30年3月31

日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社サイアロン/403/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（株式会社村田製作所）「甲が製造する水晶におけるツイ

ン制御に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Advanced Optoelectronic Technology Inc./429/平成29年10月1日～平

成30年3月31日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（大阪大学）「クリーンMIG溶接の安定性向上のためのワ

イヤ溶融制御技術に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「機能性分子液体の創成及び印刷

デバイスの高性能化」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（大陽日酸）「電子顕微鏡の分析装置に応用するための

冷凍機の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ノウハウ
ノウハウ提供に関する合意書の変更覚書締結について（住友電気工業）「乙の開発した2成分系組

織接着剤を使用した外科用途の医療機器の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（大塚化学株式会社/348/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（大阪精工株式会社/302/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（JNC株式会社/363 390/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社ソディックLED/420/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社デュコル/396/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社エイブイシー/433/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（東洋アルミニウム）「カーボン被覆アルミニウム箔サンプル提供を

受けるための秘密保持契約」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（株式会社豊田自動織機）「エンジンのターボチャージャー向け高剛

性シャフト材」20180069
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（株式会社アルバック）「分子スピントロニクス素子の

開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（立山マシン株式会社/342/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（科学警察研究所、産業技術総合研究所）「超分子ポリ

マー被覆カーボンナノチューブを用いた化学剤電気化学検出法に関する開発研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「強磁場計測とデータ解析技術の

融合によるエネルギーデバイス材料評価手法の確立」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 個別共同研究契約（資金受領型）の締結について（パナソニック）「機能材料の高度解析技術」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導変更契約の締結について（ＤＩＣ株式会社）「タンニン酸を用いた、パッケージ用途の防

カビ、抗菌機能の付加に関するノウハウ開示及び技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（土木研究所）「モアレ法を用いたき裂検出法とき裂開口幅測定法と

その装置」18-MS-009
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOP 化学MOPの運用に関する覚書の締結について（三菱ケミカル／住友化学／旭化成／三井化学） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（三菱ケミカル株式会社）「アルポリック屋外暴

露実験のデータ解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（三菱ケミカル株式会社）「アルポリック屋外暴

露実験の実施」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（国立研究開発法人理化学研究所／株式会社神戸製鋼

所）「中性子イメージングによる鋼材塗膜下腐食観察」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（ＴＤＫ株式会社）「スピネルバリア材料を用いた強

磁性トンネル接合の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更覚書（資金受領型）の締結について（三菱ケミカル株式会社）「特性制御GaNバルク

単結晶基板の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
業務実施契約の締結について（日産自動車株式会社）「光給電システムにおける高効率受光素子に

関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社超合金/371 387/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（株式会社光波 株式会社タムラ製作所/434/平成29年10月1日～平成30年

3月31日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（理化学研究所）「超強磁場NMRシステムの開発に関す

る研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社クラレ/423/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（荒井製作所）「ゴム・樹脂材料の表面改質に関する

研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社Biomedical Solutions）「形状記憶ポリ

マーの試作とその評価、及び今後の開発指針の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施 業務実施契約の締結について（三井化学株式会社）「Ziegler-Natta触媒の構造解析」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 優先交渉権期間の対価について（デンカ株式会社）「アルミニウム回路基板の製造方法」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 優先交渉権期間の対価について（デンカ株式会社）「免疫刺激オリゴヌクレオチド複合体」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（東京インキ株式会社）「オパール薄膜の成膜ト

ライアル」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
オープンラボ技術提供・指導契約書の締結について（株式会社住化分析センター）「電子顕微鏡ス

テーションオープンラボプログラムによる電子顕微鏡技術提供・指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約の締結について（ヤマハ発動機株式会社）「青色パール薄膜コロイド粒子」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（日本電子株式会社）「核磁気共鳴測定装置及び方法」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（株式会社リガク_学術連携室） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄附金の移し替えについて（九州大学） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（理研計器株式会社/427/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社佐用精機製作所/384/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社神戸製鋼所/359/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社オキサイド/339/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（神戸工業試験場）「甲が複合材料の試験片加工や強度試験において

認定機関となるための可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（日立金属株式会社/357/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（旭化成株式会社）「①量産用MSS Chipの開発、②MSS

受容体の開発、③MSS受容体塗布技術の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（旭化成株式会社）「化学MOP／ポリオレフィンの基礎

データおよび公知情報の蓄積および構造化技術と記述子検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

Research Agreement（資金受領型）の締結について（Samsung Semiconductor, Inc.）

「Microstructure Characterization of Magnetic Tunnel Junction Stacks for Magnetic Random

Access Memory」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of New South Wales, Australia) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究成果有体物移転契約書の締結について（理化学研究所）「Erysipelotrichaceae OTU0002株」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
覚書の締結について（ソフトバンク株式会社）「リチウム二次空気電池の成層圏プラットフォーム

用電池への応用」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（横浜国立大学）「高機能非酸化物セラミックスの開発」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（神田工業株式会社）「乙が保有するエレクトロクロミック材料技術

（有機／金属ハイブリッドポリマー）及び素子技術を使用したデバイスの試作に関する甲乙間の研

究連携スキームの検討」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「超精密ナノギャップ電極の作

製」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日立金属株式会社）「高性能マグネシウム合金開発

の可能性検証」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 その他 承認願に対する承諾について（千代田インテグレ株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Collaborative Research Agreement の締結について（LG Chem, Ltd. / LG Japan Lab Inc.）

「High performance Nd-Fe-B-based magnet from chemically synthesized fine particles」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部会員資格期間の更新について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京工業大学）「Al4SiC4を焼結助剤とした炭化ケイ素

セラミックスの焼結性及びその特性評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（大阪工業大学）「強磁場共用装置を用いた高In組成

InGaAs/InAlAs２次元電子ガス１層系または２層系試料におけるサブバンド輸送特性と量子ホール

効果の解明・開発に関する研究」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
業務実施契約の締結について（ボストン・サイエンティフィック　ジャパン株式会社）「石灰化血

管モデルを用いたステントダメージの評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（ＴＯＴＯ株式会社）「酸化チタンナノ粒子の光線力学診断への応用

に向けた酸化チタンナノ粒子サンプルの評価及び安全性の評価に関する共同研究の可能性検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社G&U技術研究センター）「下水道用マ

ンホール鉄蓋の腐食のメカニズムの解明」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（Albert Ludwig University Freiburg）「to cooperate in the field of

" biomimetic transfer of the 3-D morphology of plants into 3-D printed structures, and then to

extend this understanding by reverse biomimetics, i.e. mechanical analyses of the 3-D printed

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（熊本大学）「強磁場共用装置を用いたカーボンナノポッ

トにおける電気伝導機構の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（シャープ株式会社/350/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社MARUWA/439/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（東京化成工業株式会社/404/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社フジクラ/432/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（宇部興産株式会社/355/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（シチズン電子株式会社/464/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（東京理科大学）「強磁場共用装置を用いたスピン・格子

複合系におけるデバイ型誘電応答スペクトルの外磁場および一軸応力依存性の解明・開発に関する

研究」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京理科大学）「マルチバンド・マルチコンポ―ネント

型超伝導体における磁束量子の非整数化に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（ソフトフォトニクス合同会社/440/平成29年10月1日～平成30年3月31

日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京理科大学）「電子ネマティック転移近傍における新

規量子状態の解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京理科大学）「金属間化合物及び合金を用いた新しい

水素製造触媒の探索」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（資金受領型）の締結について（荒井製作所）「多元系ハイブリッド熱電材料開発」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
個別共同研究契約（資金受領型）の締結について（パナソニック）「固体EDLデバイスの機能検

証」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
個別共同研究契約（資金受領型）の締結について（パナソニック）「マグネシウム電池用の正極／

電解液 界面制御材料の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 譲渡契約
譲渡契約の締結について（広島大学）「環式有機化合物の酸化方法及び環式有機化合物の酸化装

置」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東北大学）「硬X線光電子分光によるスピントロニクス

機能性材料の研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「マテリアルズ・インフォマ

ティクス（ＭＩ）を用いた新規Liイオン電池電解液材料探索」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「Pt-CeOx ナノワイヤ/C電極

が有する特有の界面量が燃料電池用電極性能に及ぼす影響の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
共同知財協定に対する誓約書の提出について「JST未来社会創造事業／高温超電導線材接合技術の

超高磁場NMRと鉄道き電線への社会実装」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「成形性向上のためのナノ組織

制御Mg合金の研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「先端電子顕微鏡法による全固

体２次電池材料その場計測」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「次世代永久磁石材料の研究」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「モーター用次世代軟磁性材

料」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「自動車用Mg合金のための耐

食アパタイト被膜に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「ナノ析出物相を用いたMg合

金の成形性向上の研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「金属間化合物を活性点とする

排ガス浄化触媒の研究（３）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
個別共同研究契約（資金受領型）の締結について（日本ロレアル）「Development of new

nanocomposite smart polymer for cosmetic application」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
個別共同研究契約（資金受領型）の締結について（日本ロレアル）「Development of anti-frizz

hair coating using humidity responsive shame memory polymer」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 見積書の発行について（荒井製作所）資金受領型共同研究「多元系ハイブリッド熱電材料開発」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
見積書の発行について（荒井製作所）資金受領型共同研究「ゴム・樹脂材料の表面改質に関する研

究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
共有特許の実施許諾に関する契約書の締結について（大阪大学、日本臓器製薬株式会社）「神経損

傷治療用薬剤徐放シート」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 秘密保持契約の締結について（Samsung Electronics Co., Ltd.）「特許ライセンスの可能性検討」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（株式会社ソルトラボ石垣島）「セラミックウールに分散させた

TiNナノ粒子」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（LG Chem）「TEM analysis for the surface structure of RO

membrane」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 個別共同研究契約（資金受領型）の締結について（日立金属株式会社）「TMW合金実用化研究」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
個別共同研究契約（資金受領型）の締結について（日立金属株式会社）「3DPソリューション技術

開発－ワイヤー積層造形に関する研究－」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究基本契約の変更契約書の締結について（日立金属株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
オープンラボ技術提供・指導契約書の締結について（大日本印刷株式会社）「電子顕微鏡ステー

ションオープンラボプログラムによる電子顕微鏡技術提供・指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
見積書の発行について（株式会社LIXIL）業務実施「3サンプル：セラミックス2面（釉薬面と生

面）、PP1面に対するアウトプット」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 要領 外部連携部門内の業務移管に係る要領の改正につきまして 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（パナソニック）「マグネシウム電池用新規電解質の

開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（デンカ株式会社/412/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（デンカ株式会社/399/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（デンカ株式会社/316/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Seoul Semicondutor Co., Ltd./397/平成29年10月1日～平成30年3月31

日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Unity Opto Technology Co., Ltd./446/平成29年10月1日～平成30年3月

31日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Unity Opto Technology Co., Ltd./455/平成29年10月1日～平成30年3月

31日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（LG Innotek Co., Ltd/409/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（シーシーエス株式会社/431/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/414_2/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/414_1/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/405/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/413/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/415/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（日亜化学工業株式会社/421/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（住友重機械工業株式会社/373/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（星和電機株式会社/426/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（昭和電線ケーブルシステム株式会社/370/平成29年4月1日～平成30年3

月31日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（名古屋大学）「強磁場共用装置を用いた熱・体積・形状

機能性新材料における熱機能ならびに体積・形状機能と磁性や結晶ナノ構造の相関の解明・開発に

関する研究」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
機密保持契約の締結について（村田製作所、産業技術総合研究所）「リーク箇所検出技術を封止デ

バイス向けに開発する可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持変更契約の締結について（関西ペイント）「NIMS保有コーティング剤技術の塗料への応

用展開の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約書 (産業技術総合研究所) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
個別共同研究契約（資金受領型）の締結について（日本ロレアル）「Feasibility study of Shape

memory polymer for face reshaping effect」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（豊田合成株式会社/478/平成30年2月5日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（SHカッパープロダクツ_日立金属)/353/平成29年4月1日～平成30年3月

14日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社コメット/352/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Termination of Agreement の締結について（Bosch (China) Investment Ltd.）「Development of

high coercivity and high remanence hot-deformed magnets」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 技術指導 技術指導契約の締結について（高周波熱錬株式会社）「FS鋼の試作に関する技術指導」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（DIC）「FIB-SEMおよびTEMによる先端ナノ材料の

観察・解析技術の開発・高度化検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（日本電子）「LaB6ナノワイヤエミッター関する共同研究の可

能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京大学）「強磁場計測とデータ解析技術の融合による

エネルギーデバイス材料評価手法の確立」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 npc NIMSパートナーズ倶楽部入会申込受託通知書の発行について（コマツ） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与変更契約の締結について（ジヤトコ株式会社）「ZnOコーティングを施した低摩擦鋼

球」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（明治大学/九州工業大学）「アパタイト／コラーゲンナ

ノ複合体を用いた自己硬化型インジェクタブル骨ペーストの研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領域）」における知的財産権

の取扱いに関する合意書（産業技術総合研究所）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領域）」における知的財産権

の取扱いに関する合意書（筑波大学）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領域）」における知的財産権

の取扱いに関する合意書（富士電機株式会社）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領域）」における知的財産権

の取扱いに関する合意書（豊田合成株式会社）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領域）」における知的財産権

の取扱いに関する合意書（東北大学）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社アドバンテスト研究所）「光音響イメージ

ング用波長変換光源の研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日本鋳鍛鋼）「タービンロータ材の靭性に及ぼす高

温損傷組織の影響の解明」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日本電子）「LaB6ナノワイヤ電子源の測定器への

応用」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Exeter, UK) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約の締結について（凸版印刷）「層状セリウム化合物」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（横浜国立大学他）「固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業

／普及拡大化基盤技術開発／非白金系触媒の革新的高機能化のためのメカニズム解析（酸化物）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
知財合意書の締結について（横浜国立大学他）「固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業／

普及拡大化基盤技術開発／非白金系触媒の革新的高機能化のためのメカニズム解析（酸化物）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（クアーズテック株式会社/310/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社小松精機工作所/400/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Everlight Electronics Co. Ltd./388/平成29年10月1日～平成30年3月31

日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施

特許実施権許諾契約の締結について（株式会社マテリアルイノベーションつくば）「カーボンナノ

チューブ連結のグラフェンシートフィルムとその製造方法及びそれを用いたグラフェンシートキャ

パシター、電子源用エミッター等」

事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（鹿児島大学）「疎水化ゼラチンを用いた創傷被覆粒子の

調製と機能評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約（資金受領型）の締結について（日油株式会社）「カテコール基含有ハイドロゲ

ルの医療機器への適用可能性検証」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（ＪＸ金属株式会社）「超高純度金属のRRR評

価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 個別共同研究契約（資金受領型）の締結について（パナソニック）「次世代太陽電池」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ベンチャー NIMSベンチャー企業の認定及び覚書の締結について（株式会社プリウェイズ） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（Microsoft Corporation）「Artificial Brain and Geometric Musical

Language for the purpose of evaluating feasibility of research collaboration and/or relevant

further business discussions」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「第一原理計算によるSiC素子

構造の理論的解明」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（室蘭工業大学）「非酸化物セラミックスの熱特性・反応

性制御に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社村田製作所/340/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（ヒロコン株式会社/289/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（交和電気産業株式会社/383/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 裁判
東京地方裁判所の決定の送達について（グレートセル・ソーラー・リミテッドに対する仲裁判断取

消申立て事件）
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（Institute of Metal Physics of Ural Branch of Russian

Academy of Science）「Electronic Structure and Magnetic Properties of Complex Oxide

Materials」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（神戸大学）「異なる積層欠陥エネルギーを有するFCC金

属のせん断変形応答に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（Springer Japan K.K./401/平成29年1月1日～平成29年12月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 秘密保持契約の締結について（CAS）「今後の連携に向けた検討」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（大日本印刷株式会社）「無機材料の評価技術並びに

解析の高度化」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日立ハイテクノロジーズ）「TESマイクロカロリ

メータEDSを用いた微量元素取得・解析に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（LG Japan Lab株式会社）「磁気センサー向け、高

感度低消費電力磁気抵抗素子の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（スタンレー電気株式会社/365/平成29年10月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（国立清華大学、国立中央大学）「Electromigration-

induced nanoprecipitation in thermoelectric materials: Processing, Characterization and

Modeling」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（京都工芸繊維大学）「アルミナナノ細孔構造をテンプ

レートとしたスーパーキャパシタの開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（日本大学）「電界印加磁化反転の直接観察」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（ソフトバンク株式会社）「リチウム空気二次電池の成層

圏プラットフォーム用電池への応用」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（住友電気工業株式会社）「ビスマス系線材の特性評価に

関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（淡路マテリア株式会社／株式会社竹中工務店）「制振

ダンパー用Fe-Mn-Si基耐疲労合金溶接部の低サイクル疲労寿命改善」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MSS MSSフォーラムHPのドメイン移管に対するドメイン名譲渡申請書について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（日本電子、国立研究開発法人情報通信研究機構）「甲の卓上SEMへ

丙のLaB6ナノワイヤーエミッタと甲乙で開発している特殊SIPを適用した装置を製品化するため、

甲乙丙が共同研究できるかどうかの可能性を検討する」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
共有特許の実施許諾に関する契約書の締結について（大阪大学、日本臓器製薬株式会社）「神経損

傷治療用薬剤徐放シート」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（デンカ株式会社）「ハイブリッド熱電材料開発及びモ

ジュール化検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（デンカ株式会社）「新規高性能ＨｆＣナノワイヤ電子源

の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（デンカ株式会社）「磁場を用いたＢＮフィラー配向制御

による高熱伝導性シートの開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（デンカ株式会社）「単粒子診断法を利用した新規蛍光体

材料の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 裁判 抗告状の提出について（グレートセル・ソーラー・リミテッドに対する仲裁判断取消申立て事件） 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（株式会社東芝）「半導体装置及びその製造方法」20180110JP100 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（株式会社東芝）「半導体装置及び、その製造方法」

20180086JP100
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（グンゼ株式会社）「NIMS開発の製造法で作製したコラーゲン

多孔体の貸与」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（大阪府立大学）「緻密なSi-O-C(-H)セラミックスの作

製」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
ADDENDUM AND AMENDMENT NO.2 TO AGREEMENTの締結について（Material Phases Data

System (MPDS)）「LPF 2016 Database」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（金沢工業大学）「高品質Bi系超伝導体薄膜を用いた電子

デバイス試作に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（新潟大学）「特定の近赤外波長に急峻な熱放射ピークを有する多層

膜構造」18-MS-015
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約書の締結について（株式会社アルバック）「磁気メモリ用極薄垂直磁化膜の開

発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の変更に関する覚書の締結について（トヨタ自動車株式会社）「表面X線散乱法によ

る金（１１１）単結晶表面上への銅電解析出過程のその場観察」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Lextar Electronics Corporation/386/平成29年10月1日～平成30年3月

31日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（パナソニック）「車載用次世代二次電池向けの新規

高容量負極材料の創出」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の有効期間に関する覚書締結について（住友電工、新田ゼラチン）「医療機器向けに

２成分系組織接着剤として開発した疎水化タラゼラチンの応用分野に関する情報交換並びに製造、

調達等 に関する協議」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の有効期間に関する覚書締結について（住友電工、アネスト岩田）「NIMSの開発し

た２成分系組織接着剤に関し、住友電工・アネスト岩田が２成分系組織接着剤を噴霧混合するノズ

ル機構の最適化の可能性検討」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施権許諾契約の締結について（ネイルトロン株式会社）「クロミックデバイス」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（太陽誘電株式会社）「全固体リチウムイオン電

池・積層セラミックコンデンサに関する技術相談及び評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（茨城大学）「セラミックス粉末の配向成形と緻密化に関

する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（産業技術総合研究所／フェニックス電機株式会社）「無機蛍光体の

産業応用にかかる共同研究に向けた検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学疎水化ゼラチン膜の肺組織に対する接着性・生

体親和性評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（資金受領型）の締結について（東邦亜鉛）「高純度Fe-Cr-X系耐熱合金の開発」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社LIXIL）「バイオミメティックスを適

用した機能発現」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社LIXIL）「化学結合状態解析及び接合

実験」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東海大学）「超伝導線材のひずみ特性並びに新しいろう

材合金に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MSS MSSフォーラム会員　会員参加承認書の発行について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 一時使用賃貸借契約書の締結について（日本電気株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（住友化学株式会社／大洋塩ビ株式会社／千葉大学）

「PVC多孔体を用いた可燃性ガス回収技術の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（学校法人慶應義塾）「外科用2成分系組織接着剤の神経

接合部表面、生体腱接合部表面への接着及び周辺組織に対する癒着防止効果の検証」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（株式会社堀場製作所）「技術指導の名称　材料の微小領域における

光学機能評価に関する技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約書期間延長覚書の締結について（LIXIL TR本部マテリアルサイエンス研究所）「乙の

材料を甲が開発する製品用途に応用することに関する研究連携の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（HOYA Technosurgical株式会社/297/平成29年4月1日～平成30年3月31

日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（新日鐵住金株式会社）「ボイラーチューブ用新

材料HR22Wの許容引張応力の試算」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施

Technical Assistance Agreementの締結について（Cameca EIKOS Consortium／CAMECA

JAPAN）「to promote and disseminate the analytical techniques associated with the EIKOS

and 3DAP」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
特許共同出願契約の締結について（ソフトバンク株式会社）「電池の製造法方法および電池」

20180120JP100
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約の締結について（三菱瓦斯化学株式会社）「カーボンナノ粒子水分散液」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 連携センター 連携センターの設置に関する変更覚書２の締結について（三菱ケミカル株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「高強度アルミニウム合金

エネルギーミニマム化プロセス」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
実施許諾変更契約の締結について（株式会社フジクラ）「光アイソレータ、ＴＳＬＡＧ結晶、並び

にこれを組み込んだファラデー回転子」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所）「膜型表面応

力センサー（MSS）を用いた迅速香気分析技術の開発に関する共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（みずほ情報総研株式会社）「クリープ解析ワークフローのSIP-MI

システムへの実装作業支援についての相談」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社東芝）「磁気失活層制御方法の量産装置へ

の展開検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社神戸製鋼所）「Nb3Sn超電導接続に関する

要素技術の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（高エネルギー加速器研究機構）「拡張多極子の実空間観

測とその外場応答の解明」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（住友化学株式会社）「硫化物系全固体電池のサ

ンプル評価、および、その技術教育」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 第三者への実施許諾に関する事前通知について（土屋工業株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「高温固体高分子形水蒸気電解実

現のための要素技術開発に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（新日鐵住金_片山英樹） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
知財合意書の締結について（LIBTEC他、全41者）「NEDOプロジェクト／先進・革新蓄電池材料

評価技術開発（第２期）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（旭化成株式会社_陳君） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（旭化成株式会社）「NIMS特許出願（免疫刺激オリゴヌクレオチド

複合体）と複合型核酸アジュバントに関する技術情報を基にした共同研究の可能性検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（JST_山本科学工具研究社/326/平成29年10月21日～平成30年4月20日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（住友精化株式会社）「樹脂改質材料を使用した接着

剤の機能発現メカニズム解明」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（富士フイルム株式会社）「第一原理分子動力学

計算による全固体電池界面でのLi輸送抵抗起源に関する技術相談」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MSS
嗅覚データ解析プラットフォーム（フェーズ３）サービス申込書の提出について（日本電気株式会

社）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
予算変更承認申請書の提出について（公益財団法人科学技術交流財団）「知の拠点あいち重点研究

プロジェクト／燃料電池フォークリフト用充填装置と水素製造触媒装置の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 変更契約書の締結について（北海道大学）「超高圧を利用した新規機能性物質の創出」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
覚書の締結について（大同特殊鋼株式会社／株式会社ダイドー電子）「Nd-Fe-B系熱間加工磁石と

PLP磁石の微細構造と磁気特性に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社高純度化学研究所）「新しいガリウム及び

亜鉛原料を用いた原子層堆積法による開発研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「自動車用フェールセーフ

ボルトの開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「水素脆化メカニズムの解

明-遅れ破壊評価法の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（公益財団法人総合工学振興財団_NIMSイブニングセミナー） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（労働安全衛生総合研究所）「チタン合金の安全性ガイド

ライン策定のための疲労およびクリープ強度試験と破損解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（学校法人神奈川大学）「光応答性界面の開発およびその

応用展開に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（Imperial College of Science Technology and Medicine）

「mechanical and/or thermal behavior of low expansion lattices and EBCs」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（イムラ・ジャパン株式会社）「第一原理計算による

触媒材料開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「プラズモン光増強場のデザインと物理」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（トヨタ自動車株式会社／東京大学）「固体高分子形燃料電池用アイ

オノマ計算科学を活用した構造探索技術の共同研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（自然科学研究機構 核融合科学研究所）「ヘリカル型核

融合炉に向けた超伝導線材並びに大電流容量集合導体に関する研究開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「強磁場共用装置を用いたトポロジカル結晶

絶縁体におけるスピン偏極した表面状態の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（広島大学）「高分解能硬X線光電子分光による機能性材

料の電子構造評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（富士通研究所）「平成30年度　防衛装備庁　安全保障技術研究推進

制度への提案内容の議論」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社ＩＨＩ）「ステンレス鋼の組織変化に関す

る研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社ＩＨＩ）「Gr.92及びGr.91のクリープ強度

特性評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（アドマップ）「SiC/SiC複合材料の繊維表面への界面相形成に関す

る検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（林精器製造株式会社/360/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（Samsung Electronics Co., Ltd. (SAIT)）

「Development of 2D nanosheet coating technology on ceramic powder」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（神田工業株式会社）「エレクトロクロミックデバイ

スの製造プロセス開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（東京大学／協和界面科学株式会社）「新規ＬＢ膜作成装置の開発に

関する研究連携の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（JFEスチール株式会社）「超低加速の走査電子顕微鏡

（SEM）による像形成の物理的要因の基礎研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（JFEスチール株式会社）「Zn-Al-Co系合金相構造の熱力

学的解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（JFEスチール株式会社）「ラボ遠心鋳造製超硬ロールの

組織、材質評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（鹿児島大学）「歯周口腔内組織治療・再生のための歯科

材料の開発と機能評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（資金受領型）の締結について（Samsung Electronics Co., Ltd. (SAIT)）

「Chemical and electrochemical analysis of high energy density High Ni cathode / SiC anode

cell」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（量子科学技術研究開発機構）「原子二体分布関数法によ

る機能性材料の先進的ナノ構造研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東北大学）「導電性高分子を用いた熱電変換材料の研

究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
平成２９年度分　共同研究費の額の確定通知の発行について（名古屋大学）「B系III族窒化物／ダ

イヤモンド・ハイブリッドデバイスに関する基盤研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（農業・食品産業技術総合研究機構）「モイスチャーセンサおよび

MSSセンサを用いた農業分野における共同研究の可能性検討のため」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（三菱重工業株式会社）「リアルタイム非破壊き裂検

出技術（AE：Acoustic Emission法）による溶射皮膜の微細き裂評価技術開発-Phase1-」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「固体NMRを用いた新規層状無

機化合物の有機誘導体に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（神栄テクノロジー株式会社、産業技術総合研究所）「分離単層

カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）を用いた化学センサー」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（JX金属株式会社）「NdドープYVO4の磁場配向に関

する調査」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (National University of Singapore) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang）

「Disentangling electron localization mechanisms in ceria」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（上智大学）「Nb3Al及びREBCO線材の電磁特性に関す

る研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（同志社大学）「非酸化物セラミックス基材料の高温特性

に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（旭化成メディカル株式会社/362/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社ソフセラ/389/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia

Sinica）「First-Principle Molecular Dynamics Studies on the Structural and Electronic

Properties of Perovskite Solar Cells」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Amendment 1 to Material Evaluation Agreement (University of Waterloo, Canada) の締結につい

て_谷口
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（宇宙航空研究開発機構）「きぼう利用一般テーマ「新奇

機能性非平衡酸化物創製に向けた高温酸化物融体のフラジリティーの起源の解明」」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「ナノニードルを用いた細胞内小

胞の選択的単離」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（パナソニック株式会社）「電解質膜及び燃料電池」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究

Collaboration Research Agreement の締結について（SAINT-GOBAIN K.K.／CNRS）

「Intermetallic materials for high temperature thermoelectric applications • Feasibility

Program」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Updated Annual Sheet の締結について（SAINT-GOBAIN K.K.／CNRS）「Improvement of metal

clusters properties and synthesis of composite films」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（日本鉄鋼協会_戸田佳明） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（日本鉄鋼協会_片山英樹） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（日本鉄鋼協会_澤田浩太） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（日本鉄鋼協会_大塚 秀幸） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（日本鉄鋼協会_北嶋具教） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社日立製作所）「中温域のMgB2線材の性能

評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（九州大学）「REBa2Cu3Oy線材の接続と通電性能および

組織の相関考察」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
変更契約の締結について（浜松医科大学）「バイオミメティクによるタマムシ模倣材料の開発と応

用」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
変更契約の締結について（理化学研究所）「オーダーＮ法第一原理計算による大規模生体分子系の

構造安定性に対する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（香川大学）「蛍光体の結晶構造と光学特性の評価」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（LG Japan Lab株式会社）「電気泳動法によるTiO2/

蛍光体堆積」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（日立金属株式会社）「NIMSの銅合金抗菌活性迅速化技術の医療用

ワイヤー・機器への適用に関する情報交換並びに研究連携の可能性検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（三菱ケミカル株式会社）「ICAP／単粒子診断法を

利用した新規蛍光体材料の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（三菱伸銅株式会社）「銅合金の抗菌特性の比較評

価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（Max Planck Institute for Solid State Research）

「Theoretical study of electron correlation effects」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社ナード研究所）「NIMSが保有するエレクトロクロミック

特性を有する有機／金属ハイブリッドポリマーの試作製造並びに調達に関する協議」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
知的財産権持分契約の締結について（産業技術総合研究所／フェニックス電機株式会社）「ＵＶ励

起型広帯域発光ＬＥＤ素子（仮）」20180122JP100
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（新日鐵住金株式会社）「電池材料の電極表面の電気

化学特性の解明」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（ＴＯＴＯ株式会社）「セラミックス事業に関する甲乙研究連携の可

能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「MIに基づいた新規構造

材料（AL合金）探索の可能性検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（東京化成工業株式会社）「NIMSが保有するエレクトロクロミック

特性を有する有機／金属ハイブリッドポリマーの試作製造並びに調達に関する協議」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 その他 DIS mobile パッケージ　WiMAX2+　契約ライセンスキー通知兼開通申請書について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

連携重点研究に関する実施協定書及び覚書の締結について（東京大学／量子科学技術研究開発機構

／産業技術総合研究所／金属技研株式会社）「高速クラスタービームによる生命科学・表面界面工

学への応用研究」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
知的財産権実施許諾契約の締結について（アルバック・ファイ株式会社）「Ｘ線照射装置及び分析

装置」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（神奈川県立産業技術総合研究所、他3者）「感光性

SAMを用いたケージド細胞培養基板の実用化とエレクトロニクス材料への展開」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾契約の締結について（オリンパス株式会社）「βサイアロン蛍光体デバイス」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
Amendment 1 to Patent License Agreement の締結について（IHI Corporation / MTU Aero

Engines AG）「sixth generation nickel-based single crystal super alloys called “TMS-238”」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（九州大学）「金属融体との界面反応を利用した超高温セ

ラミックスの接合」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社小松製作所）「ギア白層及びハイテンボルトに関する共同

研究の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持変更契約の締結について（富士通株式会社）「革新的材料の効率的深索基盤構築に向けた

要素技術の実現方法の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「電池／先端電子顕微鏡法

による全固体２次電池の微細構造・組成解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 要領 連携ラボ運営実施要領の制定について 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（国立大学法人名古屋大学）「超低消費電力強誘電メモリ

のためのハイブリッド原子／分子積層膜の創製」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（大陽日酸株式会社）「半導体デバイス製造プロセス

低温化、および半導体デバイス高品質化のための反応解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 裁判
抗告理由書の提出について（グレートセル・ソーラー・リミテッドに対する仲裁判断取消申立て事

件）
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日本鋳鍛鋼株式会社）「ボロン添加高クロムフェラ

イト系耐熱鋼タービンロータ材の長時間信頼性評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（高輝度光科学研究センター）「実験データ利活用を目的

とした材料データプラットフォームと実験データリポジトリの融合によるデータ共有基盤の研究開

発」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共有特許権の取扱いに関する合意書の締結について（株式会社IHI） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 会員制連携 NIMS「磁石パートナーシップ」会員規約の制定につきまして 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（三菱重工業株式会社）「高強度オーステナイト系ス

テンレス鋼の析出挙動の解明」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約書の変更覚書の締結について（株式会社LIXIL）「中空粒子含有アエロゲル粉

末」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（東京理科大学）「液相法による蛍光体合成と特性評価」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（トヨタ自動車株式会社／株式会社共和工業所）「自動車用フェール

セーフボルトの試作」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」における知的財産権の取扱いに関する

合意書の締結について（名古屋大学）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
Non-Disclosure and Restricted Use Agreement の締結について（Infineon Technologies AG）

「将来的な連携検討等のための情報交換」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社神戸製鋼所）「鉄鋼材料中の極微量元素の

分布・定量分析技術に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（株式会社テクノコア）「プレス成形用金型をプレス機から外さずサ

ンドブラスト洗浄するための装置の製作、及び本装置に関する知的財産権取得のための出願の検

討」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日立金属株式会社）「自己治癒セラミックス実用化

研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（京都大学）「新材料・新構造で拓くプラズモニクス新展

開」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 試料貸与契約 (東京大学) の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
業務実施契約の締結について（LG Innotek）「TEM characterization of V-pit defect and

surrounding dopants distributon for MQW structure of LED」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日油株式会社）「ホスホリルセリンポリマーの診断

分野、化粧品分野等への可能性基礎検証」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Evaluation Agreement の締結について（FMC Corporation）「stabilized lithium metal powder or

product variants」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（（株）日立ハイテクノロジーズ_陳君） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（日本鉄鋼協会_大村孝仁） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（新日鐵住金株式会社_譯田真人） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（株式会社フジクラ_島村清史） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（Cannon-Muskegon/354/平成29年4月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
契約の地位の承継について（東芝エネルギーシステムズ株式会社）実施許諾契約「ニッケル基単結

晶超合金（TMS82+）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「多孔性アルミナを用いた99Mo/99mTcジェ

ネレータ用吸着材の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「高品質な共役高分子材料の低コスト製造と

デバイス特性評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社AESC）「リチウムイオン電池用電極材料

の損傷機構解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（愛媛大学）「モイスチャーセンサを用いた農業分野における共同研

究の可能性検討のため」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（住友金属鉱山株式会社）「貴社が開発した

CWO及びITOナノ粒子についての光熱変換特性評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
実施許諾契約の締結について（日立化成株式会社）「コンクリートベースの建材又は補修材の分野

におけるコーティング材料を含む高分子材料製品」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（トヨタ自動車株式会社／早稲田大学）「Ｌｉイオン電池用Ｓｉ負極

材料のアモルファス構造解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社豊島製作所）「リチウムイオン二次電池固

体電解質材料の性能向上」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Nanjing University, China) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
事業再編に伴う契約の承継について（株式会社KOKUSAI ELECTRIC）技術指導契約「Si系絶縁膜

及び金属薄膜の電気特性及び物理特性の測定方法並びにその測定結果の解析に関する技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京大学）「新しい強磁場マグネット用高強度・高導電

率導体の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（パナソニック株式会社）「データ科学に基づく材料

研究の可能性検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施料の配分の通知について（三菱ケミカル株式会社）No.399 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」における知的財産権の取扱いに関する

合意書（名城大学）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（矢崎総業株式会社）「CNT複合材料の電気抵抗

評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（理化学研究所）「酸化物を用いたエレクトロニクスデバ

イスの研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Princeton University, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（住友電気工業株式会社／長岡技術科学大学）「JST

ALCA／軽量構造部材創製のための革新的汎用マグネシウム合金の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（早稲田大学）「架橋性分子含有雰囲気における真空紫外

光(VUV)照射を利用した異種材料の表面改質ならびに大気圧接合技術の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（東京農工大学）「酸化還元活性を有する核酸分子（仮）」

20180116
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（小松製作所）「建設機械用高強度部材損傷における

検討とFSボルトの適用性」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「Electrodeposition of silicon-metal(Ni, Fe)

nanocomposites for application as anode in lithium-ion batteries」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（Granta Design Limited/391/平成29年7月1日～平成30年3月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 連携センター
連携センターの設置に関する覚書の締結について（L'OREAL社）「NIMS-L'OREAL マテリアルイ

ノベーションセンター」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of California Berkley, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（名古屋工業大学）「電気化学的手法を用いたナノ複合材

料の作製とその機能化」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
第１四半期分支出状況報告書等の提出について（科学技術交流財団）共同研究「知の拠点あいち重

点研究プロジェクト」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について(日産自動車株式会社)「炭素繊維と樹脂の界面の化学分析

/力学特性評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（ＪＸ金属株式会社）「超高純度金属のRRR評

価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
期間延長に関する覚書の締結について（住友精化株式会社／京セラ株式会社）「高精度ガスライン

の提供」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（アルファバック・ファイ株式会社）「材料データベース構築におけ

る語彙と用語の整備促進」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（日油株式会社）「温度感応性磁性微粒子の基礎性能検証に必要なノ

ウハウの習得に関する技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（日立金属株式会社）「ボイラーチューブ用新材

料の許容引張応力試算」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「強磁場共用装置を用いた液晶性化合物にお

ける磁場配向性の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「磁性酸化物ヘテロ構造を基本構造とするス

ピントロニクス素子の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「放射線・化学・温熱療法の特性を併せ持つ

多機能ナノ粒子の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金
Project Schedule for Agreement with the IDEMA Advanced Storage Technology Committeeの締

結について（IDEMA）「Development of FePt based HAMR media」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金
Project Schedule for Agreement with the IDEMA Advanced Storage Technology Committeeの締

結について（IDEMA）「Heusler alloy CPP-GMR for advanced readers」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（豊田合成株式会社）「自動車向け開発製品の意匠・機能形成に資す

るNIMSの情報科学分野における最新手法の活用に関する共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（住友精化株式会社）「硫化水素徐放剤を含む包装体及びその製造方

法、並びに硫化水素徐放剤及びそれを用いた硫化水素の発生方法」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社ＩＨＩ）「高Cr耐熱鋼構造体のクリープ寿

命に対する応力多軸度の影響評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Tel Aviv University, Israel) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（横浜国立大学、東京工業大学他）「固体高分子形燃料電池利用高度

化技術開発事業／普及拡大化基盤技術開発／非白金系触媒の革新的高機能化のためのメカニズム解

析（酸化物系）」、および「固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業／普及拡大化基盤技術

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ベンチャー 委員長及び委員の指名について（NIMSベンチャー審査委員会） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（低温メタン改質触媒活物質）「東京工業大学、東北大学、高知工科

大学」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 委員 委員長及び委員の指名について（共同研究審査委員会） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（小野薬品工業株式会社）「開発化合物に関して、結晶形の選択・制

御・評価、製剤化戦略・手法等についての技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約の締結について（三菱重工航空エンジン株式会社）「TMS-238合金の貸与」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（無資金型）の締結について（株式会社広島）「知の拠点あいち重点研究プロジェク

ト／燃料電池フォークリフト用充填装置と水素製造触媒装置の開発：水素製造触媒装置のプレート

型メタル触媒の研究」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社リガク）「材料データベース構築における語彙と用語の整

備促進」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（NISSHA株式会社）「NIMSの TED（zwitterionic

tetrathiafulvalene-extended dicarboxylate）材料の実用化に向けた研究連携の可能性検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「ナノシートコーティング

による電磁波シールド膜、SUS高機能化の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東北大学）「衝撃および静的超高圧を用いた化学進化の

研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（ＪＸ金属株式会社）「非鉄金属分析技術の高度化に

関する共同研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
研修生受入に関する覚書の締結について（防衛装備庁艦艇装備研究所）「構造物のマルチマテリア

ル化を想定した接着接合部の強度評価・解析に関する知見及び基礎的な技術の習得」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「第一原理計算によるSiC

素子構造の理論的解明」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（株式会社日本製鋼所）「調質鋼の組織制御及び機械的性質発現機構

の解明に関する技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日本化薬）「ポリロタキサンを分散したエポキシ接

着剤の実用化可能性検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
MSS ALLIANCE 2 COLLABORATIVE AGREEMENT の締結について（大阪大学／NanoWorld AG／

住友精化／京セラ／日本電気／旭化成）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「ナノシートコーティング

技術による高硬度膜の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
一時使用賃貸借契約書に基づく覚書の締結について（日本電気株式会社／ＮＥＣファシリティーズ

株式会社）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約に係る期間延長の覚書の締結について（日産化学株式会社）「自己組織化機能性材料

の合成と配向制御」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION/379/平成30年1月1日～平成30

年6月30日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社日立製作所）「NIMSが構築する材料データプラット

フォームシステムに関する技術検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
知的財産権実施許諾契約期間再延長契約の締結について（株式会社メニコン）「湿度計測キットに

よる計測」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京工業大学）「精密熱膨張率測定装置の開発と遷移金

属化合物の熱膨張率測定」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社ピコサーム）「薄膜材料の沿面方向の熱拡

散率評価技術の確立」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（Samsung Electronics Co., Ltd）「Analysis of

elements and 3D tomography in ceramic capacitor materials」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 承諾確認書の提出について（トヨタ自動車株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「固体高分子形燃料電池用

アイオノマ計算科学を活用した構造探索技術の研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京工業大学）「放電プラズマ焼結によるガラス焼結体

の作製」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「ナノシートの断熱膜、可

視～近赤外光カット膜への応用」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（Samsung Electronics Co.,Ltd (SAIT)）

「Development of new layered materials for high-k applications」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社フルヤ金属/253/平成30年1月1日～平成30年6月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社新光化学工業所/351/平成30年1月1日～平成30年6月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
一時使用賃貸借契約に基づく申請書の提出について（日本電気株式会社／ＮＥＣファシリティーズ

株式会社）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社キャットシステム）「モイスチャーセンサのデバイス試作

に向けた検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
業務実施契約の締結について（新日鐵住金株式会社）「結晶界面近傍の微小領域における力学的特

性のナノインデンテーション・マイクロピラーによる評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（近畿大学）「骨芽細胞活性化元素をドープしたナノアパ

タイトを用いた骨ペーストの開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（資金受領型）の締結について（日立製作所）「炭化物分散形態評価技術の研究」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（DIC株式会社_木本浩司） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（日立建機）「建設機械用部品の再生技術に関する共同研究実施につ

いての検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
業務実施契約の締結について（一般社団法人日本ファインセラミックス協会）「医療用インプラン

トの抗菌性ラウンドロビン試験の実施」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（大阪大学、量子科学技術研究開発機構）「低放射化構造

材料のタングステン被覆形成及び強化法の評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Universite catholique de Louvain, Belgium) の締結について_谷

口
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（前川製作所）「2050 年を見据えた中長期の水素社会の実現、水素

利用の本格普及に寄与する高効率水素液化機及び冷凍機の開発に関する共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
見積書の発行について（日産自動車株式会社）共同研究「リチウムイオン電池用電極材料の損傷機

構解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（京都大学）「有機テルル化合物の反応性を利用したラジ

カル重合反応の機構解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（高知工科大学）「X線照射装置用モノクロメータ、ア

ノード及び電子線源に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（高知大学）「強磁場共用装置を用いた固体NMR測定技

術における半整数四極子核固体NMR法の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京大学）「NMRを用いたセメント硬化体の物性変化

検討に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京大学）「マイクロ／ナノ化学チップへの光触媒反応

の集積化」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（黒崎播磨株式会社）「ヒュームドシリカ試料中

の不純物成分分析方法の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談 技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社カトー）「ＴＩＧ溶接」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（デンカ株式会社）「気孔率とポア形状を揃えたメソ多孔体シー

ト」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
産学協同研究部門設置変更契約書の締結について（名古屋大学）「NIMS･名大 GaN評価基盤研究

ラボラトリ－天野・小出共同研究ラボ－産学協同研究部門設置契約書」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社ハイスポット）「モイスチャーセンサのデバイス試作に向

けた検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（旭化成株式会社）「MSS受容体塗布技術の開発

（Phase2）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（理化学研究所）「有機太陽電池用グラフェンスーパーキャパシター

に関する共同研究の可能性検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（旭化成株式会社）「MSS受容体の開発

（Phase2）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（旭化成株式会社）「量産用MSS Chipの開発

（Phase2）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社光波／株式会社タムラ製作所）「新しい蛍

光材料に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（日本原子力研究開発機構／筑波大学）「99Mo/99mTc

ジェネレータ用Mo吸着剤カラムの開発(4)」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Ulm, Germany) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Massachusetts Institute of Technology, USA) の締結について_

谷口
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
AMENDMENT 1 to MATERIAL EVALUATION AGREEMENT (Canadian Nuclear Laboratories,

Canada) の締結について
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（フレンテック株式会社）「モイスチャーセンサのデバイス試作に向

けた検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
誓約書の提出について（東京応化工業株式会社）「水滴検出センサー向けの表面処理剤の適応評価

の表面処理剤について」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 会社解散に伴う特許等実施許諾契約の終了について（株式会社超合金） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Shanghai Jiaotong University, China) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の期間延長に関する覚書３の締結について（株式会社ラング）「Redmineの保守作

業」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（早稲田大学）「カーボン系薄膜を用いた超伝導物性・デ

バイスの開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 居住者証明書交付請求書の提出について（Unity Opto Technology Co., Ltd.） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（東ソー株式会社）「大面積テンプレート基板用窒化

物スパッタ成膜技術開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社超合金/387/平成30年4月1日～平成30年4月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社超合金/371/平成30年4月1日～平成30年4月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京大学）「銅酸化物高温超伝導体線材の高磁場磁束ピ

ン止め特性に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（トヨタ自動車株式会社／豊田中央研究所株式会社）「水素発生方法

及び水素発生装置」18-MS-017
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（YKK AP）「モイスチャーセンサの窓ガラスあるいは窓枠の結露検

知応用に向けた可能性検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社東北マグネットインスティテュート）「3DAP法によるFe

基ナノ結晶材料の研究に関する開発・取引等の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（キャノンオプトロン）「電解質焼結体のイオン伝導度測定に関する

技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（三菱電機株式会社）「水素の大規模利用を見据

えたエネルギーネットワーク技術の研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約（資金受領型）の締結について（一般財団法人電力中央研究所）「ガスタービン

用単結晶Ni基超合金の損傷劣化評価基盤技術の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Indian Institute of Science Education and Research - Pune,

India) の締結について_谷口
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社コメット）「スパッタ法でのSi基板上無極

性窒化物半導体薄膜成長」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社神戸製鋼所／株式会社ジャパン スーパー

コンダクタ テクノロジー）「Cu-Zn基材によるNb3Sn線材の試作・評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社ＫＲＩ）「Ti-Ni-Cu形状記憶合金薄膜を用

いた触覚ディスプレイの開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書

知財合意書の締結について（電力中央研究所／三菱重工業／東京大学／京都大学／大阪大学）

「NEDO次世代火力発電等技術開発／次世代火力発電基盤技術開発／ 機動性に優れる広負荷帯高効

率ガスタービン複合発電の要素研究」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
見積書の発行について（電力中央研究所）共同研究契約「ガスタービン用単結晶Ni基超合金の損傷

劣化評価基盤技術の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の変更に関する覚書の締結について（トヨタ自動車株式会社）「酸化亜鉛コーティン

グのエンジン適用に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日産自動車株式会社）「リチウムイオン電池用電極

材料の損傷機構解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 生物遺伝資源提供同意書の提出について（東北大学加齢医学研究所医用細胞資源センター） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 生物遺伝資源提供同意書の提出について（理化学研究所バイオリソースセンター） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（Lumens Co., Ltd　No.395　2017.10.1～2018.3.31） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約における研究員増員の通知について（日本電気株式会社／茨城県立中央病院） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約における研究員増員の通知について（日本電気株式会社／筑波大学）「ナノメカニカ

ル膜型表面応力センサ(MSS)を用いた呼気成分分析による肺がんスクリーニング手法の確立」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社ABRI）「相手先のアルミセルメットを用いた電極をNIMS

の電池へ適用するための検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（南京大学）「Superconducting Quantum Electronics」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Cornell University, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（ＦＤＫ株式会社）「乙が提供するリチウムイオン二次電池用シリコ

ン負極材料の、甲が開発する電池への適用可能性検討を行う」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（株式会社大和テクノシステムズ）「NIMS特許出願技術である炭素

ナノ粒子組成物を走査型電子顕微鏡（SEM）検出器のシンチレータチップ（SC）への応用を検討

するための基礎的な評価」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）「NIMSが構築する材料

データプラットフォームシステムに関する技術検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（キグチテクニクス）「Ni基耐熱合金材料の一方

向凝固処理」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（住友電気工業株式会社）「高圧技術を用いた次世代

硬質材料開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（東京ガス株式会社）「ロータリー生産ＰＥＭ水

電解システムに関する技術調査及び経済性評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
実績報告書の提出について（宇宙航空研究開発機構）共同研究「平成２９年度宇宙用材料データの

取得に関する研究（先進材料）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（筑波大学）「パワーデバイスの特性計測方法」20180109JP100 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
特許共同出願契約の締結について（東京医科歯科大学／北見工業大学）「透光性アパタイト多結晶

焼結体、及びその製造方法」20180112
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社日立コンサルティング）「NIMSが構築する材料データプ

ラットフォームシステムに関する技術検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
変更契約書の締結について（新潟大学）「超高圧・強磁場下の超伝導材料特性の評価と要素技術の

開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
見積書の発行について（東京電力ホールディングス株式会社）共同研究「腐食モニタリングセン

サーの開発　フェーズ２」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（大阪大学）「生体用金属材料-細胞間相互作用に関する

研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（大阪大学）「硬X線光電子分光による強相関酸化物機能

性ナノ材料の研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Collaborative Research Agreement の締結について（LG Electronics Incorporated）「Nd

reduced permanent magnets without heavy rare-earth elements」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（田中貴金属工業株式会社）「ペーストを用いたPt系

耐酸化コーティング手法開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

機密情報の取り扱いに関する覚書の締結について（日本学術振興会、ファンドレックス）「世界

トップレベル研究拠点プログラムにおけるファンドレイジング活動の支援請負業務の履行における

機密情報等の取扱いについて」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 秘密保持契約の変更に関する覚書の締結について（株式会社ラング）新評価系等システム関係 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（学校法人立命館）「非晶質固体分散体の安定性

評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
見積書の発行について（本田技術研究所）共同研究「Ni基粉末冶金合金の微細組織解析による特性

発現メカニズム解明」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京大学）「電子伝導性有機－無機構造体のエネルギー

変換過程の調査」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「高品質ダイヤモンド半導体結晶

の作製と革新的ダイヤモンドデバイスの創成」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日本電気株式会社）「電子冷却材料・システムの研

究開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（東京農業大学）「モイスチャーセンサを用いた農業分野における共

同研究の可能性検討のため」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 NIMS WEEK NIMSWEEK2018 Day2における講演依頼について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（東京電力ホールディングス株式会社）「腐食モニタ

リングセンサーの開発　フェーズ２」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 NIMS WEEK NIMSWEEK2018 Day2における講演依頼について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（資金受領型）にかかる経緯書の提出について（宇宙航空研究開発機構） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社キャトルアイ・サイエンス）「NIMSが構築する材料デー

タプラットフォームシステムに関する技術検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 試料貸与期間延長契約書の締結について（キリン株式会社）「粘土Ｃ」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持誓約書の提出について（住友化学株式会社）「相手先の開発品の分離膜材料としての適用

評価の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（ROLLS-ROYCE plc/333/平成30年2月1日～平成30年8月23日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社マイクロフェーズ/296/平成30年1月1日～平成30年6月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社東北マグネットインスティテュート）

「Fe-B-P-Cu系ナノ結晶軟磁性材料のナノ構造解析による結晶化過程の解明」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
研究基本契約の締結について（デンカ株式会社）「研究テーマの公募で採択された研究の実施及び

その成果の取扱いに関する基本事項について」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（王子ホールディングス）「光電変換素子用構造体および光電変換素

子」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（ＤＩＣ株式会社）「Ｎｉ／Ｃｒ合金の反応釜適

用に関する技術相談」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（松浦機械製作所）「金属光造形複合加工装置およびそれを使用した

レーザ積層造形プロセスによる材料組織形成過程の研究、および造形品の性能評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
個別共同研究契約（資金受領型）の締結について（日本ロレアル）「Feasibility study of smart

plugging materials for AlCH substitution」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 研究設備等賃貸借契約書及び業務委託契約書の締結について（日本電気株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（新日鐵住金株式会社）「塑性ひずみ付与による

バウシンガー効果、加工硬化発現時の応力変化量の評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Collaborative Research Agreement の締結について（China Steel Corporation）「Clarification of

alloying elements on the microstructure evolution and property in electrical steels」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（新日鐵住金株式会社）「甲の開発したチタン合金の鍛造技術に関す

る乙の1500t鍛造シミュレータを利用した共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（北海道教育大学）「ハエとテントウムシをモデルにした

バイオミメティック接着機構の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 秘密保持誓約書の提出について（住友化学株式会社）「スピネル粉末の評価」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 事故調査 事故等調査の依頼の受入れについて（岡山県警） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
変更契約書の締結について（東京大学）「NMRを用いたセメント硬化体の物性変化検討に関する

研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 環境管理に関する覚書の締結について（日本電気株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持誓約書の提出について（AGC株式会社）「貴社技術課題に対する東北放射光施設（SLiT-

J）利用の有効性についての事前検討に際した秘密情報の取扱いについて」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究変更契約（資金受領型）の締結について（LG Electronics Inc.）「Research of single

particle analysis method based on NIMS original idea, and development of original optical

measurement instrument enabling advanced characterization of C3 material developed by

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
期間延長に関する覚書の締結について（大阪大学）「ナノメカニカルセンサ測定におけるシグナル

解析モデルの開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（京セラ株式会社）「将来社会の設計および技術

的課題」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 Written Consent の発行について（MTU Aero Engines AG） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（パナソニック株式会社_譯田真人） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社日立製作所）入札案件「材料データプラットフォームの設

計業務」における基本設計の開示
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 譲渡契約 特許譲渡契約の締結について（熊本大学）「層状セリウム化合物蛍光体及びその製造方法」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Ecole Polytechnique, France) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 連携センター センター覚書の有効期間の再延長他について（デンカ株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
変更契約書の締結について（株式会社日立製作所）「乙が構築する材料データプラットフォームシ

ステムに関する技術検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（北海道大学）「NMRを用いたセメント硬化体の物性変

化検討に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「導電性高分子を用いたスーパー

キャパシタに関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 その他 Memorandum of Understandingの締結について（American Chemical Society） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（住友精化株式会社）「硫化水素を含有する材料の設

計、作製、改良及び特定用途での実用化推進」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「電池材料の原子レベル構造観測とナノ電池

デバイスによるSEM/TEMその場計測」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 その他 菌株受領に係る申請書の提出について（Lawrence Berkeley National Laboratory） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 変更契約書の締結について（東京大学）「Fe-Zn系金属間化合物の高圧相変態」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（東亞合成株式会社）「カテコール基を含む高分子のモノマー及び重

合体の合成に関するノウハウ開示及び技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 施設提供に関する証明書の発行につきまして 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「人工心臓ポンプの高機能化」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
業務実施契約の締結について（久栄テクノセンター）「アーク溶射用ワイヤの開発と評価試験の実

施に係る技術相談」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（ＪＦＥスチール株式会社）「低速電子を使った電子

顕微鏡像形成の物理的要因の基礎研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「IRスペクトル解析自動

化」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（関東情報サービス株式会社）「NIMSの業務システム統合室が委託

するデータベース及び業務系システムの構築に係る秘密情報」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（株式会社石﨑本店）「NIMSの保有するエレクトロクロミック材料

（有機／金属ハイブリッドポリマー）の素子・デバイス技術に関する知的財産権に係る実施許諾の

可能性検討」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施権許諾契約の締結について（デンカ株式会社）「CASN蛍光体及び発光デバイス」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（株式会社デンソー）「貴金属ナノ粒子担持多孔質酸化鉄触媒体

（仮）」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（華為技術日本株式会社）「空気電池の応用可能性に関する技術討

議」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（University of Woolongong/Kangwon National

University）「Development of smart conductor technology based on high-temperature

superconducting materials」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（日本臓器製薬株式会社）「原契約の定める本製品の開発と商用化に

必要な技術情報の提供に関する技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（東ソー株式会社）「ジルコニア成形体を用いたフラッシュ焼結に関

わる共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（オヅ商会）「電池評価試料収容装置」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（大鵬薬品工業）「次世代創薬技術に関する甲乙間の提携の可能性検

討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（三菱ケミカル株式会社）「β-SiAlONの更なる性能

向上」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（住友電気工業株式会社、日油株式会社）「医療機器向けに開発した

２成分系組織接着剤用ポリエチレングリコールの品質規格等供給に関する3者検討（BMTC）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施権許諾契約の締結について（合同会社アキューゼ）「腐食環境センサー、湿気計測セン

サー、その他」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 連携ラボ 連携ラボの設置に関する覚書（NIMS-JEOL計測技術ラボ・日本電子株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 一時使用賃貸借契約に基づく確認書の提出について（日本電気株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「ワイドギャップ半導体用薄膜形

成技術および界面制御技術の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所、東京大学、高エネルギー加速器研

究機構）「機械学習に基づいたエレクトロクロミック超分子ポリマーの超高効率合成法の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（資金受領型）の締結について（パナソニック）「近赤外光電変換材料の開発」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 機関間連携協定覚書（機関間MOU）の締結（更新）について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
資金拠出型・共同研究契約の締結について（国立大学法人弘前大学）「ニオイ測定による農産物の

熟度の高精度定量推定」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 通知文書の発行について「デンカ株式会社への赤色（CASN系）蛍光体の実施許諾について」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（無資金型）の締結について（パスコ）「橋梁の重大変状の監視・測定」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「界面熱抵抗メカニズムの

解明　－固体/分子層界面の精密構造解析－」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（東京工業大学）「急速凝固・冷却法についての

鋳型製作への技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of California Irvine, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（高エネルギー加速器研究機構）「次世代高磁場加速器磁

石用超伝導線材の研究開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 Addendum No2 to the Master Research Agreement の締結について（Saint-Gobain） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ベンチャー
NIMSベンチャー認定企業からの報告書の提出について（株式会社サイアロン）「第６期事業報告

書・第７期事業計画書」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ベンチャー NIMSベンチャー企業の事業に関する変更届（株式会社サイアロン） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（富士電波工機株式会社/445/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（MTU Aero Engines AG/441/平成29年10月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
第２四半期分支出状況報告書等の提出について（科学技術交流財団）共同研究「知の拠点あいち重

点研究プロジェクト」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（つくばイノベーションキャピタル株式会社）「NIMSの研究成果を

もとに新産業を創出するため」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Advanced Optoelectronic Technology Inc./429/平成30年4月1日～平成

30年9月30日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 資金拠出型・共同研究契約の締結について（愛媛大学）「農業環境における結露リスクの評価」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（ＴＤＫ株式会社）「スピン軌道トルクを用いた磁気

抵抗効果素子の磁化反転過程の評価・解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（日本ファインセラミックス協会）「セラミック

試料の測定・解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（住友電気工業株式会社）「SOFC用インターコネクターへの耐酸化

コーティングに関する情報交換」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Konstanz, Germany) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（トーカロ株式会社）「未公開特許出願（特願2018-19037）に係る

熱発電用素子の製作」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社山本電機製作所）「MgB2超伝導線材

にかかわる技術指導（継続）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持覚書の締結について（九州大学／熊本大学／金沢大学／大阪大学／新日鐵住金株式会社）

「研究交流会において開示した情報等の取り扱い」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社ソディックLED/420/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社デュコル/396/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社エイブイシー/433/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（黒崎播磨株式会社）「本格的低炭素社会に向けた先

進断熱材の材料開発・商品開発の可能性の探索」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社クラレ/423/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（富士通）「materials CurationTMのツールである物性

間関係性探索システムの評価版開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
期間延長に関する覚書の締結について（住友精化株式会社）「ナノメカニカル膜型表面応力センサ

の標準ガスに対する感度の精密評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社本田技術研究所）「Ni基粉末冶金合金の微

細組織解析による特性発現メカニズム解明」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（信越化学工業（株）_宝野和博） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（情報ストレージ研究推進機構_葛西伸哉） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（情報ストレージ研究推進機構_中山  知信） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION/379/平成29年4月1日～平成30

年9月30日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社佐用精機製作所/384/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社ミツバ/402/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社秩父富士/479/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（情報ストレージ研究推進機構_桜庭裕弥） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
業務実施契約の締結について（日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社）「酸化物系セラミック

ス試料の示差熱分析解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 他者の工場等のエネルギーの使用の合理化に関する覚書の締結について（日本電気株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社村田製作所）「セラミックスキャパシ

タ中の同位体元素・微量添加元素分布の試験的検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Stanford University, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社MARUKA）「甲の製造するBNナノレベル

スラリーを用いた放熱用BNシート材」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Brown University, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（量子科学技術研究開発機構）「核融合原型炉に向けた高

強度超伝導素線の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
同意書の提出について（名古屋大学他）文部科学省委託事業「省エネルギー社会の実現に資する次

世代半導体研究開発」の実施における秘密保持誓約書
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
オープンラボ技術提供・指導契約書の締結について（日鉄住金テクノロジー株式会社）「電子顕微

鏡ステーションオープンラボプログラムによる電子顕微鏡技術提供・指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 その他 サービス利用同意書の提出について（ファストセンシング株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「ナノシートを利用したリ

チウムイオン電池の性能制御技術の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施許諾のためのオプション契約の締結について（株式会社山本電機製作所、他）「液体水素

用液面センサ及び液体水素用液面計」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（株式会社KOKUSAI ELECTRIC）「Si系絶縁膜及び金属薄膜の電気

特性及び物理特性の測定方法並びにその測定結果の解析に関する技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Cambridge University, UK) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（アトーテック株式会社/335/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（ソフトフォトニクス合同会社/440/平成30年4月1日～平成30年9月30

日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（Nano World AG/424/平成29年10月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 MOU 機関間連携協定覚書（機関間MOU）の締結（更新）について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（豊田自動織機）「非晶質材料構造解析に関する

技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（学校法人同志社大学）「機能性を有する繊維強化型樹脂

複合材料の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
設備保守点検業務委託契約書の締結について（ＮＥＣファシリティーズ株式会社）「ドライルーム

及び専用空調機室の空調設備の日常監視・巡視点検」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（住友化学株式会社）「粉末焼結評価ならびにそ

の技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社小松精機工作所/400/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（立山マシン株式会社/342/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（OSRAM GmbH/443/平成29年10月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（シチズン電子株式会社/464/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施 見積書の発行について（三井化学）業務実施契約「Ziegler-Natta触媒の構造解析」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約の締結について（井上特殊鋼株式会社）「TiAl合金」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Transfer Agreement (Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, USA) の

締結について
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (MIT, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約に係る追加申込の受諾について（日本電子）「LaB6エミッター研究試料の追加

貸与申し込み」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
委任状の提出について（株式会社日立製作所）「業務実施契約／酸化物系セラミックス試料の示差

熱分析解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（兵庫県立大学）「Mg合�の疑似体液中での摩耗特性評

価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 連携センター 連携センターの設置に関する変更覚書３の締結について（三菱ケミカル株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（デンカ株式会社/399/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（デンカ株式会社/412/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（デンカ株式会社/316/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の（資金受領型）の締結について（東芝エネルギーシステムズ）「積層造形Ni基単結

晶超合金」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (California Institute of Technology, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
実施許諾変更契約の締結について（株式会社光波／株式会社タムラ製作所）「ＹＡＧ系単結晶蛍光

体並びにこれを組み込んだ発光デバイス」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（OSRAM Opto Semiconductors GmbH/450/平成29年10月1日～平成30

年9月30日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（大同特殊鋼株式会社／株式会社ダイドー電子）「希土類磁石の製造

方法」20180220
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社サイアロン/403/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社オキサイド/339/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社MARUWA/439/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社フジクラ/432/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（豊田合成株式会社/478/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社村田製作所/340/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 その他 研究成果有体物移転契約書の締結について（理化学研究所）「Lactobacillus OTU0001株」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
業務実施契約の締結について（株式会社IHI）「高温環境下におけるDIC計測を用いた変位・歪の計

測と計測精度の検証」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（出光興産株式会社）「Zmeamによる電気化学インピーダンス計測

結果の解析技術の技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（LG Innotek/409/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
AMENDMENT AGREEMENT No2の締結について（Saint-Gobain CREE）「Synthesis and

characterization of Ternary Eutectic materials」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約の変更契約の締結について（東芝エネルギーシステムズ）「積層造形Ni基超合金」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導における研究成果物の取り扱いについての覚書締結について（住友化学）「硫化物系全固

体電池のサンプル評価、および、その技術教育」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社原子力安全システム研究所）「３次元アト

ムプローブ分析による溶質原子クラスタ評価におけるイオン検出効率の影響」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（倉敷紡績株式会社）「NIMS技術光熱変換ナノ粒子の基本的な

性能を評価し、テキスタイル用途等への応用の可能性を検討する」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 生物遺伝資源提供同意書の提出について（東北大学加齢医学研究所医用細胞資源センター） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（筑波大学）「雪面環境に応じたストラクチャーの最

適な配置および構造の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社IHI）「セラミックス基複合材料(CMC)お

よび耐環境コーティング(EBC)の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式

会社）「ジェットファン吊り金物のＳＵＳ化に関するコンサルティング」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 ソフトウェア評価用使用許諾の申込みについて（株式会社富士通研究所）「Zmeam」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（アート科学株式会社）「第４世代SiC繊維と湿式界

面層の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Wyoming, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（三菱マテリアル株式会社）「量子化学計算を適

用した収着挙動評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（大阪大学）「溶接継ぎ手内部の温度場評価技術を用いた

溶接力学シミュレーション構築」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（株式会社堀場製作所）「堀場製作所社製レーザー回折/散乱式粒子

径分布測定装置（ＬＡ-960）による、高濃度条件における小型粒子の計測を可能にする高度化技術

の確立」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
覚書の締結について（株式会社日本医療機器技研）「マグネシウム合金製ステント開発に関する共

同研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（農業・食品産業技術総合研究機構）「銅の殺菌効果を利

用したモモせん孔細菌病防除資材の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（山口大学）「イオン液体のナノ相分離構造を基盤とした

新規細胞足場材料の創成」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持期間延長契約の締結について（華為技術日本）「ホルムアルデヒドなどを検知するＶＯＣ

センサに関する共同研究の可能性の検討に係る秘密保持期間延長契約書」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄附金の移し換えについて（協議）小宮山眞 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

Collaborative Research Agreement の締結について（King Mongkut’s University of Technology

Thonburi）「Preparation of porous ceramics of high-purity hydroxyapatite and tricalcium

phosphate」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（日亜化学工業株式会社/421/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（日立金属株式会社/357/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（ヒロコン株式会社/289/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Lextar Electronics Corporation/386/平成30年4月1日～平成30年9月30

日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Unity Opto Technology Co., Ltd./455/平成30年4月1日～平成30年9月

30日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Unity Opto Technology Co., Ltd./446/平成30年4月1日～平成30年9月

30日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（シーシーエス株式会社/431/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（株式会社光波 株式会社タムラ製作所/434/平成30年4月1日～平成30年9

月30日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（シャープ株式会社/350/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（クアーズテック株式会社/310/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（富士通研究所）「六方晶窒化ホウ素結晶を用いて2次元電子デ

バイスを作製し性能を評価し、共同研究(又は実施許諾)の可否を判断」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（華為技術日本株式会社）「サンプル１：拡散タイプ耐指紋フィ

ルム及びサンプル２：超滑水タイプ耐指紋フィルム」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（塩野義製薬株式会社）「エレクトロスプレー技術を用いた低・中分

子化合物の粉末製剤化の可能性評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄附金の移し替えについて（山梨大学） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（JST_株式会社山本科学工具研究社/326/平成30年4月21日～平成30年10

月20日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社井上製作所/382/平成29年10月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（アース製薬株式会社）「有効成分の可溶化による殺虫剤処方開発の

可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
生物遺伝資源の配布に係る同意書の提出について（農業・食品産業技術総合研究機構／農業生物資

源ジーンバンク）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社ＩＨＩ）「アーク溶接を用いた３次元積層造形技術の情報

交換」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（スタンレー電気株式会社/365/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/415/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/414_2/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/414_1/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/413/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（三菱ケミカル株式会社/405/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Ottawa, Canada) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MSS MSS フォーラム会則第 26 条について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（岩手大学_一関高専）「高圧力を用いた酸化物半導体の

電子構造制御に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京医科歯科大学）「外科用2成分系組織接着剤の口腔

組織再生性能の検証」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ベンチャー
NIMSベンチャー認定企業からの報告書の提出について（株式会社E-Crystal）「第４期事業報告

書・第４期決算報告書・第５期事業計画書」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施 業務実施契約の追加覚書締結について（三井化学株式会社）「Ziegler-Natta触媒の構造解析」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（北海道大学）「糖鎖含有ブロック共重合体の自己組織化

に関する基礎研究とナノ構造材料開発への応用」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MSS MSSフォーラム　第一期会員更新承認書の発行について　（全19社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究申込書の提出について（国立大学法人山口大学）「イオン液体のナノ相分離構造を基盤と

した新規細胞足場材料の創成」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Harvard University, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社由紀精密／明興双葉株式会社）「新しい柔

軟性に優れた金属系超伝導線材の研究開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Utah, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Transfer Agreement の締結について（Fred Hutchinson Cancer Research Center／

Addgene）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
技術相談等に係る業務実施契約の変更覚書の締結について（株式会社LIXIL）「化学結合状態解析

及び接合実験」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談 技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社豊田自動織機）「薄膜電極の開発」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（パナソニック株式会社）「回折装置の光学パラメータに基づく装置

分解能関数の導出と任意の結晶構造モデルのＸ線全散乱の計算手法」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施許諾契約の締結について（三菱ケミカル株式会社）「CASN蛍光体及びCASN蛍光体を使

用した発光素子」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
資金拠出型共同研究契約の締結について（農業・食品産業技術総合研究機構）「生体ガスの精密測

定による農畜産業における高精度品質管理システムの開発と実証」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（村田製作所）「コンデンサ/薄膜キャパシタに求め

られている高温動作安定性に優れた新規高誘電率材料を開発する」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（AGC株式会社）「ポリウレタン系接着剤を用いた接

着継ぎ手の疲労特性評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
個別共同研究契約（資金受領型）の締結について（日本ロレアル）「Feasibility study of

luminescent carbon UV filter」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（株式会社日立ハイテクノロジーズ_陳君） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Everlight Electronics Co. Ltd./388/平成30年4月1日～平成30年9月30

日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（宇部興産株式会社/355/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 協定書
東京理科大学と国立研究開発法人物質・材料研究機構との間における 連携・協力の推進に係る協

定書の締結（更新）について
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（エリオニクス）「甲の超高性能SEM装置に乙の開発した水素観察機

構を組み込むための装置開発に関する共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

Non-Disclosure Agreement の締結について（OPPO Guangdong Mobile Telecommunications

Corp., Ltd.）「evaluating feasibility of research collaboration about electrochromic material

and  electrochromic device (structure and feature)」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施許諾変更契約の締結について（ネイルトロン株式会社）「エレクトロクロミックデバイ

ス」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
個別共同研究契約（資金受領型）の締結について（宇宙航空研究開発機構）「平成３０年度　宇宙

用材料データの取得に関する研究（先進材料）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 裁判
東京高等裁判所の決定の通知について（グレートセル・ソーラー・リミテッドに対する仲裁判断取

消申立棄却決定に対する抗告事件）
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of New Mexico, USA) の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（フォスター電機株式会社）「NIMSが開発したMg合金材料を用い音

響装置のspeakerの振動板として採用できるかを検証する」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 覚書の締結について（株式会社光波／株式会社タムラ製作所）「新しい蛍光材料に関する研究」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 Settlement Agreement の締結について（SAINT-GOBAIN SEVA） 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Institute of Nanoscience, CNR, Italy) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（華為技術日本）「メタ表面デバイスに関する共同研究の可能性の検

討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導 技術指導契約の締結について（凸版印刷）「増感シートの製造と性能に関する技術指導」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書

鋼材開発知財合意書の締結について（石油エネルギー技術センター、新日鐵住金株式会社、他　全

９者）「NEDO超高圧水素インフラ本格普及技術研究開発事業／国内規制適正化に関わる技術開発

／新たな水素特性判断基準の導入に関する研究開発」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社村田製作所）「有限温度フォノン計算

及び計算コードALAMODEの使い方に関する技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（住友化学株式会社）「超粉末焼結評価ならびに

その技術指導（２）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の締結について（日本電信電話株式会社）「BNバルク単結晶を利用した薄膜成長と

アト秒分光による物性解明」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 その他 次世代医療システム産業化フォーラム２０１８への入会申込みについて（大阪商工会議所） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ノウハウ ノウハウ実施許諾契約の締結について（株式会社シード）「非含水性コンタクトレンズ」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MSS MSSフォーラム会員　会員参加承認書の発行について（計17社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究 納品書の提出について（日産自動車株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（中国電力株式会社）「「高Cr鋼溶接熱影響部損傷状況の検出装置の

開発」に係る共同研究契約の成果である発明「歪み検出装置」の共同特許出願」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 試料貸与契約 (筑波大学) の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 要領 「外部連携部門事業展開室における約款による外部サービス利用について」の制定について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（Beijing Jiaotong University）「•	Design and

mechanisms of advanced electrocatalysts using particulate magnetic alloy film and their

application in fuel cells」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (IFW Dresden, Germany) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU・事前確認書）の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Stuttgart, Germany) の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 変更契約書の締結について（上智大学）「Nb3Al及びREBCO線材の電磁特性に関する研究」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MSS
嗅覚データ解析プラットフォーム （フェーズ３） サービス申込書の提出について（日本電気株式

会社）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間連携協定覚書（部局間MOU）の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 試料貸与契約 (産業技術総合研究所) の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約の締結について（ユーシーシー上島珈琲株式会社）「機能性粘土材料」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
Non-Disclosure Agreement の締結について（Everlight Electronics Co., Ltd.）「S/CASN

phosphor and its devices for the purpose of evaluating feasibility of patent license」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 一時使用賃貸借契約の期間延長の依頼について（日本電気株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（大和テクノシステムズ株式会社）「NIMSが開発したカーボン

蛍光体資料の性能を大和テクノシステムズ社が評価し将来の共同研究の可能性を検討する」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約の締結について（三菱重工業株式会社）「光学的ひずみ計を用いた高温環境下で

のセラミックス溶射皮膜の機械特性評価に関する研究（Phase2研究）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（高速炉技術サービス株式会社）「NIMSの保有するアルカリ金属触

媒を用いたアンモニア合成技術に関する実用化研究の可能性検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MSS ＭＳＳフォーラム会員　会員参加承認書の発行について　（1件） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（日本製鋼所）「甲の開発したニッケル基超合金の鍛造技術に関す

る、乙の１５００トン鍛造シミュレータを利用した共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（三菱日立パワーシステムズ）「MHPSの技術ライセンスによって株

式会社真壁技研にて製造された粉末製造装置に係わる秘密情報の開示を受ける.」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 生物遺伝資源提供同意書の提出について（理化学研究所バイオリソースセンター） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Amendment Agreement の締結について（Saint-Gobain Recherche）「Degradation of

functional stack induced by diffusion within sputter deposited thin layers」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（日野自動車株式会社）「触媒反応を中心とした自動車材料への計算

化学の応用に関する技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Michigan, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

Collaboration Research Agreement の締結について（Saint-Gobain Recherche／Saint-Gobain

SEVA／SAINT-GOBAIN ISOVER／Saint-Gobain ADFORS）「High Entropy Alloys for Glass

Processing (AGP)」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
第三者への秘密情報開示に係る承諾確認願への回答について（トヨタ自動車株式会社）「表面Ｘ線

散乱法による金（111）単結晶表面上への銅電解析出過程のその場観察」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
ガリウムナイトライド基板等の提供に係る書簡変更への同意書の提出について（三菱ケミカル株式

会社）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

Amendment to Collaborative Research Agreement の締結について（タイ King Mongkut’s

University of Technology Thonburi）「Preparation of porous ceramics of high-purity

hydroxyapatite and tricalcium phosphate」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社IHI）「鍛造シミュレーションに関する研究連携の可能性

の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Collaboration Research Agreement の締結について（Saint-Gobain KK）「Pb free Piezoelectric

single crystal (PFP)」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
Collaboration Research Agreement の締結について（Saint-Gobain Ceramics and Plastics）

「Advanced Characterization of Glass Refractories (ACR)」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Collaboration Research Agreement の締結について（Saint-Gobain KK）「Functionalization of

SiC substrates by Oxide material Coating (SOC)」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（華為技術日本株式会社）「エレクトロクロミック材料（有機／

金属ハイブリッドポリマー）を用いたエレクトロクロミックデバイス」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
PATENT LICENSE AGREEMENTの締結について（Beijing Yuji-xinguang Optoelectronic

Technology Co., Ltd.）「light emitting devices using CASN phosphor」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（東京ガス、日産自動車）「新型燃料電池及び水電解槽に関する技術

的有用性及びビジネス上の可能性の共同研究を検討するための秘密保持契約」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル

研究試料貸与変更契約の締結について（日本精工株式会社）「甲が提供するベアリングボールに乙

は自己が開発したZnOトライボコーティング及びCuOコーティングを施し、これらを研究試料とし

てを甲に貸与」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（名古屋大学）「表面X線散乱法による金（１１１）

単結晶表面上への銅電解析出過程のその場観察」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京工業大学）「遮熱コーティングの熱物性に関する研

究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（大阪大学、名古屋大学）「象牙質-歯髄組織を再生させる新規直接

覆髄材料」20180192
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
Amendment Agreement の締結について（Saint-Gobain KK）「Adhesion and Anticorrosion

Polymer for Ceramic Grains」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
変更契約書の締結について（東京大学）「強磁場共用装置を用いた分子性導体・磁性における磁気

特性の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（特種東海製紙株式会社）「特種東海製紙株式会社の電池セパレータ

を研究材料として取り扱うための秘密保持契約（相手方一方向開示）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Transfer Agreement の締結について（National Institute of Dental and Craniofacial

Research他／Addgene）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社石﨑本店）「EC素子及びデバイスの自動

車ミラー製品への実用化研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（ＪＸ金属株式会社）「超高純度金属のRRR評

価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約に係る期間延長の覚書の締結について（日産化学株式会社）「自己組織化機能性材料

の合成と配向制御」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MSS ＭＳＳフォーラム　会員の脱退について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Seoul Semicondutor Co., Ltd./397/平成30年4月1日～平成30年9月30

日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MSS MSSフォーラム会員　会員参加承認書の発行について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（ハーモニック・ドライブ・システムズ）「鍛造品の

ギガサイクル評価技術の確立」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreement の締結について（Volkswagen AG）「age hardenable

magnesium alloy」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許権使用に関する通知について（Rolls-Royce plc）No.366 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許権等実施変更契約書２の締結について（林精器製造株式会社）「窒素吸収処理によるステンレ

ス製品の製造方法とこれにより得られるステンレス鋼製製品」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

変更覚書及び個別覚書の締結について（三菱ケミカル株式会社）「相手先が開発したガリウムナイ

トライド基板及び／又は当該ガリウムナイトライド基板上にエピタキシャル層を成長させたウエ

ハー」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（豊田合成株式会社）「Ｓ／ＣＡＳＮデバイスに関する実施許諾の可

能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約（無資金型）の締結について（富士通株式会社）「Materials CurationTMのツー

ルである物性間関係性探索システムの評価版開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（パナソニック）「固体電解質およびそれを用いた二次電池」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
第３四半期分支出状況報告書等の提出について（科学技術交流財団）共同研究「知の拠点あいち重

点研究プロジェクト」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（エムオーブレイン株式会社）「センサを用いた農業分野における共

同研究の可能性検討のため」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾契約の締結について（岡本硝子株式会社）「CASN蛍光体デバイス」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（矢崎総業株式会社）「金属拡散現象についての技術指導の実施等の

検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（ＤＩＣ株式会社）「FIB-SEM およびTEM による先端ナ

ノ材料の観察・解析技術の開発・高度化検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（東北大学）「多孔質高強度繊維材料の開発」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持期間延長契約の締結について（日本ピストンリング株式会社）「金属多孔体の新用途に関

する共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 著作権実施報告書について（Granta Design Limited/391/平成30年4月1日～平成30年9月30日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
Patent License Agreement の締結について（Dominant Opto Technologies Sdn Bhd）「LED

devices using beta-sialon phosphors」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
Patent License Agreement の締結について（Dominant Opto Technologies Sdn Bhd）「light

emitting devices using CASN phosphor」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 秘密保持変更契約の締結について（株式会社サイオクス）「GaN基板の提供及び結晶評価」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（日本医科大学／日本電気株式会社）「MSSを用いたが

んの診断の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU
事前確認書（MOU）の締結について（中国 人民大学）「Exploration, Single Crystal Growth and

Physical Properties of Novel Quantum Materials」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 知的財産権実施許諾契約の締結について（株式会社島津製作所）「高出力波長変換モジュール」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施料の配分通知について（三菱ケミカル株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾契約の締結について（フェニックス電機株式会社）「CASN蛍光体デバイス」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（ショーボンド建設株式会社）「ひずみ可視化シートの

耐候性評価及び施工法検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Yonsei University, Korea) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（那須電機鉄工株式会社）「溶融亜鉛アルミ合金

めっきの耐食性メカニズム解明」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 秘密保持契約の締結について（帝人株式会社）「新規止血剤開発に関する情報交換」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 連携センター
連携センターの設置に関する覚書の締結について（株式会社IHI）「NIMS-IHI 次世代構造材料セン

ター」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（産業技術総合研究所、昭和電工、日立造船）「固体高分子形水電解

セルアッセンブリーユニットや電極材料等のサンプルを用いて作成された電解セルについて、性能

評価の結果を開示する為の秘密保持契約」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（愛知県がんセンター）「軟化温度の低い熱可塑性の形状記憶素材を

放射線治療用マスクに応用する方法」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約 (筑波大学) の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（ユニマテック株式会社）「タンニン酸を使用したアルミニウム製部

材の接着性及び防錆性の向上に関する研究連携の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（多木化学株式会社/368/平成30年1月1日～平成30年12月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（第一三共RDノバーレ株式会社）「Dissolution/permeationシステ

ムを利用した過飽和型製剤の評価技術に関する共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
外国特許共同出願覚書の締結について（長岡技術科学大学／住友電気工業株式会社）「マグネシウ

ム合金時効処理材とその製造方法」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreementの締結について（Uppsala University）「FePt granular films」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION/379/平成30年7月1日～平成30

年12月31日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of California Riverside, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 寄付金 寄付金の受け入れについて（株式会社シュリンクス） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書

知財合意書の締結について（一般財団法人電力中央研究所他、全７者）「NEDO次世代火力発電等

技術開発／次世代火力発電基盤技術開発／機動性に優れる広負荷帯高効率ガスタービン複合発電の

要素研究」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（日本発条株式会社）「ビーチマーク法による内

部き裂進展速度評価に関する検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約解除の覚書の締結について（東ソー株式会社）「ジルコニア成形体を用いたフラッ

シュ焼結にかかわる共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約 (LG Japan Lab) の締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
Confidentiality and Non-Disclosure Agreementの締結について（Seoul Semiconductor Co.,

Ltd.）「Ｓ／ＣＡＳＮデバイスに関する実施許諾の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（古河電気工業株式会社）「ナノ結晶複合体」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 生物遺伝資源提供同意書の提出について（理化学研究所バイオリソースセンター） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 生物遺伝資源提供同意書の提出について（理化学研究所バイオリソースセンター） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社大阪合金工業所）「新しい超伝導用ブロン

ズ合金の研究開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 連携センター 施設提供に関する証明書の発行につきまして 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（アズビル株式会社）「波長選択型赤外線エミッターと波長選択型赤

外線センサー素子を応用した計測技術に関する共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（真壁技研）「甲が製造する特殊粉末製造装置の噴霧ノズルに関わる

形状、材質などの技術情報を甲が乙に開示し、乙が当該装置を最適に使用できること」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約に係る追加申込の受諾について（日本電子）「LaB6エミッター研究試料の追加

貸与申し込み」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（三菱ケミカル株式会社）「半絶縁性GaN結晶およびGaN基板」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（Biodata Bank株式会社）「NIMSが開発したエレクトロクロミック

材料（有機／金属ハイブリッドポリマー）の素子・デバイス技術に関する共同研究及び知的財産権

の実施許諾の可能性の検討」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreementの締結について（The University of Tennessee）「Mg Alloys」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreement (ICFO- Institute of Photonic Sciences, Spain) の締結について_

谷口
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社倉本産業）「セルロース系多孔膜の製

造」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（金属技研）「NIMSの開発した熱電発電セル及びモジュールを用い

た熱電発電システムの開発に関する共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持に関する覚書の締結について（株式会社野村総合研究所他、全15者）NEDO調査事業「今

後の材料開発に必要な共通データプラットフォームに関する調査」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（クニミネ工業株式会社）「NIMSの開発したプリン塩基の吸着材

料、その粉粒体製造方法、ならびにプリン塩基の吸着カラム充填剤の製造技術に係る相手先の事業

化検討」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（ＮＴＮ株式会社）「NIMSの異常ネルンスト効果を利用した熱流

sensorを、相手先が軸受に組込み熱流感知に利用出来るかを検討するため」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（住友電気工業株式会社）「磁性線材を用いた熱制御デ

バイスの開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
業務実施契約（Statement of Work Natural Exposure Test for 4th Year）の締結について

（Huawei Technologies）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 橋渡し 「橋渡し研究機関」の取り組み状況及び有効期間の更新希望について（NEDO） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約の変更契約（無資金型）の締結について（株式会社東芝）「ワイドギャップ半導体材

料SiCのデバイス応用のための特性解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
Patent License Agreement の締結について（Unity Opto Technology Co., Ltd.）「light emitting

devices using CASN phosphor」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（National Tsing Hua University）「Research and

develop advanced high temperature alloys and coatings through high entropy alloy design

approach」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（理化学研究所）「NIMSが開発中の『マテリアルズインテグレー

ションシステム』に理研が開発したMICCモジュールをインストールしてシステム構築するため」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（天進技術株式会社）「エレクトロクロミック材料（有機／金属

ハイブリッドポリマー」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreement (National Taiwan University of Science and Technology,

Taiwan) の締結について
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（住友電気工業株式会社及び住電半導体材料株式会社）「相手先が提

供する（２０－２１）面自立窒化ガリウム基板を用いて、NIMSで窒化物系化合物半導体素子を試

作し、本基板の実用可能性を検討すること。」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（株式会社サイアロン）「サイアロン系蛍光体の効率向

上」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（株式会社 JEOL RESONANCE）「固体NMRシステム

の開発と応用」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（University of Warsaw）「Theoretical study of electron

correlation effects」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（大阪大学、名古屋大学）「丙で開発した生分解性高分子

材料をベースとした新規覆髄材料の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願

共同出願契約の締結について（秋田工業高等専門学校、秋田化学工業株式会社）「発明「電気・熱

伝導性能、耐摩耗性能、電磁波吸収性能、耐雷性能等の機能性を付与したクロス材・ポーラス材等

の積層による強化プラスチック硬質素材と、これらの製造過程で得られる機能付与した軟質繊維素

事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約（資金受領型）の締結について（LG Electronics Incorporated）「Nd reduced

permanent magnets without heavy rare-earth elements」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
産学協同研究部門設置変更契約書の締結について（名古屋大学）「NIMS・名大 GaN評価基盤研究

ラボラトリ－天野・小出共同研究ラボ－」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 出版
共同出版契約の締結について（Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and

Technology）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与期間延長契約（無資金型）の締結について（東京大学）「SnS単結晶」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約（無資金型）の締結について（三菱ケミカル株式会社）「"液体"化合物4種の研

究試料貸与契約」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（兵庫県立大学）「強磁場共用装置を用いた有機伝導体に

おける磁気特性及び輸送特性の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）変更契約の締結について（同志社大学）「非酸化物セラミックス基材料の

高温特性に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（川崎重工業株式会社／大阪大学）SIP「統合型材料開

発システムによるマテリアル革命／Ni基合金の3D積層造形プロセスの開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（マイクロバイオファクトリー株式会社）「ヒドロキシチロソールを

利用したカテコール接着剤の開発と強度比較に関する技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾契約の締結について（四国計測工業株式会社）「CASN蛍光体デバイス」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（名古屋大学）「強磁場共用装置を用いたCaAgX (X=As,

P)における電子状態の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（名古屋大学）「強磁場共用装置を用いたSmSにおける電

子状態の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（富士通株式会社／株式会社エアメンブレン）「防衛装備庁委託事業

『二次元機能性原子薄膜を用いた革新的赤外線センサの研究』の実施のための意見交換」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日清紡ブレーキ）「ガラス繊維強化樹脂複合材料

（ＧＦＲＰ）の作製と力学特性評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（ソニー）「コンビナトリアルスパッタコーティングシステムによる

材料開発の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「生物由来被膜材の金属防

錆膜の実用化研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（ベテル）「組織接着剤・接着性粒子に適用可能な２成分系混合デバ

イス、噴霧デバイスに関する最適化検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
Patent License Agreement の締結について（Advanced Optoelectronic Technology Inc.）「light

emitting devices using CASN phosphor」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（住友金属鉱山株式会社）「電子顕微鏡ステーションオープンプログ

ラムの利用の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 実施許諾に係る証明書の発行について（島根大学）「耐熱超合金他／日立金属株式会社」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（LG Electoric）「Atomic scale 3D microstructure

analysis of metallic and ceramic materials」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持変更契約の締結について（日鉄ケミカル＆マテリアル）「メソポーラス炭素（商標登録名

ESCARBONⓇ-MCND）のリチウム－空気電池への適用に関する評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持変更契約の締結について（日立化成）「日立化成の開発にかかるストレッチャブルフィル

ム及びストレッチャブル液状封止材料を、NIMSの開発にかかる電子デバイスに適用する可能性の

検討を行う目的で相互に開示される情報等の取扱いに関する秘密保持契約」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「ガーネット系固体電解質単結晶

を利用した全固体リチウム二次電池に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
オープンラボ技術提供・指導変更契約書の締結について（三菱マテリアル株式会社）「電子顕微鏡

ステーションオープンラボプログラムによる電子顕微鏡に係わる技術提供・指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 秘密保持契約の締結について（堀場製作所）「中赤外光関連デバイスに関する情報交換」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約（無償）の締結について（東洋インキＳＣホールディングス株式会社）「”液体”

ポルフィリン化合物」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「自動車用低摩擦材料に関

する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（TDK株式会社）「蓄電池用電解液のハイスループット探索に関連し

た共同研究の可能性の検討のための秘密保持契約」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
変更契約書の締結について（浜松医科大学）「バイオミメティクによるタマムシ模倣材料の開発と

応用」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 連携センター
連携センターの設置に関する覚書の変更覚書締結について（パナソニック）「NIMS-パナソニック

先端機能材料研究センター」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約変更覚書の締結について（パナソニック）「個別共同研究のテーマ候補の選定に関す

る検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（栗田工業）「栗田工業が保有するガス吸収素材及び水分吸収素材に

ついて、NIMSにて、NIMSが開発中のリチウム空気電池の正極の素材としての適用可能性を評価す

ることを目的とするNDA」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
作業完了証明申請書の提出について（日立GEニュークリアエナジー株式会社）「共晶温度評価試

験」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書

「情報管理及び発明等の取扱いに関する契約書」の変更事項に関する覚書の締結について（東京大

学他、全２０者）「NEDO高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発／革新的新構造

太陽電池の研究開発／ペロブスカイト系革新的低製造コスト太陽電池の研究開発」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（三菱ケミカル株式会社）「微多孔性プラスチックフィルムの空気電

池に使用する絶縁セパレータへの適合可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（株式会社ファーマビヨンド）「①薬物送達システム用材料に関する

研究連携の可能性の検討　②乙にて権利化された新規機能性材料に関する知的財産権の実施許諾契

約締結の可能性の検討」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金拠出型）の変更契約締結について（愛媛大学）「農業環境における結露リスク

の評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（日立化成テクノサービス株式会社）「NIMSの開発した形状記憶ポ

リマーを、特定の消費者向け電子機器メーカーの使用する材料用に、日立化成テクノポリマーの事

業として改良、製造及び販売することの可否に係る諸検討」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（株式会社リガク／豊田合成株式会社）「文部科学省『省エネルギー

社会の実現に資する次世代半導体研究開発』事業のＧａＮ評価基板領域において得られた成果の社

会実装のための共同研究の検討」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（高速炉技術サービス株式会社）「低コスト・高効率

アンモニア合成技術開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社新光化学工業所/351/平成30年7月1日～平成30年12月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京理科大学）「誘電体候補材料中の欠陥分布と電気的

特性に関する基礎研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社高純度化学研究所）「新Zn原料を用いた

原子層堆積法による開発研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京大学）「加圧二酸化炭素ガス暴露下でのコンクリー

トおよび埋設鉄筋の劣化解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「マテリアルズ・インフォ

マティクスを用いた全固体電池の最適化及び材料探索」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約書（無資金型）の締結について（住友電気工業株式会社／長岡技術科学大学）

「軽量構造部材創製のための革新的汎用マグネシウム合金の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（パナソニック株式会社）「電子デバイスのin-situ

TEM分析技術の研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願変更契約の締結について（日本電子）「荷電粒子源の安定化手法」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang）

「Disentangling electron localization mechanisms in ceria」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 機関間連携協定の締結について（更新）（Universiti Teknologi Malaysia） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU
事前確認書について（European Commission）Horizon2020プログラム Research and Innovation

Staff Exchange
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（Samsung Electronics Co., Ltd./331/平成30年1月1日～平成30年12月31

日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（神奈川大学）「赤外レーザー分子線エピタキシー装置に

よる薄膜作成」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（株式会社村田製作所）「原子層堆積法による絶縁膜の成膜及びその

熱処理条件及び得られた膜の基礎評価に関する技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾契約の締結について（株式会社MARUWA SHOMEI）「CASN蛍光体デバイス」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Loughborough University of Science and Technology, Taiwan)

の締結について_谷口
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「JST A-STEP事業／ナノブロッ

ク高次秩序化による配向性ナノ構造体の開発と表面ドーピングによる高機能化」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（古河電気工業）「酸化還元二次元自立触媒電極構造体」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「選択的物質変換とセンシング技

術の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京工業大学）「ランガサイト型結晶の高温物性の評

価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（静岡大学）「ナノ分散によるSOFC空気極材料の高活性

化に向けた構造解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（University of Wollongong / Kangwon National

University）「Development of smart conductor technology based on high-temperature

superconducting materials」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施報告書について（株式会社フルヤ金属/253/平成30年7月1日～平成30年12月31日） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 実施
特許実施報告書について（株式会社マイクロフェーズ/296/平成30年7月1日～平成30年12月31

日）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
発明の開示に係る秘密保持契約の締結について（大阪大学、名古屋大学、株式会社ナミライ）「歯

科治療用組成物」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所／理化学研究所／東京工業大学／名

古屋大学）「平成３０年度科学技術試験研究委託事業／量子情報処理に関するネットワーク型研究

拠点／シリコン量子ビットによる量子計算機向け大規模集積回路の実現」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ベンチャー
NIMSベンチャー事業報告書および事業計画書について（ソフトフォトニクス合同会社）「第３期

事業報告書・第４期事業計画書」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreementの締結について（University of Hyderabad）「FePt granular

films」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MSS
嗅覚データ解析プラットフォーム （フェーズ３） サービス申込書の提出について（日本電気株式

会社）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約（無償）の締結について（Kumoh Institute of Technology）「TiAl forged alloy

material」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（新田ゼラチン株式会社）「医療用途に開発した噴霧型創傷治療粒子

に関する研究連携及び事業化の可能性検討並びに情報交換」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
連携研究契約書の締結について（大阪大学）「情報統合型物質・材料開発：マテリアルズ探索／ナ

ノ機能予測研究分野」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（新構造材料技術研究組合(ISA), 本田技術研究所）「模擬部材の荷重

変位曲線強度データ取得 のための秘密保持契約」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約書２の締結について（日油株式会社）「カテコール基含有ハイドロゲルの医療機

器への適用可能性検証」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社シード）「化学架橋やグラフト化による高

性能コンタクトレンズの製造」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社シード）「プラズマ技術を用いたコンタク

トレンズの親水化」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の変更契約書の締結について（アルバック・ファイ株式会社）「計測メタデータ情

報、バイナリデータからテキストデータへの変換ツール、及びテキストデータに関連する情報の受

領、NIMSの材料データベース構築における語彙と用語の整備促進」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（島根大学）「３次元X線トポグラフによるダイヤモン

ド・アンビルの欠陥評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（日立化成株式会社）「エレクトロクロミック材料（有機／金属

ハイブリッドポリマー」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU Letter of Intentの締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
完了通知書の提出について（東京電力ホールディングス株式会社）「共同研究／腐食モニタリング

センサーの開発　フェーズ２」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の変更契約書の締結について（理化学研究所）「スキルミオンの電気

的操作手法の開拓」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（住友精化株式会社）「本願特許出願の実施例補充、

実験用構成体の開発・改良」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（キヤノンオプトロン株式会社）「電解質焼結体のイオン伝導度測

定」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
Patent License Agreement の締結について（Lumens Co., Ltd.）「light emitting devices using

CASN phosphor」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（グンゼ株式会社）「分解性高分子ナノコンポジット

のナノーミクロファイバーアーキテクトの医療応用」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社ティー・オール）「貴金属材料の作製およ

び機能発現の研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Peking University, China) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「第一原理計算によるワイ

ドギャップ半導体素子構造の理論的解明」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
オープンラボ技術提供・指導変更契約書の締結について（日鉄住金テクノロジー株式会社）「電子

顕微鏡ステーションオープンラボプログラムによる電子顕微鏡に係わる技術提供・指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（日立化成株式会社）「カテコール基を有するポリマーの分子設計に

関するノウハウ開示及び技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（東京大学）「JST未来社会創造事業（研究課題名「Materials

Foundryのための材料開発システム構築とデータライブラリ作成」）の実施における情報交換」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の変更契約書締結について（CEA/LETI）「Hard X-ray photoelectron

spectroscopy (HAXPES) and in operando analysis and observation of local band structure」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間MOUの締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「導電性高分子を用いたスー

パーキャパシタに関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（株式会社ファンケル／日本電気株式会社）「日常生活

の中で体調変化の予兆や食生活の状態をセルフチェックするためのアプリケーション開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（シーシーアイホールディングス株式会社）「ノルディックスキー用

滑走面の、蓄熱性に優れたあるいは発熱する素材に関する共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾契約の締結について（シーシーエス株式会社）「CASN蛍光体デバイス」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
オープンラボ技術提供・指導変更契約書の締結について（東芝ナノアナリシス株式会社）「電子顕

微鏡ステーションオープンラボプログラムによる電子顕微鏡に係わる技術提供・指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施

業務実施契約変更契約書の締結について（株式会社村田製作所）「マテリアルキュレーションによ

る新規高誘電率材料の探索指針の設定」に係る業務実施契約の期間延長と当該延長期間に実施する

業務及びその対価に関する変更契約書」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京理科大学）「ガスセンサ及びそれに関係する触媒の

機能発現に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の期間再延長に関する覚書４（三菱製紙株式会社）「相手先の開発した不織布の

NIMSのキャパシタへの適用に関する研究連携の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）に係る覚書２の締結について（大同特殊鋼株式会社／株式会社ダイ

ドー電子）「Nd-Fe-B系熱間加工磁石とPLP磁石の微細構造と磁気特性の研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「次世代ゲートスタック材料の開

発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「Ga2O3用薄膜形成技術および界

面制御技術の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 出版 共同出版契約（empa）にかかる経費の請求について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
材料評価に関する覚書に係る延長合意書の締結について（ＪＮＣ株式会社）「相手先が提供する有

機半導体材料のNIMSにおける材料評価試験」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

第４四半期（１～２月）分支出状況報告書等の提出について（公益財団法人科学技術交流財団）共

同研究「知の拠点あいち重点研究プロジェクト／燃料電池フォークリフト用充填装置と水素製造触

媒装置の開発」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
予算変更承認申請書の提出について（公益財団法人科学技術交流財団）「知の拠点あいち重点研究

プロジェクト／燃料電池フォークリフト用充填装置と水素製造触媒装置の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の変更契約書の締結について（株式会社日立製作所）「低融点ガラスの構造解析に関

する相談」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

Collaborative Research Agreement（資金受領型）の締結について（Yantai Shougang Magnetic

Materials Inc.）「Research on Microstructure of Dy-Free sintered Nd2Fe14B magnet with high

coercivity」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
Patent License Agreement の締結について（Epistar Corporation）「light emitting devices using

CASN phosphor」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（兵庫県立大学）「超高圧X線回析とラマン分光を用いた

固体水素III相の構造と金属化に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（北海道大学）「高圧下における芳香族化合物の安定性と

化学反応」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 試料貸与契約 (兵庫医科大学) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Wuerzburg, Germany) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Sherbrooke, Canada) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「高温固体高分子形水蒸気電解実

現のための要素技術開発に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東北大学）「マントル鉱物および金属鉄合金の静水圧下

および髙水素圧下での構造と物性」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（新潟大学）「Bi系層状合金における圧力誘起相転移の機

構解明を目指した構造物性研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京大学）「超高圧下における無機化合物ならびに鉱物

の構造変化および軽元素流体との反応に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（岐阜大学）「ナノ空間を有するカゴ状材料の高圧力下に

おける構造安定性および軽元素貯蔵」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

Collaborative Research Agreement（無資金型）の締結について（Helmholtz-Zentrum

Geesthacht Centre for Materials and Coastal Research GmbH）「Evaluation of magnesium

alloy sheets」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（SuperOx Japan 合同会社）「高温超伝導線材臨

界電流評価試験」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
研究試料貸与契約（有償）の締結について（Shinhan Scientific Testing Instrument Co. Ltd.）

「TiAl forged alloy material」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の変更に関する覚書の締結について（株式会社ＡＤＥＫＡ）「原子層堆積(ALD)法で

成膜した膜のデバイスの作製及びその電気特性評価に関する技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）変更契約書の締結について（宇宙航空研究開発機構）「平成３０年度

宇宙用材料データの取得に関する研究（先進材料）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（岩手大学）「二次元炭化水素の創製および新規炭素-水

素結合の研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（ＲＩＭＴＥＣ株式会社）「低温強磁場磁石用の新しい含侵樹脂材の

開発に関する共同研究の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（総合科学研究機構）「ダイヤモンド・アンビル・セルと

ガス圧力媒体を用いた高圧中性子回折実験技術の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
特許出願に係る覚書の締結について（産業技術総合研究所／フェニックス電機株式会社）「蛍光体

とその製造方法および発光素子」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（広島大学）「X線分光法を用いた遷移金属水素化物の電

子状態・磁気状態の研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
見積書の提出について（国立大学法人東京工業大学）「技術相談／急速凝固・冷却法についての鋳

型製作への技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同プロジェクト研究の実施に係る承諾書の提出について「平成３１年度東北大学電気通信研究所

／共同プロジェクト研究公募」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 SIP
新構造材料技術研究組合（ISMA）における知的財産権取扱規程に関する合意書の提出について

（株式会社小松製作所）
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Forschungszentrum Jülich, Germany) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU 部局間MOUの締結について 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 規程 国立研究開発法人物質・材料研究機構学術連携に係る契約締結権限を定める達の廃止について 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 要領
国立研究開発法人物質・材料研究機構ＮＩＭＳ知的財産創出研究助成制度による基礎・基盤研究に

係る実施要領の廃止について
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 要領 連携ラボ運営実施要領の改正について 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 要領 領域連携センター運営実施要領の改正について 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 要領 企業連携センター運営実施要領の改正について 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 要領
国立研究開発法人物質・材料研究機構外部機関における活動に伴う共同研究契約実施要領の改正に

ついて
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾契約の締結について（株式会社光波）「CASN蛍光体デバイス」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（カイゲンファーマ株式会社）「医療用途に開発した噴霧型創傷治療

粒子に関する研究連携及び事業化の可能性検討並びに情報交換2」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）変更契約書の締結について（日本ロレアル）「Feasibility Study for

Photonic rubber coating on Hair」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（パナソニック株式会社テクノロジーイノベー

ション本部）「貴機構電子顕微鏡を用いた当社試料の解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(電気通信大学)「Si(111)基板上InAs/GaSbタイプII超格子作

製技術に関する基礎的検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 知財合意書
知財合意書の締結について（茨城大学／アイシン精機株式会社）「NEDOエネルギー・環境新技術

先導プログラム／IoT社会を支える分散型独立電源の技術開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（アクシス株式会社）「Hall測定システムアプリ

ケーション開発の技術指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約（資金受領型）の締結について（住友精化株式会社）「樹脂改質材料を使用した

接着剤の機能発現メカニズム解明」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社ミツバ）「シリサイド系環境共生型熱電半

導体の実用化」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究変更契約書（無資金型）の締結について（名古屋大学／大分工業高等専門学校／鈴鹿工業

高等専門学校／太陽鉱工株式会社）「JST CREST事業／バナジウム系合金膜による次世代エネル

ギーキャリアからの革新的水素分離・精製基盤技術の創出」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（Max Planck Institute for Solid State Research）

「Theoretical study of electron correlation effects」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所・科学警察研究所）「超分子ポリ

マー被覆カーボンナノチューブを用いた化学剤電気化学検出法に関する開発研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社ゴーシュー）「マグネシウムの耐食性向上に関する研究連

携の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社豊田自動織機）「第一原理計算による

蓄電池材料のシミュレーション技術の取得」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（理化学研究所）「PoLyInfoデータを使ったバイオポリ

マーの物性推算」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾契約の締結について（株式会社朝日ラバー）「CASN蛍光体デバイス」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾契約の締結について（交和電気産業株式会社）「CASN蛍光体デバイス」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（アールデック、エイブイシー）「アールデックの製作する超高性能

SEM装置用超高真空容器にNIMSの開発した水素観察機構を組み込むための装置開発に関する共同

研究の可能性の検討」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 協定書

TIAにおける国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立

大学法人筑波大学、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構及び国立大学法人東京大学

の間の共同研究等の推進及び成果の取扱に関する協定書について（更新）

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施 業務実施契約書の締結について（オハラ株式会社）「単粒子測定による電極添加材効果の検証」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOU
事前確認書について（European Commission）Horizon2020プログラム Research and Innovation

Staff Exchange
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持に関する覚書の締結について（株式会社野村総合研究所他、全14者）NEDO調査事業「今

後の材料開発に必要な共通データプラットフォームに関する調査」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（富士フイルム株式会社）「第一原理計算による

全固体電池電解質界面の反応機構解明・材料設計に関する技術の相談」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持に係る変更契約の締結について（株式会社リガク）「NIMSの材料データベース構築にお

ける語彙と用語の整備促進」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（ＪＸＴＧエネルギー株式会社）「ハイスループット

測定を用いた新規エラストマーの開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Carnegie Mellon University, USA) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）変更契約書の締結について（日本ロレアル）「Development of new

nanocomposite smart polymer for cosmetic application」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(広島大学)「強磁場共用装置を用いた超重電子系における量

子臨界発散の解明・開発に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（日本原子力研究開発機構／筑波大学）「99Mo/99mTc

ジェネレータ用Mo吸着剤カラムの開発(5)」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（三菱電機株式会社）「水素の大規模利用を見据

えたエネルギーネットワーク技術の研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約（資金受領型）の締結について（LG Japan Lab）「電気泳動法によるTiO2/蛍光

体堆積」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施 業務実施契約の締結について（名古屋大学）「Hf-Si-O系絶縁膜の特性評価」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（日本電子株式会社）「LaB6ナノワイヤ電子源の測

定器への応用」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 研究試料貸与契約の締結について（日本電子株式会社）「LaB6ナノワイヤエミッター」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

第４四半期（３月）分支出状況報告書等の提出について（公益財団法人科学技術交流財団）共同研

究「知の拠点あいち重点研究プロジェクト／燃料電池フォークリフト用充填装置と水素製造触媒装

置の開発」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Indian Institute of Science, India) の締結について　「Ethynyl

Naphthalenediimide」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（住友電気工業株式会社）「ビスマス系線材の特性評

価に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
Patent License Agreement の締結について（Solidlite Corporation）「light emitting devices

using CASN phosphor」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 試料貸与契約 (イノチオアグリ株式会社) の締結について「モイスチャーセンサ」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
Patent License Agreement の締結について（GLBTECH CO, LTD）「light emitting devices using

CASN phosphor」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（資金受領型）の締結について（住化ポリカーボネート株式会社／アドバンスト・ソ

フトマテリアルズ株式会社）「ポリロタキサン添加によるポリカーボネート及びポリカーボネート

を含有する材料の機械的強度向上」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術指導
技術指導契約の締結について（エス・エス・アロイ株式会社）「ベルト型高圧装置を用いた超高圧

合成実験手法の習得」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (Indian Institute of Science, India) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (National Chiao Tung University, Taiwan) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（三菱重工株式会社）「水素ガス環境における引

張と疲労特性評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 新技術
JST新技術説明会2019における、登録用申請書類「JST新技術説明会2019登録シート」の提出につ

いて
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（デンカ）「磁場を用いたBNフィラー配向制御によ

る高熱伝導性シートの開発」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 その他
Memorandum of Understanding (University College London, UK) の締結について

「CONQUEST」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（デンカ）「マテリアルズ・インフォマティクスを活

用した 多孔質吸音材料の開発」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（デンカ）「高安定・低仕事関数薄膜を用いた次世代

カソード材料の開発・評価」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MOP
鉄鋼業界MOPの運用に係る個別覚書（２０１９年度版）の締結について（新日鐵住金株式会社／

ＪＦＥスチール株式会社／株式会社神戸製鋼所）「粒界力学エフィシェンシ―に基づく材料設計」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（トヨタ紡織株式会社）「NIMSが開発したエレクトロクロミック材

料（有機／金属ハイブリッドポリマー）の素子・デバイス技術に関する研究連携の可能性の検討」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（デンカ）「希土類錯体・配位高分子を用いた波長変

換材料の開発」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）期間延長に関する覚書について（株式会社 ジャパンマシナリー）「フ

ロースルー溶出試験装置の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 ベンチャー
NIMSベンチャー事業報告書および事業計画書について（株式会社マテリアルイノベーションつく

ば）「第１期事業報告書・第２期事業計画書」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
業務実施契約書の締結について（DOWAエレクトロニクス株式会社）「紫外ＬＥＤ多層エピ構造の

放射光による解析」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願 共同出願契約の締結について（パナソニック株式会社）「光フェーズシフタ」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル 試料貸与契約 (大阪工業大学) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（立命館大学／創剤研究コンソーシアム）「安定

性予測のための製剤の加速・過酷試験（評価項目追加）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 技術相談
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（立命館大学／創剤研究コンソーシアム）「製剤

の保存安定性試験（評価項目追加）」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(北海道教育大学)「ハエとテントウムシをモデルにしたバイ

オミメティック接着機構の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 共同研究契約（資金受領型）の締結について（東邦亜鉛）「高純度Fe-Cr-X系耐熱合金の開発」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(九州大学)「REBa2Cu3Oy線材の接続と通電性能および組織

の相関考察」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Nanjing University of Science and Technology, China) の締結に

ついて　「brominated binaphthols」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の変更契約書の締結について（株式会社リガク）「機械学習を使ったX

線回折データ照合・解析システムの開発に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 その他
微多孔フィルムの提供に係る確約書の提出について（東レ株式会社）「リチウム空気電池用のセパ

レータの評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究変更契約書２の締結について（日油株式会社）「ポリフェノール基含有接着性高分子材料

の合成及び物性評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（Albert Ludwig University Freiburg）「biomimetic transfer of the

3-D bio-inspired structures into 3-D printed structures, and then to extend this understanding

by reverse biomimetics」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾契約の締結について（サンケン電気株式会社）「CASN蛍光体デバイス」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
Patent License Agreement の締結について（Shenzhen Refond Optoelectronics）「light

emitting devices using CASN phosphor」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of HongKong, HongKong) の締結について_谷口 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（イムラ・ジャパン株式会社）「第一原理計算による

触媒材料開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（デンカ）「HfCナノワイヤを使用した新規高性能

HfCナノワイヤ電子源の開発」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 業務委託契約書の締結について（日本電気株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 研究設備等賃貸借契約書の締結について（日本電気株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 一時使用賃貸借契約書の締結について（日本電気株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究 NEC筑波研究所のフロア賃借料等の見直しに係る依頼文書の発行について（日本電気株式会社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
共同出願契約の締結について（株式会社豊田中央研究所／名古屋大学／トヨタ自動車株式会社）

「半導体装置およびその製造方法」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾契約の締結について（コーデンシ株式会社）「CASN蛍光体デバイス」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 連携センター
連携センターの設置に関する覚書の締結について（トヨタ自動車株式会社）「NIMS-トヨタ連携セ

ンター」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 事業展開室 共同出願
Patent License Agreement の締結について（Shenzhen Jufei Optoelectronics）「light emitting

devices using CASN phosphor」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 MSS MSSフォーラム会員　会員更新承認書の発行について（計8社） 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 成果報告
平成３０年度共同研究実績報告書の提出について（高効率モーター用磁性材料技術研究組合）「次

世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発／ナノ複相組織制御磁石の研究開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 成果報告
平成３０年度共同研究実績報告書の提出について（高効率モーター用磁性材料技術研究組合）「次

世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発／共通基盤技術の開発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾契約の締結について（東芝マテリアル株式会社）「CASN蛍光体デバイス」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持 秘密保持契約の締結について（ジャパンファインスチール）「第一原理計算による触媒材料開発」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（パナソニック株式会社）「近赤外光電変換材料の開

発」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 特許実施許諾契約の締結について（株式会社エルム）「CASN蛍光体デバイス」 事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 サンプル

Material Evaluation Agreement (Gyeongnam National University of Science and Technology,

South Korea) の締結について　「1) meso-tetrakis porphyrin and 2) zinc(II)-meso-tetrakis

porphyrin」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究に関する協定書（無資金型）の締結について（日本電信電話株式会社）「BNバルク単結

晶を利用した薄膜成長とアト秒分光による物性解明」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（コメット）「スパッタ法でのSi基板上無極性窒化物

半導体薄膜成長」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「固体NMRを用いた新規層状無

機化合物の有機誘導体に関する研究」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（一般社団法人ミニマルファブ推進機構／産業技術総合研究所）

「ファブシステム研究会の活動」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究

共同研究契約（資金受領型）の締結について（株式会社東北マグネットインスティテュート）「Ｆ

ｅ－Ｐ－Ｂ－Ｃｕ－Ｓｉ系ナノ結晶軟磁性材料のナノ構造解析による結晶化過程及び磁気特性発現

機構の解明」

事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
Patent License Agreement の締結について（Shenzhen Suijing Optoelectronics Co., Ltd.）

「light emitting devices using CASN phosphor」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（Institut Teknologi Bandung）「Exploring the crystal

binding and crystal structures as well as electronic structures of metal halide perovskites」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 業務実施
オープンラボ技術提供・指導契約書の締結について（株式会社東ソー分析センター）「電子顕微鏡

ステーションオープンラボプログラムによる電子顕微鏡に係わる技術提供・指導」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 実施 ソフトウェア評価用使用許諾の申込みについて（トヨタ自動車）「Zmeam」 事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（東京製鐵）「自動車用電炉鋼板実現のための組織制

御及び特性評価」
事業展開室 20190401 5 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 事業展開室 共同出願
Patent License Agreement の締結について（SHINEON INNOVATION TECHNOLOGY）「light

emitting devices using CASN phosphor」
事業展開室 20190401 30 20490331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘 平成30年度JSPS外国人再招へい研究者（BRIDGE Fellow）の受入について 学術連携室 20190401 5 20240331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘 H30年度日本学術振興会外国人招へい研究者（短期）申請について 学術連携室 20190401 5 20240331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘 平成30年度JSPS外国人再招へい研究者（BRIDGE Fellow）の受入について（依頼） 学術連携室 20190401 5 20240331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 その他
平成30年度文部科学省「放射線利用技術等国際交流（研究者育成）」 アジア諸国原子力研究者の

受入について
学術連携室 20190401 5 20240331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 NIMS WEEK NIMS WEEK 2018開催における文部科学省名義の使用許可申請について 学術連携室 20190401 30 20490331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘
平成30年度日本学術振興会　外国人研究者招へい事業　外国人招へい研究者（短期、短期S)第2回

について（通知）
学術連携室 20190401 5 20240331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 NIMS Award NIMS WEEK2018 NIMS Award受賞者候補への受賞通知について 学術連携室 20190401 5 20240331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 NIMS WEEK NIMS WEEK2018での講演依頼について 学術連携室 20190401 5 20240331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 その他 SATテクノロジー・ショーケース　共催承諾書について 学術連携室 20190401 5 20240331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘 H31年度日本学術振興会外国人招へい研究者（短期）申請について 学術連携室 20190401 5 20240331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘 H31年度日本学術振興会外国人招へい研究者（長期）申請について 学術連携室 20190401 5 20240331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘 H31年度日本学術振興会外国人招へい研究者（長期）申請について（追加） 学術連携室 20190401 5 20240331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄



外部連携部門 学術連携室 NIMS WEEK NIMS WEEK2018 ポスター賞の決定について 学術連携室 20190401 5 20240331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 NIMS WEEK NIMS WEEK2018 Day3 受講証明書の発行について 学術連携室 20190401 5 20240331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 JSPS招聘  平成31年度日本学術振興会外国人研究者招へい事業の採用について（通知） 学術連携室 20190401 5 20240331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 NIMS Award NIMS Award 2019選考委員会委員の委嘱について 学術連携室 20190401 5 20240331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄

外部連携部門 学術連携室 学術連携センター 学術連携センター運営実施要領の改正について 学術連携室 20190401 30 20490331 電子 学術連携室 学術連携室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 国立研究開発法人　物質・材料研究機構「桜地区」主任技術者選任又は解任届出書提出 並木施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 上水 つくば市専用水道に関する「水道技術管理者」変更届出書の提出 並木施設維持第２係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 平成３０年度汚染負荷量賦課金申告書の申告について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成29年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告について

（指示書）
施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設使用廃止届出書の提出について（並木地区） 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設使用廃止届出書の提出について（千現地区） 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 福島県の産業廃棄物搬入に係る事前協議申請書類 並木施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路占用許可書について 施設企画管理係 20190401 5 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 広告物 国立研究開発法人　物質・材料研究機構並木地区屋外広告物継続許可申請の提出 並木施設維持第２係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 広告物 屋外広告物の継続許可申請について 千現施設維持第２係 20190401 5 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設使用廃止届出書の提出について（千現地区） 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の提出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
国の会計年度終了に伴う平成29年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の執行

額の確認について（通知）
施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
国の会計年度終了に伴う平成２８年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備補助金の執行

額の確認について（通知）
施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 広告物 屋外広告物の継続許可書（千現地区）について 千現施設維持第２係 20190401 5 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（並木地区） 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（並木地区） 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設（設置）届出書の受理について（千現地区） 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染状況調査等の実施について（回答） 施設企画管理係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（並木地区） 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設使用廃止届出書の提出について（並木地区） 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の提出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成２８年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備補助金の補助事業事故報告書の提出に

ついて
施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書の締結について 並木施設維持第２係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 平成２９年度産業廃棄物管理票に関する報告書の提出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成28年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告について

（指示）
施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設（設置）届出書の受理について（千現地区） 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書及び廃棄終了の届出書提出について 並木施設維持第２係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（並木地区） 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設使用廃止届出書の提出について（千現地区） 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設使用廃止届出書の提出について（千現地区） 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の提出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設使用廃止届出書の提出について（千現地区） 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ 平成29年度実績　定期報告書及び中長期計画書 千現施設維持第１係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について（千現地区） 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB 特別産業廃棄物（微量ＰＣＢ）収集・運搬及び処分委託契約書の締結について 並木施設維持第２係 20190401 5 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 （桜地区）ばい煙発生施設使用廃止届出書提出及び遅延理由書の提出について 並木施設維持第２係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 NanoGreen棟におけるソフトバンク(株)電波状況の改善について 並木施設維持第１係 20190401 5 20240331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の提出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB 千現地区 ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB)機器等登録申込書「ドラム3缶」の提出について 並木施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書の提出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書の提出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成29年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について（桜地区） 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について（千現地区） 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書（並木地区）の受理について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書（千現地区）の受理について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設使用廃止届出書（桜地区）の提出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書（千現地区）の提出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設＜変更＞届出書（千現地区）の受理について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設＜設置＞届出書（並木地区）の受理について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届け出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく但し書き書の確認通知書の通知について 千現施設維持第２係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成30年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金交付申請書の提出について 施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成28年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路許可申請書について 施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成３０年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金交付決定通知書 施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 排水の水質検査結果について（通知）の供覧 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成29年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成28年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業実績報告の提出につ

いて
施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書（並木地区）の提出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成30年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備補助金の補助事業事故報告書の提出につ

いて
施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成29年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告書の提出に

ついて
施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書（千現地区）の提出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（千現地区）の提出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届書（並木地区）の提出について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法
水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書の受理（千現地区　112トリクロロエタン使用追加）

について
千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書の受理（並木地区　シアン化合物使用追加）について 千現施設維持第２係 20190401 30 20490331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成３１年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金交付申請書の提出について 施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成29年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業遅延報告に係る遂行

期間及び繰越額確定の報告について
施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成30年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業遅延報告に係る遂行

期間及び繰越額確定の報告について
施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成30年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助事業実績報告書の提出について 施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
国の会計年度終了に伴う平成29年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助事業実績

報告書の提出について
施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成29年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告について

（指示）
施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成30年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告について

（指示）
施設企画管理係 20190401 10 20290331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区　放射線取扱主任者　解任・選任届の提出について(山本 徳和→細矢 雄司) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 安全衛生委員会委員の指名について（千現地区・並木地区・桜地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 総括安全衛生副管理者の指名解除について（千現地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 総括安全衛生管理者の選任について（桜地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 総括安全衛生管理者の選任について（並木地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 総括安全衛生管理者の選任について（千現地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 桜地区消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区消防計画作成（変更）届出書の提出にいて 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物保安監督者選任・解任届出書及び実務経験証明書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火・防災管理者選任（解任）届出書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者の選任について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火・防災管理者の選任について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任報告について（並木地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 総括安全衛生副管理者の指名について（桜地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 総括安全衛生副管理者の指名について（並木地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(細矢 雄司) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(WANG Yong) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(HENZIE Joel) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 桜地区　平成３０年度放射線業務従事者名簿の登録について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 並木地区　平成３０年度放射線業務従事者名簿の登録について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区　平成３０年度放射線業務従事者名簿の登録について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(柴崎 裕樹) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(横山 優一) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（界面制御実験棟） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(吉中 奎貴) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 安全衛生委員会委員の指名について（千現地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任報告について（千現地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における軽微変更届書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２９年度放射線管理状況報告書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２９年度放射線管理状況報告書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成２９年度放射線管理状況報告書の提出について（千現地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における軽微変更届書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 特定高圧ガス消費施設（ＵＨＶ－ＣＶＤ装置）等変更届書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区（第９０装置）） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H30.7.2 桜地区) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H30.7.2 並木地区) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H30.7.2 千現地区) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 安全衛生委員会委員の指名について（並木地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成３０年上期核燃料物質管理報告書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成３０年上期核燃料物質管理報告書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H30.7.10 桜地区) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H30.7.10 並木地区) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H30.7.10 千現地区) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(廣瀬 陽代) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(小熊 博幸) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(MALGRAS Victor) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(中尾 秀信) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(杉浦 栞理) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H30.7.18 並木地区) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H30.7.18 千現地区) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H30.7.2、7.10 桜地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H30.7.2、7.10、7.18 並木地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H30.7.2、7.10、7.18 千現地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(高橋 向星) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H30.6.13、7.11,13,14,25 桜(播磨)地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（桜地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設休止届書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(SONG Yeji) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(WANG YANXU) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造廃止届書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区（第９１装置）） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における軽微変更届書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（千現地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（並木地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(辻本 吉廣) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(武田 隆史) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（並木地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(川村 史朗) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(杉安 和憲) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（千現地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について（桜地区磁界実験棟） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設完成検査申請書の提出について（桜地区磁界実験棟） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 その他 特定物質等の原料使用の証明書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区（第７４・７５装置）） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 クレーン クレーン設置報告書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（X線装置）（伊藤 仁彦） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（X線装置）（片山 英樹） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等(Ｘ線装置)設置届　遅延理由書について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（X線装置）（伊藤 仁彦） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（X線装置）（EL-SAFTY Sherif） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（X線装置）（任 暁兵） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（X線装置）（片山 英樹） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について（桜地区磁界実験棟） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(増田 紘士) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区（第９３装置）） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区（第９２装置）） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区（第１１８装置）） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区（第１１７装置）） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 その他 携帯型ＩＰ無線機　無線サービス利用申込について 安全管理室長 20190401 5 20241231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 平成３０年下期核燃料物質管理報告書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物屋内貯蔵所立入検査結果通知書に基づく不備欠陥事項の改修（計画）報告書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(坂牛 健) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 立入検査結果通知書 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 不備欠陥事故改修報告書 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 不備欠陥事故改修報告書 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 火薬類譲受許可申請書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（第９４装置） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 蓄電池設備設置届出書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等
機械等設置届の提出について（マテリアルズオープンイノベーション拠点棟２０１・２０３－２・

２０７－１・２０７－２・３０１・３０３－２・３０５室）
安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等
機械等設置届の提出について（マテリアルズオープンイノベーション拠点棟１０５・２０３－２・

２０５・２０７－２室）
安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（マテリアルズオープンイノベーション拠点棟１０５） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 危険物屋内貯蔵所立入検査における結果通知書について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（並木地区研究本館１０５室） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火対象物使用開始届出書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 危険物 少量危険物貯蔵（取扱い）届出書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 危険物 少量危険物貯蔵（取扱い）届出書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 蓄電池設備設置届出書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 変電設備設置届出書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 発電設備設置届出書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（マテリアルズオープンイノベー

ション拠点棟）
安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（マテリアルズオープンイノベー

ション拠点棟）
安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（マテリアルズオープンイノベー

ション拠点棟）
安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（マテリアルズオープンイノベー

ション拠点棟）
安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（マテリアルズオープンイノベー

ション拠点棟）
安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（X線装置）(研究本館320)（川田 哲） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（X線装置）(物性棟214)（川田 哲） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H31.2.6 桜地区) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H31.2.6 並木地区) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H31.2.6 千現地区) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区（第１１９装置）） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 麻薬 向精神薬試験研究施設における向精神薬の製造量等の報告について（提出） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等
機械等設置届の提出について（X線装置）(マテリアルズオープンイノベーション拠点棟308室)（一

ノ瀬 泉）
安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H31.2.14 並木地区) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(H31.2.14 千現地区) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H31.2.6 桜地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H31.2.6、2.14 並木地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H31.2.6、2.14 千現地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（第１２０・１２１・１２２装置） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（並木地区超伝導セラミックス研究棟１０６室） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区自衛消防組織設置（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区自衛消防組織設置（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 桜地区自衛消防隊長、初期消火班長、各副班長の指名について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区自衛消防隊各班長、各副班長の指名について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区自衛消防隊副隊長、各班長、各副班長の指名について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(野口 秀典) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（千現地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 千現地区における高圧ガス製造事業届書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区（第１２３装置）） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(NURDIWIJAYANTO Leanddas) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 千現地区における高圧ガス製造事業届書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(WANG Ying-Chiao) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区（第１２４・１２５装置）） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（H31.3.18 桜(播磨)地区(廣井 慧、SEO Okkyun)） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(GUEYE Ibrahima) 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス危害予防規程（変更）届書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 桜地区消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区（第１２６・１２７装置）） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 安全衛生委員会の指名について（千現地区・並木地区・桜地区） 安全管理室長 20190401 30 20491231 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 点検・試験 平成30年度空調機定期点検保守報告書（夏季） IT室 20190401 5 20240331 紙 IT室 IT室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 点検・試験 平成30年度空調機定期点検保守報告書（冬季） IT室 20190401 5 20240331 紙 IT室 IT室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 規程 「情報システムセキュリティ対策基準」の制定について（部門長達） IT室 20190401 30 20490331 電子 IT室 IT室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 依頼 平成29年第二GSOC運用経費の精算について（依頼） IT室 20190401 10 20290331 電子 IT室 IT室 廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事
マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る確認申請手続きにおける中間検査申請及

び変更届の提出について
建設室長 20190401 10 20290331 電子 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設室

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る昇降機の確認申請書の提出について 建設室長 20190401 10 20290331 電子 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設室

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事
マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る排水設備設置計画確認申請書の提出につ

いて
建設室長 20190401 10 20290331 電子 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設室

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る特定施設設置届出書の提出について 建設室長 20190401 10 20290331 電子 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設室

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る特定施設設置届出書の提出について 建設室長 20190401 10 20290331 電子 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設室

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る排水設備工事完了届の提出について 建設室長 20190401 10 20290331 電子 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設室

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事
マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る完了検査申請書（昇降機）の提出につい

て
建設室長 20190401 10 20290331 電子 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設室

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事
マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る完了検査申請書（建築物本体）の提出に

ついて
建設室長 20190401 10 20290331 電子 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設室

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る軽微変更該当証明申請書の提出について 建設室長 20190401 10 20290331 電子 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設室

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

安全・基盤施設部門

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

建設工事 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設に係る軽微な変更説明書の提出について 建設室長 20190401 10 20290331 電子 マテリアルズオープンイノベーション拠点棟等建設室

マテリアルズオープン

イノベーション拠点棟

等建設室

廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点運

営室
申請・証明 応諾書について

機能性材料研究拠点運

営室
20190401 5 20240331 紙 機能性材料研究拠点運営室

機能性材料研究拠点運

営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点運

営室
申請・証明 中国輸出許可関連書類（菊池彰弘）

機能性材料研究拠点運

営室
20190401 5 20240331 紙 機能性材料研究拠点運営室

機能性材料研究拠点運

営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点運

営室
審査 微生物実験安全委員会実験計画書審査結果報告について

機能性材料研究拠点運

営室
20190401 5 20240331 紙 機能性材料研究拠点運営室

機能性材料研究拠点運

営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点運

営室
審査 第３１回微生物実験安全委員会の開催について

機能性材料研究拠点運

営室
20190401 5 20240331 紙 機能性材料研究拠点運営室

機能性材料研究拠点運

営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点運

営室
審査 第３５回遺伝子組換え実験安全委員会の開催について

機能性材料研究拠点運

営室
20190401 5 20240331 紙 機能性材料研究拠点運営室

機能性材料研究拠点運

営室
廃棄



機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点運

営室
依頼・回答

出張作業等に関する安全衛生覚書の取り交わしについて（株式会社神戸製鋼所　川嶋慎也　他2

名）

機能性材料研究拠点運

営室
20190401 5 20240331 紙 機能性材料研究拠点運営室

機能性材料研究拠点運

営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点運

営室
審査 第35回遺伝子組換え実験安全委員会実験計画書審査結果等の報告について

機能性材料研究拠点運

営室
20190401 5 20240331 紙 機能性材料研究拠点運営室

機能性材料研究拠点運

営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点運

営室
審査 第31回微生物実験安全委員会実験計画書審査結果報告について

機能性材料研究拠点運

営室
20190401 5 20240331 紙 機能性材料研究拠点運営室

機能性材料研究拠点運

営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点運

営室
申請・証明 2019年度核融合科学研究所共同研究承諾書の提出について（菊池　章弘・飯嶋　安男）

機能性材料研究拠点運

営室
20190401 5 20240331 紙 機能性材料研究拠点運営室

機能性材料研究拠点運

営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点運

営室
申請・証明 日本学術振興会研究拠点形成事業研究倫理教育に関するプログラム受講等確認書の提出について

機能性材料研究拠点運

営室
20190401 5 20240331 紙 機能性材料研究拠点運営室

機能性材料研究拠点運

営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点運

営室
申請・証明 共同研究承諾書の提出について

機能性材料研究拠点運

営室
20190401 5 20240331 紙 機能性材料研究拠点運営室

機能性材料研究拠点運

営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点運

営室
申請・証明 共同研究承諾書の提出について

機能性材料研究拠点運

営室
20190401 5 20240331 紙 機能性材料研究拠点運営室

機能性材料研究拠点運

営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点運

営室
審査 第３６回遺伝子組換え実験安全委員会の開催について

機能性材料研究拠点運

営室
20190401 5 20240331 紙 機能性材料研究拠点運営室

機能性材料研究拠点運

営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点運

営室
審査 第３２回微生物実験安全委員会の開催について

機能性材料研究拠点運

営室
20190401 5 20240331 紙 機能性材料研究拠点運営室

機能性材料研究拠点運

営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
届出 劇物輸入報告書について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20190401 10 20290331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
覚書 産業廃棄物収集・運搬委託契約書及び産業廃棄物処分委託契約書の締結について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄



エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
通知書 受託研究受入れ決定通知書

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託 委託業務完了届について(トヨタ自動車）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託 委託業務完了届について

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
招聘 H30年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（依頼）（鳥取大学　坂口裕樹他2名）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 電子

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託 委託業務完了届

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
招聘 H30年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（回答）（鳥取大学　坂口裕樹他2名）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 電子

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
招聘

H30年度GREENオープンラボ研究者（短期RA）の招聘について（依頼）（大阪大学　楠元崇孔他1

名）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 電子

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
招聘 H30年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（回答）（大阪大学　中西周次）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 電子

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
招聘

H30年度GREENオープンラボ研究者（短期RA）の招聘について（依頼）（鳥取大学　山口和輝他

10名）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 電子

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
招聘 H30年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（依頼）（中央大学　坂部淳一）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 電子

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
招聘

H30年度GREENオープンラボ研究者（短期RA）の招聘について（回答）（鳥取大学　山口和輝他

10名）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 電子

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
招聘

H30年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（依頼）（お茶の水女子大学　近藤敏啓他1

名）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 電子

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
招聘 H30年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（回答）（中央大学　坂部淳一）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 電子

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託 委託業務実績報告書

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託 委託業務実績報告書

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託 委託業務実績報告書

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
再委託 再委託業務成果報告書の提出について

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
再委託 再委託業務成果報告書の提出について

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
再委託 再委託業務成果報告書の提出について

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
受託経理 【受託】委託業務実績報告書の提出について

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託 委託業務成果報告書の提出について

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
招聘

H30年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（回答）（お茶の水女子大学　近藤敏啓他1

名）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 電子

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託 【受託】平成３０年度科学技術試験研究委託事業に係る変更届について

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
再委託 【再委託】平成３０年度科学技術試験研究委託事業の再委託契約に係る変更届について

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
招聘 H30年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（依頼）（岩手大学　万代俊彦他1名）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 電子

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
招聘 H30年度GREENオープンラボ研究者（短期RA）の招聘について（依頼）（鳥取大学　安藤明寛）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 電子

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
招聘

H30年度GREENオープンラボ研究者（短期RA）の招聘について（回答）（鳥取大学　学部生4年

安藤明寛）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 電子

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
招聘 H30年度GREENオープンラボ研究者の招聘について（回答）（岩手大学　万代俊彦他１名）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 電子

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
招聘

H30年度GREENオープンラボ研究者(短期RA)の招聘について（依頼）（岩手大学大学院　主濱亮

子他2名）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 電子

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
招聘

H30年度GREENオープンラボ研究者（短期RA）の招聘について（回答）（岩手大学　主濱亮子他2

名）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 電子

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託

【受託】平成30年度科学技術試験研究委託事業に係る変更届について「ナノ材料科学環境拠点」

（DAA01）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託

【再委託】平成30年度科学技術試験研究委託事業に係る変更届について（「ナノ材料科学環境拠

点」（電池材料における界面に関する研究とその場観察））（名古屋大学）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄



エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託 H29年度「ナノ材料科学環境拠点」委託費の額の確定について

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託 H29年度再委託先「ナノ材料科学環境拠点」委託費の額の確定について(名古屋大学）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託 H29年度再委託先「ナノ材料科学環境拠点」委託費の額の確定について(北海道大学）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託 H29年度再委託先「ナノ材料科学環境拠点」委託費の額の確定について(トヨタ自動車）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託

平成２９年度科学技術試験研究委託事業による取得資産の所有権移転について （委託業務題目：

「ナノ材料科学環境拠点」【配算体：DAA01】 )

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
再委託

【再委託】平成２９年度科学技術試験研究委託事業による取得資産の所有権移転について（委託業

務題目：「ナノ材料科学環境拠点」（北海道大学）【配算体：DAA01】）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託

【受託】平成29年度科学技術試験研究委託事業による取得資産の所有権移転について

（委託業務題目：「ナノ材料科学環境拠点」【配算体：DAA01】）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託

【受託】委託業務完了届の提出について（平成30年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環

境拠点」）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託

【受託】委託業務完了届の提出について（平成30年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環

境拠点」）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
委託

【受託】委託業務完了届の提出について（平成30年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環

境拠点」）

ナノ材料科学環境拠点/

運営総括室
20190401 5 20240331 紙

エネルギー・環境材料研究拠点/ナノ材料科学環境拠

点/運営総括室

エネルギー・環境材料

研究拠点/ナノ材料科学

環境拠点/運営総括室

廃棄



磁性・スピントロニクス材料研究拠点 個人情報 個人情報ファイル関係
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
20190401 5 20240331 電子 磁性・スピントロニクス材料研究拠点

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 出張 出張 H30　招聘・依頼出張
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
20190401 5 20240331 紙 磁性・スピントロニクス材料研究拠点

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 服務 服務 委嘱、兼業依頼
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
20190401 5 20240331 紙 磁性・スピントロニクス材料研究拠点

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 服務 服務 共同研究
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
20190401 5 20240331 紙 磁性・スピントロニクス材料研究拠点

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 服務 服務 査証申請
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
20190401 5 20240331 紙 磁性・スピントロニクス材料研究拠点

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 個人情報 個人情報ファイル関係
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20190401 5 20240331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 出張 出張 H30　招聘・依頼出張
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20190401 5 20240331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 服務 服務 委嘱、兼業依頼
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20190401 5 20240331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 服務 服務 Spring-8利用申請
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20190401 30 20490331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 服務 服務 磁石パートナーシップ手続き
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20190401 5 20240331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託 決裁文書管理ファイル
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20190401 5 20240331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

構造材料研究拠点運営室
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
新構造材料技術研究組合　平成30年度第1回通常総会　出欠確認書について

構造材料研究拠点/運営

室
20190401 10 20290331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点運営室
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）革新的構造材料　委託研究契約終了後の物品の無償

譲渡希望について

構造材料研究拠点/運営

室
20190401 10 20290331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点運営室
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
新構造材料技術研究組合　平成30年度第２回総会（臨時）　出欠確認書について

構造材料研究拠点/運営

室
20190401 10 20290331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点運営室
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ規約の制定について

構造材料研究拠点/運営

室
20190401 5 20240331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 シンポジウム開催 「Japan Open Science Summit 2018(JOSS2018)」主催開催について MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 シンポジウム開催 「JAPAN OPEN SCIENCE SUMMIT 2018」への出席について（依頼出張） MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 出張 職員の出張について(依頼) MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 シンポジウム開催 「JAPAN OPEN SCIENCE SUMMIT 2018」への出席について（回答） MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第９回材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（依頼） MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 会議開催 「第９回材料データプラットフォーム戦略会議」への出席について（回答） MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 委嘱 博士学位論文の審査員会委員の委嘱について（回答） MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 講演依頼 兵庫県マテリアルズ・インフォマティックス講演会（第２回）等における講演について（依頼） MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 統合型材料開発・情報基盤部門材料データセットの貸出しに関する達の制定について MaDIS運営統括室 20190401 30 20490331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 講演依頼 第26回MaDIS研究交流会等への出席について（出張依頼） MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 講演依頼 第26回MaDIS研究交流会等への出席について（出張依頼回答） MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 講演依頼 計測インフォティクス講演会における講師依頼について（回答） MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 講演依頼 第36回MaDIS研究交流会等への出席について（出張依頼） MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 講演依頼 第36回MaDIS研究交流会等への出席について（出張依頼回答） MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 講演依頼 MaDISシンポジウムでの講演について（依頼） MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 講演依頼 MaDISシンポジウムでの講演について（回答） MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 共催等伺い 後援名義使用開催報告書の提出について MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄



統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 委嘱 外来研究員の委嘱について（依頼） MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 講演依頼 NIMS DPF開発設計評論会への出席について（依頼） MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 講演依頼 NIMS DPF開発設計評論会への出席について（回答） MaDIS運営統括室 20190401 5 20240331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【再委託】平成27年度及び平成28年度委託費による取得資産の所有権移転について（国立研究開

発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシア

ティブ」）（一般財団法人ファインセラミックスセンター）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 総務部門経理室 総務部門経理室 廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【再委託】平成27年度及び平成28年度委託費による取得資産の所有権移転について（国立研究開

発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシア

ティブ」）（国立大学法人東北大学）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 総務部門経理室 総務部門経理室 廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 申請手続き 知的財産プロデューサーの派遣に関する協定書への理事長印押印について（お願い）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 拠点人事
統合型材料開発・情報基盤部門情報統合型物質・材料研究拠点MI2Iプロジェクト会議の議員の指名

解除および指名について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI2Iコンソーシアム幹事会幹事の指名および委嘱について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 マテリアルズ探索G,データ科学G研究進捗報告会への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 合同Workingへの出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理
【受託】計画変更申請書の提出について（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハ

ブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ」）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄



情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 コンソーシアム幹事会への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 コンソーシアム幹事会への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 マテリアルズ探索G,データ科学G研究進捗報告会への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 MI2I・JAIST合同シンポジウムでの講演について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請（更新）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「MI2Iマテリアルズ探索G・磁石材料G合同Working」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 MI2Iコンソーシアム幹事会幹事の委嘱承諾書
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 MI2I・JAIST合同シンポジウムでの講演について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「コンソーシアム幹事会」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 MI2I・JAIST合同シンポジウムでの講演について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 MI2I・JAIST合同シンポジウムでの講演について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【再委託】平成29年度再委託研究開発契約に係る委託事業実績報告書について（国立研究開発法人

科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシアティ

ブ」）（大学共同利用機関法人情報・システム研究機構）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【再委託】平成29年度再委託研究開発契約に係る委託事業実績報告書について（国立研究開発法人

科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシアティ

ブ」）（国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【再委託】平成29年度再委託研究開発契約に係る委託事業実績報告書について（国立研究開発法人

科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシアティ

ブ」）（国立大学法人東京大学）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録に（変更）ついて
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録に（変更）ついて
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄



情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理
【受託】平成２９年度委託事業の委託事業費の精算方法について（通知）（国立研究開発法人科学

技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ」）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【受託】平成２９年度委託事業実績報告書および年度報告書の提出について（国立研究開発法人科

学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシアティ

ブ」）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼
「ハンズオンセミナー（超入門コース）『Orange によるマテリアルズ・インフォマティクス入

門』」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼
「ハンズオンセミナー（初級コース）『よくわかるマテリアルズ・インフォマティクス基礎』」へ

の出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 申請手続き AIMaP公募申請書発行の承諾について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼
委託事業「数学アドバンストイノベーションプラットフォーム」に関する意見交換会について（依

頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 共催等伺 第６回材料系ワークショップへの協賛申請
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 磁石材料G・データ科学G研究進捗報告会への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 コンソーシアム幹事会への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【再委託】平成27年度及び平成28年度委託費による取得資産の所有権移転について（国立研究開

発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシア

ティブ」）（大学共同利用機関法人情報・システム研究機構）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「ハンズオンセミナー」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 コンソーシアム幹事会への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄



情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【再委託】平成27年度及び平成28年度委託費による取得資産の所有権移転について（国立研究開

発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシア

ティブ」）（国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「MI^2磁石材料G, データ科学G研究進捗報告会」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「コンソーシアム幹事会」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 申請手続き 知的財産プロデューサー支援派遣要請の要否について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 フォーラムでの講演について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 第7回MI2Iフォーラムでの講演について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理
【受託】平成２９年度委託事業費にかかる精算額通知書について（国立研究開発法人科学技術振興

機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ」）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄



情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【再委託】平成29年度再委託研究開発契約に係る再委託費の額の確定について（国立研究開発法人

科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシアティ

ブ」）（国立大学法人北陸先端科学技術大学院）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【再委託】平成29年度再委託研究開発契約に係る再委託費の額の確定について（国立研究開発法人

科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシアティ

ブ」）（国立大学法人東京大学）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【再委託】平成29年度再委託研究開発契約に係る再委託費の額の確定について（国立研究開発法人

科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシアティ

ブ」）（大学共同利用機関法人情報・システム研究機構）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼
「ハンズオンセミナー（初級コース）『よくわかるマテリアルズ・インフォマティクス基礎』」へ

の出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 申請手続き 知的財産プロデューサーの派遣について【回答】
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼
マテリアルズ探索G、物質・材料記述基盤G、トポロジカル解析G研究進捗報告会への出席について

（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼
「マテリアルズ探索G、物質・材料記述基盤G、トポロジカル解析G研究進捗報告会」への出席につ

いて（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼
「ハンズオンセミナー（初級コース）『よくわかるマテリアルズ・インフォマティクス基礎』」へ

の出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 利用申込 MatNavi付加サービス利用申込について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 教材提供伺 チュートリアルDVD提供（第１～７回）の伺い
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理
【受託】イノベーションハブ構築支援事業実施変更契約の締結について（国立研究開発法人科学技

術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ」）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼
「ハンズオンセミナー『結晶構造予測ツールCrySPYのハンズオンセミナー』」への出席について

（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼
「ハンズオンセミナー（中級コース）『Python によるマテリアルズ・インフォマティクス実

践』」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄



情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「ハンズオンセミナー」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 第35回MaDIS研究交流会での講演について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 Webスクレイピング案件に関する内容証明郵便について（産総研宛）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 Webスクレイピング案件に関する内容証明郵便について（IBM宛）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 第4回キャタリストインフォマティクスシンポジウム招待講演について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 名義使用申請 MaDISシンポジウム 2019開催における文部科学省名義の使用許可申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 コンソーシアム幹事会への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 第4回キャタリストインフォマティクスシンポジウム招待講演について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 コンソーシアム幹事会への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 共催等伺  第 22 回第一原理電子状態計算に関するアジアワークシップの後援申請
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「第35回MaDIS研究交流会」での講演について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 共催等伺 第7回材料系ワークショップの協賛依頼
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 施設使用申請 大阪大学産業科学研究所インキュベーション棟連携研究（継続）利用申請
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼
「ハンズオンセミナー（中級コース）『Python によるマテリアルズ・インフォマティクス実

践』」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 Webスクレイピングに関する内容証明郵便に対する回答（産総研）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 Webスクレイピングに関する内容証明郵便に対する回答（IBM）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄



情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼
ハンズオンセミナー（中級）「Pythonによるマテリアルズ・インフォマティクス実践」への出席

について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新輝合成についての打合せ」への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員退会について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼
「ハンズオンセミナー（初級コース）『よくわかるマテリアルズ・インフォマティクス基礎』～理

解を重点に」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼
「マテリアルズ・インフォマティクスハンズオンセミナー（中級コース）」への出席について（回

答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【再委託】

平成29年度委託費による取得資産の所有権移転について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【再委託】

平成29年度委託費による取得資産の所有権移転について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【再委託】

平成29年度委託費による取得資産の所有権移転について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 共催等伺 PCoMS計算物質科学セミナーの協賛申請
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 10 2029.3.31 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 第8回MI2Iフォーラムでの講演について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 共催等伺 PCoMS TOMBO seminar February 27 2019 at Tokyoの協賛申請
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 10 2029331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 名義使用申請 共催等名義使用許可事業(MI2Iチュートリアルセミナー、H30年度開催分)報告書の発行について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「第8回MI2Iフォーラム」での講演について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 研究者の派遣について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 規程制定 ＭＩ２Ｉコンソーシアム会則の改正について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 30 2049331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 規程制定 専用端末利用要領の改正について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 30 2049331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄



情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 規程制定 データプラットフォーム利用要領の改正について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 30 2049331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 規程制定
統合型材料開発・情報基盤部門情報統合型物質・材料研究拠点データプラットフォーム利用に関す

る達の改正について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 30 2049331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録（変更）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 MI2Iコンソーシアム幹事会幹事の指名および委嘱について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「コンソーシアム幹事会」への出席について（依頼）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 施設使用申請 大阪大学企業リサーチパーク利用の覚書締結
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 MI2Iコンソーシアム幹事会会長の委嘱承諾書
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 依頼出張 東北大学電気通信研究所からの依頼出張
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【再委託】

平成29年度委託費による取得資産の所有権移転について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 研究者の派遣について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【再委託】イノベーションハブ構築支援事業実施変更契約の締結について（国立研究開発法人科学

技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ」）

（国立大学法人東京大学）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理

【再委託】イノベーションハブ構築支援事業実施変更契約の締結について（国立研究開発法人科学

技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ」）

（大学共同利用機関法人情報・システム研究機構）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 受託経理
【受託】イノベーションハブ構築支援事業実施変更契約の締結について（国立研究開発法人科学技

術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ」）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 DPF関係 データプラットフォーム利用申請（更新）について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 他機関への依頼 「コンソーシアム幹事会」への出席について（回答）
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム入会申込について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 紙 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点 運営室 申請手続き 知的財産プロデューサーの派遣に関する協定書への押印について
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20190401 5 20240331 電子 情報統合型物質・材料研究拠点運営室

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
STAM STAM編集委員会委員長の指名について

材料データプラット

フォームセンター長
20190401 5 20240331 電子 材料データプラットフォームセンター

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター

デジタル

ライブラリ
DuraSpaceへの会員参加に伴う会費支出

材料データプラット

フォームセンター長
20190401 5 20240331 電子 材料データプラットフォームセンター

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
DPFC 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について

材料データプラット

フォームセンター長
20190401 5 20240331 電子 材料データプラットフォームセンター

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
DPFC 人工知能学会　計測インフォマティクス研究会第２回研究会 協賛について(篠塚寛志)

材料データプラット

フォームセンター長
20190401 5 20240331 電子 材料データプラットフォームセンター

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター

デジタル

ライブラリ
「研究者総覧フ゜ロフィール表示設定変更の申請書及ひ゛記載要領」の改正

材料データプラット

フォームセンター長
20190401 30 20490331 電子 材料データプラットフォームセンター

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター

デジタル

ライブラリ

国立研究開発法人物質・材料研究機構デジタルライブラリー専門委員会委員の委嘱について（依

頼）

材料データプラット

フォームセンター長
20190401 5 20240331 電子 材料データプラットフォームセンター

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
STAM

Science and Technology of Advanced Materials (STAM)編集委員会の構成および委員の委嘱につ

いて（依頼）

材料データプラット

フォームセンター長
20190401 5 20240331 電子 材料データプラットフォームセンター

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
DPFC 外国籍研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について

材料データプラット

フォームセンター長
20190401 5 20240331 電子 材料データプラットフォームセンター

材料データプラット

フォームセンター
廃棄



技術開発・共用部門 事務統括室 外部有償利用 平成30年度 自主事業 作成部署 技術開発・共用部門 事務統括室 保存期間平成36年3月31日 事務統括室 20190401 5 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 契約の締結 平成30年度 契約の締結等 作成部署 技術開発・共用部門事務統括室 保存期間 平成41年3月31日 事務統括室 20190401 10 2029.3.31 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 委員の委嘱
平成30年度 外部への委嘱依頼等資料 作成部署 技術開発・共用部門事務統括室 保存期間 平成36年

3月31日
事務統括室 20190401 5 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室
外部への出張依頼(依頼

と回答）
平成30年度 出張の依頼等 作製部署 技術開発・共用部門 事務統括室 保存期間平成36年3月31日 事務統括室 20190401 5 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 身元保証書の提出
平成30年度 身元保証書等の提出 作製部署 技術開発・共用部門 事務統括室 保存期間平成36年３月

31日
事務統括室 20190401 5 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 共同研究届 平成30年度 共同研究関連 作製部署 技術開発・共用部門 事務統括室 保存期間平成36年3月31日 事務統括室 20190401 5 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 連携研究員関連
平成30年度 NIMS・名大GaN評価基盤研究ラボラトリ関連 作製部署 技術開発・共用部門 事務統括

室 保存期間平成36年3月31日
事務統括室 20190401 5 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 講習会の開催等 平成30年度 講習会の開催等 作製部署 技術開発・共用部門 事務統括室 保存期間平成36年3月31日 事務統括室 20190401 5 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 出張について（回答）
平成30年度 出張等の依頼等への回答 作製部署 技術開発・共用部門 事務統括室 保存期間平成36年

3月31日
事務統括室 20190401 5 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室
講師等の委嘱依頼（回

答の提出）

平成30年度 講師等の委嘱依頼（回答の提出）作製部署 技術開発・共用部門 事務統括室 保存期間

平成36年3月31日
事務統括室 20190401 5 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 共用設備の指定等
平成30年度 共用設備の指名資料 作成部署 技術開発・共用部門 事務統括室 保存期間 平成41年3月

31日
事務統括室 20190401 10 20290331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 事故調査 平成30年度 事故調査関係 作製部署 技術開発・共用部門 事務統括室 保存期間2029年3月31日 事務統括室 20190401 10 20290331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 業務の受託 平成30年度 業務の受託関連
窒化ガリウム評価基盤

領域 事務室
20190401 5 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 業務の再委託 【市委託契約書】次世代半導体研究開発（評価基盤領域）早稲田大学　H30年度
窒化ガリウム評価基盤

領域 事務室
20190401 5 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 業務の再委託 【市委託契約書】次世代半導体研究開発（評価基盤領域）豊田合成　H31年度
窒化ガリウム評価基盤

領域 事務室
20190401 5 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 業務の再委託 【市委託契約書】次世代半導体研究開発（評価基盤領域）産総研　H30年度
窒化ガリウム評価基盤

領域 事務室
20190401 5 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 業務の再委託 【市委託契約書】次世代半導体研究開発（評価基盤領域）筑波大学　H30年度
窒化ガリウム評価基盤

領域 事務室
20190401 5 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 業務の再委託 【市委託契約書】次世代半導体研究開発（評価基盤領域）東北大学　H30年度
窒化ガリウム評価基盤

領域 事務室
20190401 5 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 業務の再委託 【市委託契約書】次世代半導体研究開発（評価基盤領域）富士電機　H30年度
窒化ガリウム評価基盤

領域 事務室
20190401 5 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

微細構造解析プラットフォーム事務局 申請者リスト H30年度 H30年度　微細構造解析プラットフォーム申請者リスト　電子
微細構造解析プラット

フォーム事務局
20190401 10 20290331 電子 微細構造解析プラットフォーム事務局

微細構造解析プラット

フォーム事務局
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 短期招聘 査証 平成３０年度　査証取得 事務部門長 20190401 5 20240331 紙 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
ナノアーキテクトニク

ス研究推進
依頼出張 平成３０年度　依頼出張（依頼・回答） 事務部門長 20190401 5 20240331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
委嘱 外部メンターの委嘱 事務部門長 20190401 10 20290331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
ナノアーキテクトニク

ス研究推進

申請書・証明書・承諾

書
平成３０年度　申請書・証明書等 事務部門長 20190401 5 20240331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業 WPI アカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業 事務部門長 20190401 5 20240331 紙 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
世界トップレベル研究

拠点プログラム（WPI)
アウトリーチ活動 平成３０年度　世界トップレベル研究拠点プログラム・アウトリーチ活動 事務部門長 20190401 5 20240331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 業績評価 表彰 平成３０年度　研究業績表彰候補者推薦書 事務部門長 20190401 5 20240331 紙 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 研究推進 委員会 第57回動物実験委員会　実験計画書審議結果等 事務部門長 20190401 5 20240331 紙 MANA医療応用ソフトマターG
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について(SAXENA KOMAL) 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について(MANNA JHIMLI) 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について(WEN　YU) 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄



先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について(SINGH PUSHPENDRA) 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
出張 Institut Laue Langevin への長期出張に係る申請について(回答)(寺田  典樹) 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
更新 東海オフィス（いばらき量子ビームセンター）更新に伴う理事長捺印依頼 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について(KRISHANANANDA SOAMI DAYA) 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について(Prem Saran Tirumalai) 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
協賛 人工知能学会　計測インフォマティクス研究会第2研究会　協賛について(篠塚  寛志) 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
共同研究 共同利用・共同研究承諾書の提出について(北海道大学触媒科学研究所) 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について(WEN YU) 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
申請 平成31年度(前期)外来研究員(共同利用)申請書の提出について(長谷正司) 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点 先端材料解析研究拠点 申請 Institut Neel CNRSへの長期出張に係る申請について(回答)(寺田典樹) 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点 先端材料解析研究拠点 廃棄

先端材料解析研究拠点 先端材料解析研究拠点 申込 施設供用申込について(タンデム加速器)(雨倉宏) 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点 先端材料解析研究拠点 廃棄

先端材料解析研究拠点 先端材料解析研究拠点 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点 先端材料解析研究拠点 廃棄

先端材料解析研究拠点 先端材料解析研究拠点 査証申請 外国籍研究者の在留資格申請に係る身元保証書の提出について 馬場 恵子 20190401 5 2024-03-31 電子 先端材料解析研究拠点 先端材料解析研究拠点 廃棄

先端材料解析研究拠点 先端材料解析研究拠点 査証申請 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について(RANA ASHUTOSH) 馬場 恵子 20190401 5 20240331 電子 先端材料解析研究拠点 先端材料解析研究拠点 廃棄

平成３１年度・令和元年度（2019）

秘書室 依頼 申し込み等 日本監査役協会退会届提出に伴う理事長印の押印について 秘書室 20200401 5 20250331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 規程類 理事長決定 理事の特命業務について 秘書室 20200401 30 20500331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 依頼 依頼出張 外部有識者への依頼出張 秘書室 20200401 3 20230331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 規程類 理事長決定 理事長特別参与、審議役及び理事長特別補佐の業務について（令和元年１０月１日付） 秘書室 20200401 30 20500331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 規程類 理事長決定 理事長特別参与、審議役及び理事長特別補佐の業務について（令和２年１月１７日付） 秘書室 20200401 30 20500331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

監査室 監査室 個人情報 科学関連法人監査連絡会法人名簿 監査室長 20200401 5 20250331 電子 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査
平成３０年度文部科学省共済組合物質・材料研究機構支部の運営状況にかかる内部監査結果につい

て
監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成30年度第4四半期における監査活動報告 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査計画 平成31年度内部監査計画について 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 法人文書の管理状況に係る内部監査について 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 保有個人情報の管理状況に係る内部監査について 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 安全保障輸出管理制度の実施状況に係る内部監査について 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成２９年度に実施した特殊な役務の検収状況に係る内部監査について 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査 平成２９年度に経費管理を行った公的研究資金（外部資金）に係る内部監査について 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 会計検査の結果について（回答） 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 その他 会計実地検査 第４局上席調査官（文部科学担当）付調査官の出張について 監査室長 20200401 5 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成31年度(令和元年度)第1四半期における監査活動等報告 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄



監査室 監査室 会計監査 平成３０年度に交付を受けている科学研究費補助金に係る内部監査について 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 環境報告書２０１９に係る内部監査について 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 計算証明 「計算証明規則第73条第3項」に基づく提出について 監査室長 20200401 5 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 計算証明 国立研究開発法人物質・材料研究機構の計算証明に関する指定について 監査室長 20200401 5 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 その他 会計実地検査時等における綱紀粛正に関する協力依頼について 監査室長 20200401 5 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 その他 会計実地検査 第5局上席調査官（特別検査担当）付調査官の出張について 監査室長 20200401 5 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成31年度(令和元年度)第２四半期における監査活動等報告 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成30年度の情報セキュリティの取組状況に係る内部監査結果について 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成３１年度（令和元年度）第３四半期における監査活動等報告 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 その他 会計実地検査 第４局上席調査官（文部科学担当）付調査官の出張について 監査室長 20200401 5 20250331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 法人文書の管理状況に係る内部監査について 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 保有個人情報の管理状況に係る内部監査について 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査 平成３０年度に経費管理を行った公的研究資金（外部資金）に係る内部監査結果について 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 平成３０年度に実施した特殊な役務の検収状況に係る内部監査結果について 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 安全保障輸出管理制度の実施状況に係る内部監査について 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 リスクアプローチ監査（薬品・ガスの購入、廃棄および管理の状況）に係る内部監査結果について 監査室長 20200401 10 20300331 紙 監査室 監査室 廃棄



監事室 監事室 個人情報 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会名簿 監事室長 20200401 5 20250331 電子 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 個人情報 契約監視員会委員名簿 監事室長 20200401 5 20250331 電子 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 監事業務 理事長・理事の職務執行確認書 監事室長 20200401 10 20300331 紙 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 物質・材料研究機構契約監視委員会⑬（平成３１年度） 監事室長 20200401 10 20300331 紙 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 国立研究開発法人物質・材料研究機構契約監視委員会委員の委嘱について（依頼） 監事室長 20200401 5 20250331 紙 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 国立研究開発法人物質・材料研究機構契約監視委員会委員の委嘱について（依頼） 監事室長 20200401 5 20250331 紙 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 国立研究開発法人物質・材料研究機構契約監視委員会委員の委嘱について（依頼） 監事室長 20200401 5 20250331 紙 監事室 監事室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）の一部改正について 内部統制推進室長 20200401 30 20500331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 大学向けCHASER情報の利用登録完了連絡票について 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 「輸出者等概要・自己管理チェックリスト」の届出について 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 NACCS貿易管理サブシステムの利用に関する申請者届出書について 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）の一部改正について 内部統制推進室長 20200401 30 20500331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 総合データベース利用登録申請書について 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 一般財団法人　安全保障貿易情報センター入会申込書について 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障
「一般財団法人　安全保障貿易情報センター賛助会員入会承認通知書」、「総合データベース利用

登録完了連絡票」等について
内部統制推進室長 20200401 10 20300331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 Knowledge Worker利用申込書（公費請求書払い）について 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 総合データベース利用登録申請書について（該非判定コーナー） 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 「総合データベース利用登録完了連絡票」について 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 大学向けCHASER情報の解約申請について 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 個人情報 個人情報ファイル 内部統制推進室長 20200401 5 20250331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 コンプライアンス部会 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 コンプライアンス通報＆個別案件 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 ハラスメント部会 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 ハラスメント相談・通報&個別案件 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 リスクマネジメント部会 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 リスク一覧・対応計画等 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 リスク見直し 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 業務フロー・マニュアル 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 少額契約の執行に係る確認 内部統制推進室長 20200401 3 20230331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 研究記録管理に関する検討部会 内部統制推進室長 20200401 10 20230331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 研究記録管理モニタリング 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 内部統制委員会 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄



内部統制推進室 内部統制係 委員会 利益相反マネジメント部会関係 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 通報・相談 利益相反マネジメント個別案件 内部統制推進室長 20200401 10 20300331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 研修・啓発 コンプライアンス研修・セミナー・規程 内部統制推進室長 20200401 5 20250331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画
研究開発法人が寄附により株式及び新株予約権を取得する場合の取扱いに係る通知における法令名

等の読み替えについて（通知）
経営戦略室 20200401 30 20500331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画
国立研究開発法人物質・材料研究機構の中長期目標を達成するための計画（中長期計画）の変更に

ついて（認可）
経営戦略室 20200401 30 20500331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 資源配分 競争的資金に係る間接経費執行実績報告書（２０１８年度）の提出について 経営戦略室 20200401 5 20250331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他 経済産業省行政事務研修員への研修状況について（平成３１年１月～３月分） 経営戦略室 20200401 5 20250331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 第18期」事業年度における業務実績等報告書の提出について 経営戦略室 20200401 30 20500331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱
物質・材料研究機構「国際ナノアーキテクトニクス研究拠点（MANA）」の研究グループ評価に係

るピアレビューアーへのご就任について（依頼）
経営戦略室 20200401 5 20250331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 平成３０年度における業務の実績に関する評価の結果について 経営戦略室 20200401 10 20300331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他 経済産業省行政事務研修員への研修状況について（平成３１年４月～令和元年６月分） 経営戦略室 20200401 5 20250331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他 防衛装備庁安全保障技術研究推進制度への分担参画について 経営戦略室 20200401 10 20300331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱
国立研究開発法人物質・材料研究機構　第４期中長期計画における研究プロジェクトの中間評価委

員の就任依頼につきまして
経営戦略室 20200401 5 20250331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他 経済産業省行政事務研修員の研修状況について（令和元年７月～９月分） 経営戦略室 20200401 5 20250331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 外部連携 「環境研究機関連絡会研究交流セミナー会場借上」に係る契約について（回答） 経営戦略室 20200401 10 20300331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 国立研究開発法人物質・材料研究機構における研究開発課題評価実施要領の改正について 経営戦略室 20200401 30 20500331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他 経済産業省行政事務研修員の研修状況について（令和元年１０月～１２月分） 経営戦略室 20200401 5 20250331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他
戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)『統合型材料開発システムによるマテリアル革命』に

おける国際的事業化戦略(国際共同研究など)のための出張依頼について（回答）
経営戦略室 20200401 5 20250331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構 平成31年度年度計画変更の届出について 経営戦略室 20200401 30 20500331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構 令和2年度年度計画の届出について 経営戦略室 20200401 30 20500331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 組織編成
「革新的材料開発力強化プログラムに関する達」に基づくセンサ・アクチュエータ研究開発セン

ター責任者等の指名について
経営戦略室 20200401 10 20300331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 広報室 個人情報 個人情報ファイル関係 広報室 20200401 5 20250331 電子 広報室 広報室 廃棄

経営企画部門 広報室 広報室 ２０１９年　文書決裁（後援依頼等） 広報室 20200401 5 20250331 紙 広報室 広報室 廃棄

経営企画部門 広報室 広報室 ２０１９年　プレス発表申請書 広報室 20200401 3 20230331 紙 広報室 広報室 廃棄

経営企画部門 業務システム統合室 規程制定 要領等制定 業務システム統合室 20200401 30 20510331 電子 業務システム統合室 業務システム統合室 廃棄

経営企画部門 業務システム統合室 認可・契約 同意書・秘密保持契約書等 業務システム統合室 20200401 5 20260331 電子 業務システム統合室 業務システム統合室 廃棄



若手国際研究センター 個人情報保護 個人情報 個人情報ファイル関係
若手国際研究センター

長
20200401 5 20250331 電子 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター 規程類 部門調達 「若手国際研究センターメンターの設置について」の廃止について
若手国際研究センター

長
20200401 3 20250331 紙 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター 規程類 部門調達 若手国際研究センターICYS研究員採用要領の廃止について
若手国際研究センター

長
20200401 3 20250331 紙 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 個人情報 個人情報ファイル関係 グローバル連携室 20200401 ー 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 H31年度日本学術振興会外国人招へい研究者（短期第２回）申請について 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS WEEK NIMS WEEKにおける東京国際フォーラム施設利用申請書の提出について 学術連携室 20200401 10 20300331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS WEEK NIMS WEEK2019での講演依頼について（国内１名、海外４名） 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS WEEK NIMS WEEK2019 NIMS Award受賞者候補への受賞通知について 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和元年度日本学術振興会外国人研究者招へい事業の採用について（通知） 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和２度日本学術振興会外国人招へい研究者（長期）申請について 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和２度日本学術振興会外国人招へい研究者（短期第１回）申請について 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（The University of Queensland) 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 機関間MOU（更新）の締結について（ネパール科学技術アカデミー（NAST）） 学術連携室 20200401 30 20500331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国際連携大学院協定の締結について（更新）（マレーシア工科大学（UTM）） 学術連携室 20200401 30 20500331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（National Tsing Hua University） 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間)
国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（Catalan Institute of Nanoscience and

Nanotechnology）
学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（National Cheng Kung University） 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国際連携大学院協定の締結について(ジョージア工科大学（GIT)） 学術連携室 20200401 30 20500331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（The University of Sydney Nano Institute） 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 機関間MOUの締結について（インド工科大学ハイデラバード校（IITH）） 学術連携室 20200401 30 20500331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（University of Eastern Finland） 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国際連携大学院協定の締結について(マレーシア国民大学（UKM）） 学術連携室 20200401 30 20500331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（University of Pardubice） 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間)
国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（Nepal Academy of Science and

Technology）
学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘
令和2（2020年度）日本学術振興会外国人研究者招へい事業　外国人招へい研究者（長期、短期第

1回）の採用について（通知）
学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘
令和2（2020年度）日本学術振興会外国人研究者招へい事業　外国人招へい研究者（長期、短期第

1回）の採用について（通知）
学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（Charles University） 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国際連携大学院協定の締結について（インド工科大学ハイデラバード校） 学術連携室 20200401 30 20500331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 機関間MOU（更新）の締結について（オーストラリア核科学技術機構（ANSTO）） 学術連携室 20200401 30 20500331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国際連携大学院協定の締結について（インド工科大学グワハティ校） 学術連携室 20200401 30 20500331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 IAM NIMS国際アドバイザリーミーティング委員の委嘱について(案) 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 その他 文部科学省「卓越大学院プログラム」事業に対する協力について（回答） 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄



グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国立大学法人筑波大学大学院の組織再編に伴う教育研究への協力に関する協定書について（回答） 学術連携室 20200401 30 20500331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘
令和2（2020）年度外国人研究者招へい事業　外国人特別研究員（JSPSサマー・プログラム）の受

入について（回答）
学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（Northeastern University） 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間)
国立大学法人筑波大学と国立研究開発法人物質・材料研究機構の連係協力に関する協定書の締結に

ついて（改訂）
学術連携室 20200401 30 20500331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和2年度JSPS外国人再招へい研究者（BRIDGE Fellow）の受入について 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和2年度JSPS外国人再招へい研究者（BRIDGE Fellow）の受入について 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国立大学法人筑波大学大学院の教育研究への協力に関する協定書の締結について（改訂） 学術連携室 20200401 30 20500331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS WEEK NIMS Award 2020選考委員会委員の委嘱について 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 連携・協力に関する協定の更新について（独立行政法人国立高等専門学校機構） 学術連携室 20200401 30 20500331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（University of Technology Sydney） 学術連携室 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 連携・協力に関する協定の締結について（国立大学法人大阪大学） 学術連携室 20200401 30 20500331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 連携協力の推進に係る協定の更新について（国立大学法人北海道大学） 学術連携室 20200401 30 20500331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 国際連携大学院関係 国際連携大学院協定（モスクワ大学）の更新について 大学院係 20200401 30 20500331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 出張 九州大学大学院工学研究院からの出張依頼について 大学院係 20200401 3 20230331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 国際連携大学院 国際連携大学院協定に基づき受入れる大学院生と受入研究者の最終候補者の決定について 大学院係 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMSジュニア
令和元年度9月入学NIMSジュニア研究員採用候補者の決定について（国内連係大学院に所属する者

に限る）
大学院係 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 連係大学院関係 連係大学院生立替制度　立替決定通知書の発行について（筑波大学連係大学院） 大学院係 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 連係大学院関係 連係大学院生立替制度　立替決定通知書の発行について（九州大学連係大学院） 大学院係 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 連係大学院関係 連係大学院生立替制度　立替決定通知書の発行について（北海道大学連係大学院） 大学院係 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 出張 九州大学大学院工学研究院からの出張依頼について 大学院係 20200401 3 20230331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMSジュニア
令和元年度10月入学NIMSジュニア研究員採用候補者の決定について(国内連係大学院に所属する者

に限る）
大学院係 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 連係大学院 連係大学院生立替制度　立替決定通知書の発行について（早稲田大学連係大学院） 大学院係 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 国際連携大学院 国際連携大学院協定に基づき受入れる大学院生と受入研究者の最終候補者の決定について 大学院係 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 出張 出張の依頼について 大学院係 20200401 3 20230331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 出張 九州大学大学院工学研究院からの出張依頼について 大学院係 20200401 3 20230331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 出張 出張の依頼について 大学院係 20200401 3 20230331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 インターンシップ 令和元年度実務訓練学生の派遣について（回答）（豊橋技術科学大学） 大学院係 20200401 3 20230331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 出張 出張の依頼について 大学院係 20200401 3 20230331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 インターンシップ 令和元年度実務訓練指導責任者の委嘱について（豊橋技術科学大学） 大学院係 20200401 3 20230331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMSジュニア
令和2年度NIMSジュニア研究員再契約候補者の決定について(国内NIMS連携大学院に所属する者に

限る）
大学院係 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 国際連携大学院 国際連携大学院協定に基づき受入れる大学院生と受入研究者の最終候補者の決定について 大学院係 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMSジュニア 令和2年度NIMSジュニア研究員候補者の決定について（国内連係大学院に所属する者に限る） 大学院係 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄



グローバル中核部門 グローバル連携室 連係大学院
国立研究開発法人物質・材料研究機構におけるNIMSジュニア研究員の入学金等の立替に関する要

領の改正について
大学院係 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 インターンシップ NIMSインターンシップ制度受入要領の改正について 大学院係 20200401 5 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄



人材部門 人材開発・大学院室 個人情報 個人情報ファイル関係 人材開発・大学院室長 20200401 5 20240331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 委員指名 研修制度検討委員会委員の指名について 人材開発・大学院室 20200401 5 20241231 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 委員指名 男女共同参画委員会委員の指名について 人材開発・大学院室 20200401 5 20241231 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 庶務 第49回会計事務職員契約管理研修生の推薦依頼について（回答） 人材開発・大学院室 20200401 3 20230331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 評価 平成30年エンジニア職評価について 人材開発・大学院室 20200401 30 20500331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 庶務 招聘外国人研究者の査証取得について 人材開発・大学院室 20200401 5 20250331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 庶務 定年制研究職採用選考結果に係る文書発行について 人材開発・大学院室 20200401 5 20250331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 庶務 部門長達（採用審査委員の委嘱について）の改正について 人材開発・大学院室 20200401 10 20300331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 庶務 部門長達（採用評価員の委嘱について）の改正について 人材開発・大学院室 20200401 10 20300331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 評価 エンジニア職職員に係る職員評価実施要領の改正について 人材開発・大学院室 20200401 30 20500331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 独立研究者 独立研究者に対するメンターの指名について 人材開発・大学院室 20200401 5 20250331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 評価 2020年エンジニア職員の業務目標指針の設定について 人材開発・大学院室 20200401 30 20500331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 併任 2020年度シニア研究者向けキャリア支援制度による併任先の通知について 人材開発・大学院室 20200401 10 20300331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 評価 エンジニア職職員に係る職員評価実施要領の改正について 人材開発・大学院室 20200401 30 20500331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 庶務 任期制職員採用（溝口氏）に係る文書発行について 人材開発・大学院室 20200401 10 20300331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 庶務 安全保障貿易管理に基づく定年制研究職採用時（外国籍候補者）における誓約書について 人材開発・大学院室 20200401 10 20300331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 独立研究者 独立研究者に対するメンターの指名について 人材開発・大学院室 20200401 5 20250331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 在外研究員 令和元年度物質・材料研究機構在外研究員派遣通知について 人材開発・大学院室 20200401 5 20250331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 在外研究員 令和元年度物質・材料研究機構サバティカル研究員派遣通知について 人材開発・大学院室 20200401 5 20250331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 研修 令和元年度筑波大学階層別研修（昇任時）受講者の推薦について（回答） 人材開発・大学院室 20200401 3 20230331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 委員指名 研究職人事評価制度ワーキンググループ委員の指名について 人材開発・大学院室 20200401 5 20250331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 委員指名 定年制職員人事評価制度検討会委員の指名について 人材開発・大学院室 20200401 5 20250331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 在外研究員派遣制度事務手続要領の改正について 人材開発・大学院室 20200401 30 20500331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 在外研究員派遣制度選考要領の改正について 人材開発・大学院室 20200401 30 20500331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 研究職職員に係る個人業績評価実施要領の改定について（2019年評価適用） 人材開発・大学院室 20200401 30 20500331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 卓越研究員 2019年度科学技術人材育成費補助事業「卓越研究員事業」における卓越研究員の決定について 人材開発・大学院室 20200401 10 20300331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 研究職職員に係る個人業績評価実施要領の改定について（2020年評価適用） 人材開発・大学院室 20200401 30 20500331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 在外研究員 令和２年度物質・材料研究機構在外研究員派遣通知について 人材開発・大学院室 20200401 5 20250331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 委員指名 研究職及びエンジニア職人材企画委員会委員の指名について 人材開発・大学院室 20200401 5 20250331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 在外研究員 令和２年度物質・材料研究機構在外研究員派遣通知について 人材開発・大学院室 20200401 5 20250331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 法令・規程・要領・達 研究開発力強化法に基づく人材活用等に関する方針の改正について 人材開発・大学院室 20200401 10 20300331 紙 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 研究職職員に係る個人業績評価実施要領の改正について 人材開発・大学院室 20200401 30 20500331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄



人材部門 人材開発・大学院室 規程類 キャリア形成エンジニアの定年制エンジニアへの移行審査手続き要領の改正について 人材開発・大学院室 20200401 30 20500331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人材開発・大学院室 規程類 エンジニア職職員に係る職員評価実施要領の改正について 人材開発・大学院室 20200401 30 20500331 電子 人材開発・大学院室 人材開発・大学院室 廃棄

人材部門 人事室 出向 平成３１年度・令和元年度出向関係 人事室長代理 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（令和元年度） 人事室人事第１係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 令和元年度　表彰関係 人事室人事第１係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 令和2年度表彰関係 人事室人事第１係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 2019年度新規採用手続き 人事室人事第１係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 指定研 指定研究所関係届出 人事室人事第１係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 就業区分関係 人事室人事第１係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（R1年度①） 人事室人事第１係 20200401 5 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（R1年度②） 人事室人事第１係 20200401 5 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（R1年度③） 人事室人事第１係 20200401 5 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（R1年度④） 人事室人事第１係 20200401 5 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（R1年度⑤） 人事室人事第１係 20200401 5 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（R1年度⑥） 人事室人事第１係 20200401 5 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（R1年度⑦） 人事室人事第１係 20200401 5 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（R1年度⑧） 人事室人事第１係 20200401 5 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（R1年度⑨） 人事室人事第１係 20200401 5 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 令和２年度昇格審査 人事室人事第１係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 服務 国立高等専門学校機構との協定について 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 クロアポ・特定分野業務員（令和1年度） 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 無期労働契約関連（令和1年度） 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 障害者雇用状況報告等について（令和1年度） 人事室人事第２係 20200401 10 20300331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 特命研究員（令和1年度） 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 外来研究者等の覚書 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和元年度アドバイザー等 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和元年度客員研究者等承認願① 人事室人事第２係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和元年度客員研究者等承認願② 人事室人事第２係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和元年度客員研究者等承認願③ 人事室人事第２係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和元年度客員研究者等承認願④ 人事室人事第２係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和元年度客員研究者等承認願⑤ 人事室人事第２係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和元年度度兼業依頼状・委嘱依頼状 人事室人事第２係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和元年客員研究者等延長・短縮願① 人事室人事第２係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2019年度任期制職員採用手続き（4月～） 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2019年度任期制職員採用手続き（5月～） 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2019年度任期制職員採用手続き（7月～） 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2019年度任期制職員採用手続き（9月～） 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2019年度任期制職員採用手続き（11月～） 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2019年度任期制職員採用手続き（12月～） 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2019年度任期制職員採用手続き（1月～） 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2019年度任期制職員採用手続き（2月～）① 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2019年度任期制職員採用手続き（2月～）② 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2019年度任期制職員採用手続き（2月～）③ 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2019年度任期制職員採用手続き（3月～）① 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2019年度任期制職員採用手続き（3月～）② 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2019年度任期制職員採用手続き（3月～）② 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 雇止め予告通知書について（2019年度） 人事室人事第２係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 社会保険 健康保険被扶養者状況リストの提出について 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 社会保険 定期健康診断結果の提供について（回答） 人事室福利厚生係 20200401 5 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 社会保険 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届等の提出について 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 委員会 福利厚生委員会委員長の指名について 人事室福利厚生係 20200401 5 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 宿舎 兵庫県企業庁播磨科学公園都市分譲促進施設（賃貸住宅）の届出書の提出について 人事室福利厚生係 20200401 5 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 宿舎の経年及び入居状況調書等の提出について（回答） 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 国家公務員宿舎の必要戸数の提出について（回答） 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 宿舎の経年及び入居状況調書等の提出について（回答） 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 宿舎損害賠償金軽減申請書の提出について 人事室福利厚生係 20200401 5 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 食堂 食堂運営等に関する契約の覚書（変更）の締結について（並木地区売店・自動販売機） 人事室福利厚生係 20200401 10 20300331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 食堂 給食施設状況報告書の提出について 人事室福利厚生係 20200401 10 20300331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 厚生 令和元年度ソフトバレーボール大会の表彰について 人事室福利厚生係 20200401 10 20300331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労働保険 労働保険、概算・確定保険料申告書の提出について 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(平成31年3月分） 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(平成31年4月分） 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 退職者向け年金制度説明会に係る講師の派遣について（依頼） 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和元年7月分） 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 講師の派遣について 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和元年8月分） 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和元年9月分） 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和元年10月分） 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について（令和元年11月分） 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和元年12月分） 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和２年１月分） 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和２年２月分） 人事室福利厚生係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 継続長期組合員資格取得届出書の提出について 人事室福利厚生係 20200401 30 20500331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労基署規程等届出　No.29　2019年度 給与労務係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 組合関係　No.11　2019年度 給与労務係 20200401 10 20300331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 過半数代表者関係　No.3　2019年度 給与労務係 20200401 3 20230331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者災害補償　No.4　2019年度 給与労務係 20200401 10 20300331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 所得税　No.3　2019年度 給与労務係 20200401 10 20300331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 調査関係　No.2　2019年度 給与労務係 20200401 10 20300331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 租税条約　No.1　2019年度 給与労務係 20200401 5 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄



総務部門 総務室 情報セキュリティ 国立研究開発法人物質・材料研究機構情報セキュリティ監査責任者の指名について 総務室/総務係 20200401 10 2030-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 研究者会議 平成31年度研究者会議議長、副議長の指名について（案） 総務部門/総務室 20200401 5 2025-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規定 定年制職員給与規程等の届出について 総務室/法規係 20200401 30 2050-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他 御即位当日における祝意奉表について（通知） 総務室/総務係 20200401 10 2030-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他 公用車６台分車両保険変更手続きについて（４月分） 総務室/総務係 20200401 5 2025-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 回答 「つくばものづくりオーケストラ技術展示会」開催に伴う施設の無償貸付について（回答）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20200401 3 2023-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 情報セキュリティ 最高情報セキュリティアドバイザーの委嘱について 総務室/総務係 20200401 10 2030-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 回答 G20 大阪サミット等開催に伴う協力について（要請） 総務室/総務係 20200401 5 2025-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 個人情報 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行状況調査について（回答）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20200401 10 2030-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 情報公開 独立行政法人等情報公開法の施行状況調査について（回答）
総務部門/総務室/千現地

区支援係
20200401 10 2030-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟
国立研究開発法人物質・材料研究機構を相手方とする仲裁判断執行決定申立事件の結果について

（報告）
総務室/法規係 20200401 30 2050-03-31 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 国立研究開発法人物質・材料研究機構を被上訴人とする上訴提起について（報告） 総務室/法規係 20200401 30 2050-03-31 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第六条の三第二項に基づく報

告について
総務室/法規係 20200401 30 2050-03-31 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 国立研究開発法人物質・材料研究機構を関係者とする訴訟の結果について（報告） 総務室/法規係 20200401 30 2050-03-31 紙 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について(茨城県政策企画部地域振興課) 総務室/総務係 20200401 5 2025-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 回答 「まつりつくば2019」開催に伴う駐車場の借用について（回答） 総務室/総務係 20200401 5 2025-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について(一般社団法人つくばｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構) 総務室/総務係 20200401 5 2025-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 貸付 「つくばものづくりオーケストラ技術展示会」開催に伴う施設の無償貸付について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20200401 3 2023-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 回答 平成30年度法人文書の管理の状況調査ついて（回答） 総務部門/総務室/文書係 20200401 10 2030-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他 全国戦没者追悼式の実施について 総務室/総務係 20200401 5 2025-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について(一般社団法人筑波会議支援機構) 総務室/総務係 20200401 5 2025-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 情報セキュリティ 国立研究開発法人物質・材料研究機構情報セキュリティ委員会委員の指名について 総務室/総務係 20200401 10 2030-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他 物質・材料研究機構並木地区への車両（バス）入構等について
総務部門/総務室/並木地

区支援係
20200401 3 2023-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他 障害者スポーツ大会警備に伴う駐車場の借用について 総務室/総務係 20200401 5 2025-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について(株式会社ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社) 総務室/総務係 20200401 5 2025-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について(茨城県営業戦略部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略ﾁｰﾑ) 総務室/総務係 20200401 5 2025-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 国立研究開発法人物質・材料研究機構文書取扱要領の一部改正について 総務室/法規係 20200401 30 2050-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 任期制職員給与規程の届出について 総務室/法規係 20200401 30 2050-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 回答 独立行政法人国立公文書館への移管を想定する法人文書ファイル等の有無について（回答） 総務部門/総務室/文書係 20200401 10 2030-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について(国立大学法人筑波大学) 総務室/総務係 20200401 5 2025-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他
2020年度年間契約「役員賠償責任保険」に係る告知事項申告書（独立行政法人向け）の提出につ

いて
総務部門/総務室 20200401 3 2023-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 定年制職員給与規程等の届出について 総務室/法規係 20200401 30 2050-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 規程 国立研究開発法人物質・材料研究機構文書取扱要領の一部改正について 総務室/法規係 20200401 30 2050-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について(明興双葉株式会社) 総務室/総務係 20200401 5 2025-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について(つくば市役所) 総務室/総務係 20200401 5 2025-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 定年制職員給与規程、定年制職員退職手当規程等の届出について 総務室/法規係 20200401 30 2050-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他 郵便計器更新に伴う請求書等の提出について 総務室/総務係 20200401 3 2023-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他 東日本大震災九周年追悼式の当日における弔意表明について（通知） 総務室/総務係 20200401 10 2030-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 国立研究開発法人物質・材料研究機構文書取扱要領の一部改正について 総務室/法規係 20200401 30 2050-03-31 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人信州大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 税務

消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について

(課税期間　平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(中間申告対象期間　平成31年1月1日から平成31年1月31日)

経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領証について（ＪＳＴ　大型鍛造シュミレータ） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（平成27年度分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（平成29年度分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（平成28年度分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第９条に係る償却資産の指定について（依頼） 経理室財務班 20200401 30 20500331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（学校法人芝浦工業大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲渡物品受領書について（学校法人早稲田大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人　新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成31年2月分） 経理室会計班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人横浜国立大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 総務省所管に属する物品の借受書について 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人信州大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品無償譲渡申請書の提出について（国立大学法人岩手大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 税務

消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について

(課税期間　平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(中間申告対象期間　平成31年2月1日から平成31年2月28日)

経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 動産贈与申請書の提出について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人筑波大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借受書について（文部科学省） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲渡通知書について（理化学研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲渡通知書について（理化学研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第９条に係る償却資産の指定について（回答） 経理室財務班 20200401 30 20500331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付許可書及び借受書について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人筑波大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人筑波大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認書及び物品借受書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（2019年4月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（平成30年度分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（慶應義塾大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人神戸大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人北海道大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人北海道大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（学校法人工学院大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 理事者確認書の提出について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 第18期事業年度 国立研究開発法人物質・材料研究機構 財務諸表等の監査について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（2019年5月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 独立監査人の監査報告書について 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 監事監査報告書について 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 2019年度運営費交付金　第2四半期分の請求について 経理室会計班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省所管に属する物品の処分について（報告書） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（学校法人工学院大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（慶應義塾大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の使用場所の変更について（文部科学省） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品譲渡承認申請書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受け入れ通知書について 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資産の譲渡等の対価以外の収入の使途の特定について（平成３０年度分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人北海道大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人北海道大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 設備の設置確認書の更新について（パナソニック株式会社） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人大阪大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人神戸大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（学校法人東京理科大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（学校法人東京理科大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 目的積立金承認申請書の提出について 経理室財務班 20200401 30 20500331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第18期事業年度 財務諸表等の提出について 経理室財務班 20200401 30 20500331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（学校法人東京理科大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 税務
課税期間分（平成30年4月1日～平成31年3月31日）の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出に

ついて
経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資産の譲渡等の対価以外の収入の使途の特定について（通知）（平成３０年度分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人埼玉大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（学校法人東京理科大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（学校法人東京理科大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認書及び物品借受書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲渡物品受領書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 税務 消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成31年3月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（2019年6月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（学校法人芝浦工業大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（学校法人東京理科大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人埼玉大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人筑波大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（公立大学法人兵庫県立大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の使用場所の変更について（文部科学省） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（2019年7月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人新潟大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（米子工業高等専門学校） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について 経理室財務班 20200401 30 20500331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省借用物品の返納について（国立大学法人東京大学へ移動） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人筑波大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（平成31年4月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産譲渡申請書の提出について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品売り払い請求書の提出について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 目的積立金承認申請書に関する金額の変更について 経理室財務班 20200401 30 20500331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（通知） 経理室財務班 20200401 30 20500331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人宮崎大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人筑波大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（公立大学法人首都大学東京） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 税務

消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について

(課税期間　平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(中間申告対象期間　平成31年4月1日から令和1年6月30日)

経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和元年5月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 平成30事業年度における利益の処理について（承認） 経理室財務班 20200401 30 20500331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第18期事業年度財務諸表等の承認について 経理室財務班 20200401 30 20500331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償譲渡契約書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受け入れ通知書について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和元年6月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人北海道大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 2019年度運営費交付金　第3四半期分の請求について 経理室会計班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（米子工業高等専門学校） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（住友電気工業株式会社） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人横浜国立大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（公立大学法人首都大学東京） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省所管に属する物品の処分について（報告書） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（2019年8月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（住友電気工業株式会社） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第18期事業年度財務諸表等の提出について（会計検査院宛て） 経理室財務班 20200401 30 20500331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人神戸大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 消費税率引き上げに伴うNIMSベンチャー企業との賃貸借契約の変更について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和元年7月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産譲渡申請書の提出について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第18期事業年度財務諸表に関する公告について 経理室財務班 20200401 30 20500331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省所管に属する物品の処分について（報告書） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 預り書の提出について（株式会社ワイエイシイデンコー） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲渡物品受領書について（国立大学法人岩手大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
資産譲渡申請書及び取得財産の処分に関する確認書の提出について（国立研究開発法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構（NEDO））
経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立大学法人北海道大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人富山大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引き渡しについて 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認書及び物品借受書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和元年8月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償譲渡契約書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品売り払い請求書の提出について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人京都大学複合原子力科学研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人理化学研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人富山大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人筑波大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（飯舘村役場） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（公立大学法人兵庫県立大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 不動産（建物等）使用願について（株式会社NECライベックス） 経理室財務班 20200401 5 20250331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人宮崎大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立大学法人京都大学複合原子力科学研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品売り払い請求書の提出について（不用貴金属） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省借用物品の返納について（産業技術総合研究所へ移動） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立研究開発法人理化学研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（飯舘村役場） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人筑波大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立研究開発法人理化学研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 税務 更生決定等をすべきと認められない旨の通知書について 経理室会計班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省所有物品の借受申請について（東京工業大学から移動） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（学校法人東京理科大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人　新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人長岡技術科学大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和元年9月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 土地使用承諾書の提出について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省所管に属する物品の処分について（報告書） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省所管に属する物品の処分について（報告書） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産貸付申請書の提出について（日本ペイントマリン株式会社） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書
日米租税条約に基づく源泉所得税の免税申請に係る書類の提出について（Avago technologies

International Sales Pte. Limited）
経理室会計班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産貸付申請書の提出について（公益財団法人ひょうご科学技術協会） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲与申請書の提出について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 監査計画時における理事者確認書の提出について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（学校法人東京理科大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 税務

消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について

(課税期間　平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(中間申告対象期間　令和1年7月1日から令和1年9月30日)

経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（2019年9月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（2019年10月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人名古屋大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受け入れ通知書について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 2019年度運営費交付金　第4四半期分の請求について 経理室会計班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和元年10月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 経済産業省所管に属する物品に係る保管場所変更届出書の提出について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人名古屋大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書及び寄附申込書の提出について（国立大学法人千葉大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償譲渡契約書及び受領書の発出について（産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品無償譲渡許可書について（秋田大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人長岡技術科学大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人神戸大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（公益財団法人ひょうご科学技術協会） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 2019年度不動産検査結果について（報告） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（2019年11月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人弘前大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて（通知） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借受書の提出について（文部科学省） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 令和元年度情報端末検査結果について（報告） 経理室財務班 20200401 5 20250331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について(公立大学法人兵庫県立大学) 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和元年11月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産譲渡申請書の提出について（産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人横浜国立大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（独立行政法人国立科学博物館） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 経済産業省所有物品の新規借受申請について(産業技術総合研究所から移動) 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人千葉大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 前受金等に関する調査への協力について（依頼） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償譲渡契約書について（産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（公立大学法人兵庫県立大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人信州大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品売り払い請求書の提出について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品売り払い請求書の提出について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 令和元年度物品定期検査結果について（報告） 経理室財務班 20200401 5 20250331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産譲渡申請書の提出について（産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 返還書の提出について（国立大学法人東北大学多元物質科学研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について（依頼） 経理室財務班 20200401 30 20500331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和元年12月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（早稲田大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（2019年12月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて（通知） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて（通知） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（日本ペイントマリン株式会社） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省借用物品の返納について（兵庫県立大学へ移動） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（関西学院大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借受書の提出について（経済産業省） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償譲渡契約書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の無償貸付申請書について（理化学研究所より移動） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 預り書の提出について（株式会社ワイエイシイデンコー） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人京都大学複合原子力科学研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲与申請書の提出について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 経済産業省所管に属する物品の令和元年度使用報告及び平成2年度使用計画について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 税務

消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について

(課税期間　平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(中間申告対象期間　令和1年10月1日から令和1年12月31日)

経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認書及び物品借受書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄



総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和2年1月分） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品贈与申請書の提出について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品無償譲渡承認申請書について（国立大学法人信州大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 日米租税条約に基づく源泉所得税の免税申請に係る書類の提出について（Lumileds LLC） 経理室会計班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 令和２年度運営費交付金　第１四半期分の請求について 経理室会計班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 規程・要領 対価発生業務にかかる積算及び配分要領の改正について 経理室財務班 20200401 30 20500331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付申請書の提出について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人北海道大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品返還申出書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 経済産業省所管に属する物品の令和元年度使用報告及び令和2年度使用計画について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲与申請書の提出について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 総務省所管に属する物品の借受申請書について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（関西学院大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人宮崎大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 2019年度高額消耗品調査について（報告） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 2019年度減損調査結果報告 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（東京工科大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人弘前大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 追加借受申請に伴う賃貸借（変更）契約書の締結について（ソフトフォトニクス合同会社） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人弘前大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 税務 e-Taxによる申告の特例に係る届出書の提出について 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人信州大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（学校法人芝浦工業大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人新潟大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 返還書の提出について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人大阪大学） 経理室財務班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（平成31年度） 経理室会計班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資金繰り表（平成31年度） 経理室会計班 20200401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 財務 銀行勘定帳（平成31年度） 経理室会計班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 源泉徴収支払リスト（平成31年度） 経理室会計班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（平成31年度） 経理室財務班 20200401 永久 - 電子 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 資産 貴金属台帳（平成31年度） 経理室財務班 20200401 永久 - 電子 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 財務 財務諸表（第18期事業年度） 経理室財務班 20200401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（第18期事業年度） 経理室財務班 20200401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（第18期事業年度） 経理室財務班 20200401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 経理室 財務 振替伝票(平成31年度) 経理室会計班 20200401 10 20300331 紙 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（平成31年度） 経理室会計班 20200401 永久 - 紙 経理室 経理室 -

総務部門 調達室 審査 契約件名「卓上ディスペンサ」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達室 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「FB30Hシリンダーシム 仕上げ加工品」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「顕微レーザーラマン分光装置」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第１係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 平成３０年度における環境配慮契約の締結の実績について 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書　法人カード利用手数料について 調達室 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「IrシードホルダーとIr棒」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第１９条第４項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（件名：並木地区極限特殊実験棟他電気設備更新工事設計積算業務）
調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡
「2019年度における国立研究開発法人物質・材料研究機構の障害者就労施設等からの物品等の調

達の推進を図るための方針」について
審査係 20200401 30 20500331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 平成３０年度における環境物品等の締結の実績について 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「負極ユニット成型装置」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達室 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 「同時スパッタ用超高真空チャンバー」に係る納期延長の申請について（承認） 調達室 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 平成30年度官公需契約実績等について（回答） 調達室 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「超電導マグネット付き無冷媒クライオスタット」に係る納期延長の申請について（再承

認）
調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 覚書 賃貸借契約書に関する覚書について（件名：材料数値シミュレータ） 調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「同時スパッタ用超高真空チャンバー」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達室 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第１９条第４項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（SPM用UHVヘリウムバスクライオスタット）
審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「超電導マグネット付き無冷媒クライオスタット」に係る納期遅延に伴う債権の発生につ

いて
調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「二酸化炭素等ガス可視化解析装置」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第１係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「強磁性体薄膜低圧成膜装置用冷却循環水装置更新」に係る納期延長の申請について（承

認）
調達第１係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する

法律に基づく平成30 年度調達実績の報告について（依頼）
審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 審査
契約件名「強磁性体薄膜低圧成膜装置用冷却循環水装置更新」に係る納期遅延に伴う債権の発生に

ついて
調達第１係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 覚書
株式会社トライアングルからアドバンテック株式会社への請負事業、派遣事業の事業譲渡に伴う契

約上の地位承継に関する覚書の締結について
調達第１係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「アプリケーション実行モジュールの設計」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「二酸化炭素等ガス可視化解析装置」に係る納期再延長の申請について（承認） 調達第１係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「測定・解析システム」に係る納期遅延の申請について(承認) 調達室 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「アプリケーション実行モジュールの設計」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 物品売り払い請求書について 審査係 20200401 10 20300331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
低入札価格調査（件名：並木地区極限技術特殊実験棟他電気設備更新工事）の結果について（通

知）
調達第３係 20200401 10 20300331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第１９条第４項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（件名：並木地区超高圧電子顕微鏡特殊実験棟他空調設備改修工事）
調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「マスフローコントローラー」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第２係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 契約審査委員会運営要領の改正について 審査係 20200401 30 20500331 電子 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「マスフローコントローラー」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第２係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書について（契約件名：縦型環状炉の売却） 審査係 20200401 10 20300331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「測定･解析システム」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達室 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書　法人カード利用手数料について 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 物品売り払い請求書について 調達室 20200401 10 20300331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 物品売り払い請求書について 調達第２係 20200401 10 20300331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「エレベーター修繕」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第１係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査

国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第１９条第４項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（件名：American Vacuum Society(AVS)オンラインジャーナルほか（内、

The National Academy of Sciencesオンラインジャーナル））

調達第２係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第１９条第４項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（第一原理計算ソフトウェア）
審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書について（契約件名：電解放出型電子線マイクロアナライザー装置の売払い） 調達室 20200401 10 20300331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「American Physical Society（APS）オンラインジャーナル」本体価格変更に伴う債権の

発生について
調達第２係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「浮遊炉用デジタル2色放射温度計」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第１係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書について（契約件名：不用貴金属の売却） 調達第２係 20200401 10 20300331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「強制振動式内耗測定装置用冷却加熱システム」に係る納期遅延の申請について（承認） 調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「浮遊炉用デジタル2色放射温度計」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第１係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「国立研究開発法人物質・材料研究機構公用車両の任意保険の加入」保険料返還に伴う債

権の発生について
調達第２係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名　平成30年度外国雑誌「News Week」休刊に伴う債権の発生について 調達第２係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 公共工事標準請負契約約款の改正に伴う公共工事履行保証証券等の運用について（通知） 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 派遣契約11月分請求に対する二重払いの返納について 調達室 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「二酸化炭素等ガス可視化解析装置」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第１係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（件名：模擬タービン翼の単結晶鋳造）
調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 審査 契約件名「エレベーター修繕」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第１係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡
「令和元年度における国立研究開発法人物質・材料研究機構の中小企業者に関する契約の方針」に

ついて
審査係 20200401 30 20500331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「強制振動式内耗測定装置用冷却加熱システム」に係る納期遅延に伴う債権の発生につい

て
調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「無冷媒超伝導マグネットシステム」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査（件名：ヘリウムガス中圧タンクの撤去）の結果について（通知） 調達第３係 20200401 10 20300331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 物品の売払い請求書について 調達第３係 20200401 10 20300331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 物品売り払い請求書について 調達第３係 20200401 10 20300331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 物品売払い請求書について 審査係 20200401 10 20300331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「シリンダーシム」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「マルチチャンバー蒸着・IBE装置」に係る納期遅延の申請について(承認) 調達室 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（件名：構内保安警備業務）
調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 令和２年３月から適用する公共工事設計労務単価について（送付） 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 任免 契約審査委員会委員の指名等について 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「国立研究開発法人物質・材料研究機構の現金動産総合保険」解約に伴う債権の発生につ

いて
調達第１係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
債権発生通知書について（件名：高温特殊実験棟110号室及び211号室　電気炉等の売却及び片付

け業務）
調達第３係 20200401 10 20300331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「シリンダーシム」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「スパッタ-MBE複合装置用Kセル」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第１係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査（件名：自動車運行管理業務）の結果について（通知） 調達第３係 20200401 10 20300331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
債権発生通知書について（契約件名：ビーム実験棟103号室　レーザー描画装置の売却及び片付け

業務）
調達第３係 20200401 10 20300331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 物品売払い請求について 審査係 20200401 10 20300331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「透過型電子顕微鏡制御ｼｽﾃﾑｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞおよびｶﾒﾗ保守作業」に係る納期延長の申請につ

いて（承認）
調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「模擬タービン翼単結晶鋳造」に係る納期遅延の申請について（承認） 調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構から借用中の土地の一部を東京電力パワーグリッド株式会

社に対する貸し付けに係る債権の発生について（2019年度分）
調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「スパッタ-MBE複合装置用Kセル」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第１係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「材料データプラットフォームの統合および総合試験」に係る納期遅延の申請について

（承認）
調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「模擬タービン翼の単結晶鋳造」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「材料データプラットフォームの統合および総合試験」に係る納期遅延に伴う債権の発生

について
調達第３係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-4-1 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-5-1 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-5-2 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-5-3 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-5-4 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-5-5 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-5-6 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-5-7 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-5-8 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-5-9 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-5-10 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-5-11 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-5-12 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-5-13 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-5-派遣1 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-5-派遣2 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-6-1 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-6-2 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-7-1 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-7-2 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-7-3 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-7-4 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-8-1 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-8-2 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-8-3 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-8-4 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-8-5 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-9-1 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-9-2 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-9-3 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-9-4 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-10-1 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-10-2 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-10-3 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-10-4 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-10-5 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-10-6 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-10-7 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-10-8 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-10-9 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-10-10 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-10-11 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-10-12 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-11-1 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-11-2 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-11-3 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-11-4 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-12-1 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-12-2 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-12-3 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-12-4 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　19’-12-5 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-1-1(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-1-2(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-1-3(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-1-4(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-1-5(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-1-6(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-1-7(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-1-8(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-1-9(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-2-1(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-2-2(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-2-3(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-2-4(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-2-5(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-2-6(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-2-7(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-3-1(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-3-2(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-3-3(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-3-4(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-3-5(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-3-6(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-3-7(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-3-8(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-3-9(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-3-10(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-3-11(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-3-12(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-1(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-2(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-3(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-4(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-5(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-6(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-7(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-8(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-9(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-10(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-11(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-12(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-13(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-14(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-15(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-16(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-17(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-18(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-19(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-20(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-21(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-22(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-23(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-24(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-25(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-26(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-27(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-28(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-29(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-30(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-31(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-32(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-33(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-34(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-35(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-36(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　20’-4-37(19') 審査係 20200401 5 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2019年度受託190101 総括 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2019年度受託190102 総括 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2019年度受託190103 総括 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2019年度受託190104 総括 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2019年度受託190105 総括 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2019年度受託190106 総括 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2019年度助成金190201 総括 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2019年度助成金190202 総括 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2019年度助成金190203 総括 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2019年度助成金190204 総括 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2019年度その他190401 総括 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2019年度JSPS特別190501 総括 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2019年度補助金190601 総括 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2019年度補助金190602 総括 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2019年度補助金190603 総括 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 科学研究費助成事業への応募について 総括 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄



総務部門 競争的資金室 補助金 2019年度補助事業等 補助金担当 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 2019年度受託事業等1 受託担当 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 2019年度受託事業等2 受託担当 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 2019年度受託事業等3 受託担当 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 2019年度受託事業等4 受託担当 20200401 5 20250331 紙 競争的資金室 競争的資金室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状及び委託解除声明書の発行について（742CN） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4586】知的財産権登録通知書の発行について(特願2015-051281号) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について（20180028） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について（20180220） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(知財No.20180273) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(知財No.20180263) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(知財No.20180262) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願及び知的財産権等出願通知書の提出について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 特許審決取消訴訟 中国特許審決取消訴訟の判決および上訴について(Shild社) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20180293) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20170173） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180285) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180229) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作物の認定について(19-PD-01) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20180265) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について(ケース受付番号：20180334及び20180276) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について(ケース受付番号：20180245) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(知財No.20180300) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書(放棄)の発行について(4件) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20150129） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 譲渡証書の発行に伴う委任状の発行について(PCT/JP2017/027051) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について（No.20180305） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180287) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 中国無効審判請求に関する委任状の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20180257） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（No.20170174） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20170173） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180241) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産報告書の発行について(741US0) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状
CASN中国特許(ZL200580005112.5)の無効審判に対する証拠品提出における各手続きにかかる委

任状発行について
知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180261) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について（19-KH-04) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（No.20180048） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190001) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180264) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作物の認定について(19-PD-01) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（No.20180270, 827TW） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について（20180047,771） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20180213) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190020) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190009) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190014) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（商標No.20180270,PoLyInfo） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 宣誓書 宣誓書の発行について（No.20150129） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20180101) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について（19-KH-03) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について（20180323） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 譲渡譲渡通知書の発行について(PCT/JP2017/027051) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190002) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について（20180144) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(19-KH-02：内田健一) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委員指名 知的財産権委員会委員の指名及び解除について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について（20180327WO） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について（19-KH-01) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 譲渡証書及び委任状の発行について（20180088） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外証明書について(知財No.20190011) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 寄託 継続寄託申請書の発行について（知財No.20180105） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20170183） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【616】知的財産権登録通知書の発行について(EP出願13848707.9) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20180052,779） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20180280） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180288) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190008) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20180294） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び委任状の提出について（No.20180275） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190046) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190021) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190015) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190032） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20180328TW） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（No.20180139） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190011) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190042) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190029） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190044） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190032） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190034) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【5049】知的財産権登録通知書の発行について(特願2018-501379) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願、新規性の喪失の例外証明書及び知的財産権出願通知書に

ついて（知財No.20190010）
知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び産業財産権通知書について（No.20190007） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び産業財産権通知書について（No.20180316） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書(放棄)の発行について(3531) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について（20180068,786） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4470】知的財産権登録通知書の発行について(特願2014-165769号) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（786） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願、新規性喪失の例外証明書について(知財No.20190050) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【5051】知的財産権登録通知書の発行について(特願2017-535314号) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190006） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190062） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【5035】知的財産権登録通知書の発行について(特願2017-520794号) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 宣誓書 宣誓書の発行について（No.20150129） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20160152】知的財産権登録通知書の発行について(特願2017-535266) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190040） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20180283） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20180303) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20180049） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20130146） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 中国無効審判請求に関する委任状の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 補償金 2018年度実施特許補償金の支払いについて 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び委任状の提出について（No.20190070） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20190055】知的財産権出願通知書の発行について(PCT/JP2019/032009) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4888】知的財産権登録通知書の発行について(特願2016-560204) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20180283） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4505】知的財産権設定登録等通知書の提出について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【704】知的財産権登録通知書の発行について(US15/576376) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190081) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作物の認定について(19-PD-02) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び新規性喪失の例外規程の適用について

（No.20190071）
知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書
【20190057、20190058】知的財産権出願通知書の発行について(PCT/JP2019/032164、

PCT/JP2019/032165)
知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（767） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について(331EP) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190022) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190068） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190016） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20180049） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190031) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180335) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 同意書の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190038) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190048WO, 20190048TW） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 通知書 【4568】知的財産権設定登録等通知書の提出について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20180247） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【747】知的財産権登録通知書の発行について(US15/699749) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 譲渡証書（Assingment）の発行について（696） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190049) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（710US0） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について（19-KH-06) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について（19-KH-05) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190075) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4545】知的財産権設定登録等通知書の提出について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190088) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 CASN中国特許(ZL200580005112.5)の無効審判に係る委任状の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190086） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20180323WO） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（No.20180276） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願、委任状、新規性喪失の例外規程の適用申請書及び知的財

産権出願通知書の提出について（No.20190023）
知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180310) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190069) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180315) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外規程の適用申請書の提出について（No.20190023） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状
CASN中国特許(ZL200580005112.5)の無効審判に対する証拠品提出における各手続きにかかる委

任状等の発行について
知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20160168】知的財産権登録通知書の発行について(特願2017‐557786) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190074） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190073） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（787） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4643】知的財産権設定登録等通知書の提出について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 持分移転に伴う委任状の発行について（4907） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【616】知的財産権登録通知書の発行について(US14/437622他１件) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（794） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権通知書の提出について（703EP） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 ローム株式会社への特許権持分移転に伴う文書の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権持分譲渡に伴う文書の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（No.20190109） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 権利移転に伴う委任状の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4537】知的財産権登録通知書の発行について(特願2014-264545) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4633】知的財産権登録通知書の発行について(特願2015-137298) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 ローム株式会社への特許権持分移転に伴う文書の発行について(外国特許権) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20190065】知的財産権出願通知書の発行について(PCT/JP2019/038709) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190103) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190079) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20180247) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190033) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 持分移転に伴う委任状及び持分証明書の発行について（3862） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作物の認定について(19-PD-03) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190076) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20180318他21件） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190098) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（798） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190078) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190018) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190017) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作物の認定について(19-PD-06) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作物の認定について(19-PD-05) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作物の認定について(19-PD-04) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190104) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190114) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（684EP0） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20180076（787）】知的財産権出願通知書の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20190119】知的財産権出願通知書の発行について(PCT/JP2019/042089) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（801） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（657EP0) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 譲渡証書（Assingment）の発行について（601EP1） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190080) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20170136) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190012) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190003) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190039) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20180333) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20180288) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190004) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20180261) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190105) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 商標出願 商標出願について(FAST.Energy) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190097) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20180311) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190050) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20180277) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（4937） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190093) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190047) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190094) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20140178JP101） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190063) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190096) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190095) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190043) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190013) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190082) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20190089) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20180317) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20180139（781）】知的財産権出願通知書の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 包括委任状の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190125) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190106

)
知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（673US/EP) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190133) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 補償金 2018年度分登録補償金の支払いについて 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（802） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20180087（784）】知的財産権出願通知書の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20180129（808）】知的財産権出願通知書の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190112) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び産業財産権通知書について（No.20190099） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び産業財産権通知書について（No.20190054） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（791） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190085） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4679】知的財産権設定登録等通知書の提出について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 包括委任状の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4656】知的財産権設定登録等通知書の提出について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（795） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び産業財産権通知書について（No.20190064） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190067) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190072) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4688】知的財産権設定登録等通知書の提出について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（792） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（792） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190083) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20180068（786）】知的財産権出願通知書の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190142) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20170132） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 包括委任状の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20180154） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190128) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（788） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（501US/501US分割) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（501EP) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（745） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（745） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190146) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（616US) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190135) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190129) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190149） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190113） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20180301） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190109） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190126） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190036) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190092） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190139) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20190118） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（782,783） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20180318他21件） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 【中国】名義変更に伴う譲渡証書の発行について(649CN1) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（20150111) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20190048） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20180201（801）】知的財産権出願通知書の発行について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20190127） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 研修
令和元年度知的財産権研修[初級]（第３回）における受講者の決定及び受講料の請求について（通

知）
知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 知的財産権移転ご同意申請書について（回答） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190130) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について（特許第6108349号/4318） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（4918） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190019） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190130) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【4632】知的財産権設定登録等通知書の提出について 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20170147） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190091） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190140） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び新規性喪失の例外規程の適用について

（No.20190150）
知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190169） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190126） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外規程の適用申請書の提出について（No.20180330） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190168） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190167） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190166） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190152) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190153) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 イタリア国への委任状発行について（539EP0） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190136） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190144） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190131） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20180330) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190137） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20190144） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190108) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 スイス国への委任状発行について（790EP0） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（804） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190102) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190035) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（820） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書(放棄)の発行について(4件) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の発行について（No.20190035） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（797） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について（20-KH-02) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について（20-KH-01) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190107) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20190181】知的財産権出願通知書の発行について(PCT/JP2020/005694) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190164) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190087) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190124) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（4687) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190176) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190173） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び新規性喪失の例外規程の適用について

（No.20190147）
知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190148) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190190) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190158) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の発行について（No.20190210） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20170101/20180059/20180151） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190179) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び新規性喪失の例外規程の適用について

（No.20190041）
知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190198) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権通知書の提出について（4778) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190189) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190193) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190175) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190185） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び産業財産権通知書について（No.20190170） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作物の認定について(20-PD-01) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について（特許第5565731号）(3700) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 代理人選任証の発行について（20190187） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190141） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作物の認定について(20-PD-02) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作物の認定について(20-PD-03) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 【日本・中国】名義変更に伴う譲渡証書の発行について(3786他) 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190197） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190211） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について（No.20190143） 知的財産室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 個人情報 個人情報ファイル関係 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（Strasbourg University）「Investigation on

photocatalytic reaction mechanisms by quantum molecular dynamics approach」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 国際連携 国際連携大学院協定の締結について（更新）（Institut Teknologi Bandung） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 国際連携 機関間連携協定の締結について（更新）（Institut Teknologi Bandung） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 橋渡し
「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」に係る「橋渡し研究機関」の有効期間の更新につ

いての確認通知
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（ワイエイシーデンコー）「ディスプレイ製造用加熱

装置に応用する波長選択型デバイスの量産化を可能とする大型エミッタ素子の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

平成３０年度共同研究実績報告書の提出について（未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合）

「未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発／実用化に適した高性能なクラスレート焼結体の

研究開発」

企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 特許実施許諾契約の締結について（ローム株式会社）「CASN蛍光体デバイス」 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Xicato, Inc.）「light emitting devices using CASN

phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約（資金受領型）の締結について（パナソニック株式会社）「EDLデバイス」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持誓約書の受領について（株式会社ネオテクノロジー）「リチウムイオン電池に関する特許

調査依頼についての協議」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約（無資金型）の締結について（大陽日酸）「電子顕微鏡の分析装置に応用するた

めの冷凍機の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Nanjing University, China) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究契約締結同意書の提出について（三菱日立パワーシステムズ株式会社／東北大学）「SIP

第２期統合型材料開発システムによるマテリアル革命／研究開発課題『高性能化のためのNi粉末鍛

造プロセスの開発』におけるプロセス開発」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約書３（資金受領型）の締結について（奥地建産株式会社）「太陽光発電システム

の基礎・架台の長寿命化のための腐食対策技術の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
Collaborative Research Agreement（資金受領型）の締結について（China Steel Corporation）

「Clarification of bake hardening mechanism in ultra-low carbon steel」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（Biodata Bank株式会社）「エレクトロクロミック材料（有機

／金属ハイブリッドポリマー）を用いたエレクトロクロミックデバイス」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

Collaboration Research Agreement（資金受領型）の締結について（Samsung R&D Institute

Japan Co., Ltd.）「Development of high perpendicular magnetic anisotropy thin films for STT-

MRAMs」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
オープンラボ技術提供・指導変更契約書の締結について（太陽誘電株式会社）「電子顕微鏡ステー

ションオープンラボプログラムによる電子顕微鏡に係わる技術提供・指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
オープンラボ技術提供・指導変更契約書の締結について（大日本印刷株式会社）「電子顕微鏡ス

テーションオープンラボプログラムによる電子顕微鏡に係わる技術提供・指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(産業技術総合研究所)「強磁場共用装置を用いた高磁場NMR

測定技術における高磁場用連続フロー型超偏極キセノン生成装置の開発に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 優先交渉権期間の対価について（デンカ株式会社）「アルミニウム回路基板の製造方法」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 優先交渉権期間の対価について（デンカ株式会社）「免疫刺激オリゴヌクレオチド複合体」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
優先交渉権期間の対価について（三菱ケミカル株式会社）「蛍光体及びこれを用いた蛍光体含有組

成物、並びにこれらを用いた発光装置、照明装置及び画像表示装置」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(福岡歯科大学)「水酸アパタイト／コラーゲン骨類似ナノ

複合体線維を用いた実用強度と分解性を持つ炭酸含有アパタイト骨ペーストの作製」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約の変更契約書の締結について（出光興産株式会社）「Zmeamによる電気化学イン

ピーダンスの計測結果の解析技術の技術指導」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Harvatek Corporation）「light emitting devices

using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究基本契約の変更契約書２の締結について（日立金属株式会社） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究変更契約書（資金受領型）の締結について（未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組

合）「NEDO未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発／実用化に適した高性能なクラスレー

ト焼結体の研究開発」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約書（資金受領型）の締結について（高効率モーター用磁性材料技術研究組合）

「NEDO次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発／共通基盤技術の開発」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
特許共同出願等契約書の締結について（名古屋大学／太陽鉱工株式会社／鈴鹿工業高等専門学校／

大分工業高等専門学校）「水素透過装置及び水素透過装置の製造方法」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（京都大学／青森県産業技術センター）「病害虫防除剤、病害虫の防

除方法、及び、キット」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書

知財合意書の締結について（デンカ株式会社／横浜国立大学／神奈川県立産業技術総合研究所）

「NEDOエネルギー・環境新技術先導プログラム／単粒子解析を活用したレーザー照明用蛍光体の

開発」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社エンビジョンAESCジャパン）「リチウ

ムイオン電池用電極材料の損傷機構解析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（ソニー株式会社）「３次元アトムプローブによる

先端デバイス/材料の不純物解析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（トヨタ紡織株式会社）「エレクトロクロミック材料（有機／金

属ハイブリッドポリマー）を用いた調光デバイス（青色）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
オープンラボ技術提供・指導契約書の締結について（住友金属鉱山株式会社）「電子顕微鏡ステー

ションオープンラボプログラムによる電子顕微鏡に係わる技術提供・指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 知財合意書
新構造材料技術研究組合（ISMA）における知的財産権取扱規程に関する合意書の提出について

（株式会社小松製作所）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
個別共同研究契約書（資金受領型）の締結について（日立金属株式会社）「自己治癒セラミックス

実用化研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(理化学研究所)「オーダーN法第一原理計算による大規模生

体分子系の構造安定性に対する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
個別共同研究契約書（資金受領型）の締結について（日立金属株式会社）「TMW合金実用化研

究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（日立金属株式会社）「3DPソリューション技術開

発－ワイヤー積層造形に関する研究－」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社日立パワーソリューションズ）「リチウム空気電池の製造

プロセスの基礎検討に関する共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(東京工業大学)「放電プラズマ焼結によるガラス焼結体の

作製」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(産業技術総合研究所)「超精密ナノギャップ電極の試作と評

価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Technische Universität Wien, Austria) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について(愛媛大学)「農業環境における結露リスクの評価」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Indian Association for the Cultivation of Science, India) の締結

について_谷口
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 MOU 部局間MOUの締結について（King Mongkut's University of Technology） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（ソニー株式会社）「３次元アトムプローブによる先端デ

バイス/材料の不純物解析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について(大阪府立大学)「緻密なSi-O-C(-H)セラミックスの作製」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(産業技術総合研究所)「分離単層カーボンナノチューブを用

いた化学センサー（2）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究基本契約の締結について(デンカ株式会社） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (National Taiwan University of Science and Technology,

Taiwan) の締結について
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（日本アルマス工業株式会社）「バインダーレス

cBN焼結体の高圧合成のための技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（アトーテック(株)_335/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（交和電気産業(株)_383/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（日立金属株式会社, 日立金属工具鋼株式会社）「鍛造シミュレー

ターのプレス上部機構の改造及びその治具に関する検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（富士電波工機(株)_445/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（Lumens Co.,Ltd/平成30年4月1日～平成30年9月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（(株)クラレ_423/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（(株)秩父富士_479/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（(株)E-Crystal_416/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（淡路マテリアル(株)_416/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（(株)サイアロン_403/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（(株)デュコル_396/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
Addendum and Amendment No.3 to Agreementの締結について（Material Phases Data System

(MPDS)）「LPF 2017 Database」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(京都工芸繊維大学)「アルミナナノ細孔構造をテンプレー

トとしたスーパーキャパシタの開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 研究設備等賃貸借契約書の締結について（日本電気株式会社） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（大阪精工(株)/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（デンカ(株)_316.399.412/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
出張作業等に関する安全衛生覚書の取り交わしについて（株式会社神戸製鋼所　川上信之氏、山田

敬子氏）
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 裁判
東京地方裁判所の和解調書の受領について（グレートセル・ソーラー・リミテッドからNIMSに対

する仲裁判断執行決定申立事件）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（Huawei Technologies Japan）「engage in a feasibility study of

research and development of a certain high performance microwave dielectric ceramic for use

in products for 5G applications of Huawei」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（日立金属株式会社）「高性能マグネシウム合金開

発の可能性検証」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社本田技術研究所）「Ni基粉末冶金合金の

微細組織解析による特性発現メカニズム解明」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について(国立台湾科技大学)「Large-scale DFT study of 1)

catalytic reactions on metal oxide nanoparticles, 2) adsorption of gaseous molecules on metal-

organic frameworks (MOFs) materials and 3) carbon-based electrochemical gas sensors and

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約書（一般型）の締結について(理化学研究所／信州大学)「DNAソフト界面の特性

を活かしたバイオマテリアルの創製」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約の有効期間延長に関する覚書の締結について（日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社）

「日鉄ケミカルが保有するメソポーラス炭素のリチウム－空気電池への適用に関する評価を行うに

あたり甲乙間で締結した2019年2月20日付秘密保持契約の期間延長の覚書」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（東京応化工業株式会社）「NIMSの二次電池向けに、東京応化工業

のセパレータの適用可能性検討の実施」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（大日本印刷）「DNPの開発した電池デバイスとNIMSの開発した外

装材との適性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（三菱ケミカル株式会社）「β-SiAlONの更なる性

能向上」及び「ハイパワー対応蛍光体の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（三菱ケミカル株式会社）「ICAP／単粒子診断法

を利用した新規蛍光体材料の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（(株)エイブイシー/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（大塚化学(株)/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（(株)シード/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 無償サンプルに関する同意書の提出について（大陽日酸株式会社）「CNT配向シート他」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所／理化学研究所）「微細トランジス

タの量子機能素子への応用検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（大日本塗料株式会社）「カテコールの産業応用に関する共同研究の

可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導

Amendment to TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENTの締結について（Cameca EIKOS

Consortium／Ametek）「to promote and disseminate the analytical techniques associated

with the EIKOS and 3DAP」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約書（資金受領型）の締結について(小松製作所)「建設機械用高強度部材損傷にお

ける検討とFSボルトの適用性」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(神奈川大学)「赤外レーザー分子線エピタキシー装置による

薄膜作成」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（(株)コメット_352/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (City University of New York, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 要領
国立研究開発法人物質・材料研究機構クラウドファンディングによる寄付金募集に関する実施要領

の制定について
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 国内連携 機関間連携協定の締結について（更新）（農業・食品産業技術総合研究機構） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（Rolls-Royce/平成30年8月24日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（JNC株式会社/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（三菱ケミカル株式会社）「特性制御GaNバルク単

結晶基板の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
実施報告書について(LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION_379/平成30年10月1日～平成31年3月

31日)
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（パナソニック）「機能材料の高度解析技術―固体イ

オン伝導解析技術に関する研究―」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 実施
株式会社ソディックエフ・ティへの特許実施許諾権の承継について（α、βサイアロン蛍光体を使

用したLED照明用LEDモジュール）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金
寄付金の受け入れについて（株式会社ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社_国際ナ

ノアーキテクトニクス研究拠点上席研究員小林尚俊）
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Foshan NationStar Optoelectronics Co.Ltd）「light

emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（(株)佐用精機製作所_384/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（(株)ソディックエフ･ティ_420/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の変更契約書の締結について（クニミネ工業株式会社）「追加する開示目的：自然由

来毒素吸着性能の発現機構究明に係る共同研究の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
設備保守点検業務委託契約書の締結について（ＮＥＣファシリティーズ株式会社）「ドライルーム

及び専用空調機室の空調設備の日常監視・巡視点検」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究（知の拠点あいち重点研究プロジェクト）終了に伴う物品返還の確認について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について((株)ミツバ_402/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について((株)村田製作所_340/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(産業技術総合研究所)「強磁場共用装置を用いた鉄系超伝導

体における磁場中超伝導特性の解明・開発に関する研究」
企業連携室 20200401 10 20300331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
Power of Attorney for Tax Matters（税務に係る委任状）の提出について（MTU Aero Engines

AG）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(富山大学)「高分子コーティングによる生物付着抑制表面の

開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（アース製薬株式会社）「ethyl

butylacetylaminopropionateの可溶化による忌避剤処方開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の変更契約締結について(東北大学)「導電性高分子を用いた熱電変換材料の

研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（住友金属鉱山）「光熱変換材料の開発と応用に関する共同研究の可

能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（ソフトフォトニクス合同会社_440/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（(株)小松精精機工作所_400/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（(株)MARUWA_439/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（東京化成工業(株)_404/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（住友重機械工業(株)_373/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（クアーズテック(株)_310/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（太陽誘電株式会社）「全固体リチウムイオン電

池・積層セラミックコンデンサに関する技術相談」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(理研計器(株)_427/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（昭和電線ケーブルシステム(株)_370/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（シチズン電子(株)_464/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（立山マシン(株)_342/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(林精器製造(株)_360/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について((株)神戸製鋼所_359/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（APT Electronics Co.,Ltd.）「light emitting devices

using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（(株)オキサイド_339/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
実施報告書について（Dominant Opto Technologies Sdn Bhd_494/平成30年10月1日～平成31年3

月31日)
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（(株)エヌ・ティー・エス_436/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(名古屋大学)「超低消費電力強誘電メモリのためのハイブ

リッド原子／分子積層膜の創製」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Transfer Agreementの締結について（University of Pennsylvania他／Addgene） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社IHI）「鍛造プロセス設計技術の高度

化」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の期間延長に関する覚書の締結について（株式会社村田製作所）「化

学的熱的粉砕技術」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領域）」における知的財産権

の取扱いに関する合意書の締結について（和歌山大学）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領域）」における知的財産権

の取扱いに関する合意書の締結について（福井大学）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領域）」における知的財産権

の取扱いに関する合意書の締結について（産業技術総合研究所）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領域）」における知的財産権

の取扱いに関する合意書の締結について（筑波大学）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領域）」における知的財産権

の取扱いに関する合意書の締結について（東北大学）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領域）」における知的財産権

の取扱いに関する合意書の締結について（早稲田大学）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（ユニマテック株式会社）「カテコール含有接着剤の合成に関する

技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(日立化成(株)_487/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（三菱ケミカル(株)_)/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
実施報告書について（(株)マテリアルイノベーションつくば_482)/平成29年11月1日～平成31年3

月31日)
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（日亜化学工業(株_421)/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（ヒロコン(株)/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 成果報告
外部連携成果報告の開示確認書の提出について（株式会社豊田中央研究所）「表面電位法による鋼

中の水素可視化」
企業連携室 20200401 10 20300331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 通知

「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三号）第三十四条

の六第一項第二号に掲げる者（資金供給等事業を行う者）に対する出資に関する認可基準」及び

「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三号）第三十四条

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施 技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（第一理化株式会社）「炭素シートの配向制御」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(Dalian University of Technology)「Basic research for

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（シーシーエス(株)_431(平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(日立金属(株)_357/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(宇部興産(株)_355/平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
実施報告書について（Advanced Optoelectronic Technology Inc_429(平成30年10月1日～平成31

年3月31日)
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(オリンパス(株)_486/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（シャープ(株)_350(平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（(株)タムラ製作所_434(平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（豊田合成(株)_478(平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(東京医科歯科大学 九州工業大学)「水酸アパタイト／コ

ラーゲン骨類似ナノ複合体自己硬化型骨ペーストの実用化に向けた開発研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（RISE Research Institutes of Sweden）「Evaluation of

High Entropy Alloys developed by additive manufacturing」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の変更契約書の締結について（日本製鉄株式会社）「甲の開発したチタン合金の鍛造

技術に関する乙の1500t鍛造シミュレータを利用した共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「第一原理計算によるSiC素子

構造の理論的解明」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「MIに基づいた新規構造材料

（Al合金)探索の可能性検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「先端電子顕微鏡法による全固

体２次電池の界面微細構造解析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（アルバック・ファイ(株)_485(平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
通知文書（Confirmation of Beta-SiAlON Device License）の発行について（Shenzhen Jufei

Optoelectronics Co., Ltd）
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（YLX Incorporated）「light emitting devices using

CASN phosphor」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Shenzhen Appotronics Corporation Ltd）「light

emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) の締結について

「Superconducting, Magnetic Materials」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社UACJ）「アルミ酸化膜の応用に関する共同研究の可能性

の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（ＴＤＫ株式会社）「スピン軌道トルクを用いた磁

気素子の磁化反転過程の評価・解析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約の締結について（天進技術株式会社）「エレクトロクロミック材料（有機／金属

ハイブリッドポリマー）を用いたエレクトロクロミックデバイス（青紫色）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究試験研究費の額の認定について（株式会社村田製作所）「化学的熱的粉砕技術」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（株式会社村田製作所）「コンビナトリアルスパッタでの

新高誘電率材料探索」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（星和電機(株)_426(平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
実施報告書について（Unity Opto Technology Co., Ltd._446、455(平成30年10月1日～平成31年3

月31日)
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(旭化成メディカル(株)_362/平成30年4月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（フジクラ(株)_432(平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（トヨタ自動車株式会社）「酸化亜鉛コーティングのエン

ジン適用に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(高エネルギー加速器研究機構)「磁気顕微鏡による超伝導

ニオブ系加速空洞の表面抵抗の起源の解明」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 施設提供に関する証明書の発行につきまして 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
ＭＳＳ標準計測モジュール　追加有償貸与に関する覚書締結について（国立研究開発法人農業・食

品産業技術総合研究機構  畜産研究部門）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約書の締結について（LG Japan Lab株式会社）「DOPA含有ポリマー及びタンニン

酸ベースのポリマー」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金 寄付金の受け入れについて（日本製鉄株式会社_構造材料研究拠点 解析・評価分野長　片山 英樹） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（旭化成株式会社）①「量産用MSS Chipの開発（Phase

２）」②「MSS受容体の開発（Phase2）」③「MSS受容体塗布技術の開発（Phase2）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（株式会社神戸製鋼所）「Cu-Zn基材によるNb3Sn短尺線

材の試作・評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（株式会社神戸製鋼所）「Cu-Zn基材によるNb3Sn短尺線

材の試作・評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（株式会社神戸製鋼所）「鉄鋼材料中の極微量元素の分

布・定量分析技術に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（株式会社神戸製鋼所）「粒界力学エフィシェンシーに基

づく材料設計」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約（資金受領型）の締結について（パナソニック）「次世代太陽電池」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施 技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（JX金属株式会社）「超高純度金属のRRR評価」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 連携センター 連携センターの設置に関する変更覚書の締結について（NIMS-日立金属次世代材料開発センター） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（ＴＤＫ株式会社）「スピネルバリア材料を用いた

強磁性トンネル接合の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約（資金受領型）の締結について（東芝）「薄膜超伝導線材の通電特性評価に係る

共同研究契約の期間延長」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（名古屋工業大学）「高圧ねじり加工によるホイスラー型

熱電材料の結晶粒微細化」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約締結について（自治医科大学、住友電気工業株式会社）「外科用接着剤の消化器

外科領域（膵臓、肝臓、胆のう）に対する適用の研究　変更契約（BMTC）」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（South Carolina Research Foundation）「New Polar Oxysufide for

Nonlinear Optical Applications」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（BASF INOAC ポリウレタン株式会社）「ウレタン材料への抗菌

性・抗酸化性付加に関する技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

Non-Disclosure Agreementの締結について(Imperial College of Science Technology and

Medicine)「mechanical behavior of auxetic structures and low expansion lattices for the

purpose of assessing the possibility of participating in a research collaboration between the

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（日本製鉄株式会社）「鉄腐食性硝酸塩還元細菌

による鉄腐食メカニズムの電気化学測定による解析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（古河電気工業株式会社）「銅ナノ材料による物質・

エネルギー変換機能創発」に係る共同研究の実施及び成果の取扱いに関する契約」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（デンカ）「HfCナノワイヤを使用した新規高性能

HfCナノワイヤ電子源の開発（１）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（ＤＩＣ株式会社）「FIB-SEMおよびTEMによる

先端ナノ材料の観察・解析技術の開発・高度化検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（クニミネ工業株式会社）「カフェイン吸着剤用途に適した機能性

粘土材料の製造技術に関する技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 覚書
覚書の締結について（情報・システム研究機構）「JSTイノベーションハブ構築支援事業『情報統

合型物質・材料開発イニシアティブ』の枠組みにおける材料データセットの貸出し」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（日本ファインセラミックス協会）「セラミック

試料の測定・解析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

Amendment #1 to the Research Agreement（共同研究 資金受領型）の締結について（Samsung

Semiconductor, Inc.）「Microstructure Characterization of Magnetic Tunnel Junction Stacks for

Magnetic Random Access Memory」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
ライセンスに係る証明書（Confirmation of S/CASN Device License）の発行について（Shenzhen

Suijing Optoelectronics Co., Ltd.）
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（東京工業大学）「黄色や橙色を呈する顔料とその製造法（仮称）２

件」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（株式会社デンソー）「材料の微視組織を制御する鍛造技

術開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（ソフトバンク株式会社）「リチウム空気二次電池の成層

圏プラットフォーム用電池への応用」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル ＭＳＳ標準計測モジュール　追加有償貸与に関する覚書の締結について（株式会社資生堂） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（上智大学／高エネルギー加速器研究機構）「MgB2超伝

導線材および撚線の劣化メカニズム評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（アドバンス理工株式会社）「NIMSの磁気熱電効果の測定方法に関

するノウハウの実施許諾可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究契約書（資金受領型）の締結について（筑波大学）「雪面環境に応じたストラクチャーの

最適な配置および構造の開発／ハイパフォーマンスセンターの基盤整備（スポーツ技術・開発事

業）」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社ジェイテクト）「NIMS電子顕微鏡を

用いた相手先試料の解析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社クラレ）「甲が乙の高分子データベース『PoLyinfo』を使

用し材料探索を実施する場合における当該データベース使用にかかわる契約の締結可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会

社）「超伝導線接続条件の最適化」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (University of Chinese Academy of Sciences, China) の締結につ

いて_谷口
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Transfer Agreement (Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, USA) の

締結について_谷口
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約変更契約書の締結について（神栄テクノロジー株式会社／産業技術総合研究所）

「分離単相カーボンナノチューブ（CNT）を用いた化学センサー」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（TOYONIA INDUSTRIAL LIGHTING (GUANGDONG)

Co.,LTD）「light emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約の延長に係る覚書の締結について（東京エレクトロン テクノロジーソリューション

ズ株式会社）「相手先の成膜装置を用いて作製するトンネル磁気抵抗効果(TMR)膜の物理構造解析

に関する研究連携の可能性の検討」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(兵庫県立大学)「Mg合金の疑似体液中での摩耗特性評

価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（スタンレー電気(株)_365(平成30年10月1日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（合同アキューゼ_489(平成29年11月22日～平成31年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金 寄付金の受け入れについて（クラウドファンディング_MANA 主任研究員 石井智） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
見積書の提出について（本田技術研究所）「Ni基粉末冶金合金の微細組織解析による特性発現メカ

ニズム解明」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社村田製作所）「誘電体材料の単結晶成

長、物性評価、デバイス製作の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持 秘密保持契約の締結について（株式会社資生堂）「水素生成光触媒の化粧品応用の可能性の検討」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社シード／株式会社魁半導体／リコーエレメックス株式会

社）「プラズマ放電を用いたコンタクトレンズの表面処理技術に係る技術的検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（デンカ）「HfCナノワイヤを使用した新規高性能

HfCナノワイヤ電子源の開発（２）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究における研究補助者の従事について(高エネルギー加速器研究機構)「磁気顕微鏡による超

伝導ニオブ系加速空洞の表面抵抗の起源の解明」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（東ソー株式会社）「大面積テンプレート基板用窒化

物スパッタ成膜技術開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約（資金受領型）の締結について（村田製作所）「コンビナトリアルスパッタでの

新高誘電率材料探索」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施 技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（日本特殊陶業株式会社）「Si負極薄膜の形成」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement の締結について（Stanford University）「FePt granular films」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約書の締結について（タキロンシーアイ株式会社）「歪み可視化シート用コロイド

結晶成膜」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社ＤＥＮＳＯ）「材料の微視組織を制御す

る鍛造技術開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（デンカ株式会社）「単粒子診断法を利用した新規蛍光体

材料の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（デンカ株式会社）「磁場を用いたBNフィラー配向制御

による高熱電導性シートの開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（デンカ株式会社）「新規高性能HfCナノワイヤ電子源の

開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（デンカ株式会社）「ハイブリッド熱電材料開発及びモ

ジュール化検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）に係る覚書の締結について（株式会社石﨑本店）「エレクトロクロ

ミック素子及びデバイスの自動車ミラー製品への実用化研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（株式会社材料設計技術研究所）「CVM 法を用いた計

算状態図予測による材料開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）変更契約書の締結について（株式会社IHI）「セラミックス基複合材

料（CMC）および耐環境コーティング（EBC）の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 ベンチャー NIMSベンチャー認定企業の登記事項変更について（株式会社マテリアルイノベーションつくば） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（黒崎播磨株式会社）「本格的低炭素社会に向けた

先進断熱材の材料開発・商品開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（AeroEdge株式会社）「ジェットエンジンタービン動翼に適当な製

造性が改善された新TiAl 合金、並びにTiAl 動翼の製造技術に関する共同研究もしくは実施許諾の

可能性の検討」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社村田製作所）「同位体元素・微量添加

元素分析によるセラミックスキャパシタ中の欠陥の推定」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（大日本印刷株式会社）「NIMSのMI手法材料解析技術を活用した、

高分子材料の耐久性能向上のための共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社）「生体模

倣材料の化成処理への適用検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of British Columbia, Canada) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 国際連携 国際連携大学院協定の締結について（更新）（University of Pardubice） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（ローム株式会社）「共有特許第４３３６８３４号とローム社のバナ

リストチップ製品との関連性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（三菱重工業株式会社）「水素ガス環境における引張と疲労特性評

価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（大同特殊鋼株式会社）「1500t鍛造シミュレータ

を用いた自由鍛造評価手法の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（一般型）の締結について（日本原子力研究開発機構）「セシウム吸着粘土鉱物の

熱処理に伴う挙動に関する基礎研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

つくば応用超電導コンステレーションズ（ＡＳＣＯＴ）共同研究契約書（一般型）の締結について

（産業技術総合研究所）「超電導を応用した革新的ビジネスモデルに関する調査研究Ⅳ〔ＡＣ

型〕」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）に係る期間延長に関する覚書の締結について（住友電気工業株式会

社）「高圧技術を用いた次世代硬質材料開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（富士電機株式会社）「電気化学インピーダンス

測定による塗装・樹脂の耐食性評価法の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（アダマンド並木精密宝石株式会社）「金属ガラスの耐食性の評価

および向上に関する技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（クニミネ工業株式会社）「NIMSの出願未公開特許を使用した研究

連携の可能性の検討／共同研究の可能性検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の締結について（大陽日酸）「半導体デバイス製造プロセス低温化、

および半導体デバイス高品質化のための反応解析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

SIP「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」に関する秘密保持規約に係る同意書の提出

について（神戸製鋼所／大阪大学／日立金属／岐阜大学）「A領域 研究課題2 プロセスデザイン 副

課題 鍛造性能MI」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（岩手大学）「A15型超伝導体の10Kでのバルク磁石応用

に関する基礎研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（青木あすなろ建設株式会社）「防汚性を付与した生物模倣補修剤の

開発に関する研究連携の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
Amendment No.8 to Collaboration Research Agreement の締結について（Western Digital

Technologies, Inc.）「High Hc FePt Media Project」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（住友電気工業株式会社）「ビスマス系線材の特性評価に

関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(神奈川大学)「光応答性界面の開発およびその応用展開に

関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 MOU 部局間MOUの締結について（University of Naples, Federico II　他3機関） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(公益財団法人ひょうご科学技術協会)「SPring-8におけるナ

ノ材料構造解析技術の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（住友電気工業、三洋化成工業）「医療機器向けに開発した２成分系

組織接着剤用ポリエチレングリコールに関する3者検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社サムスン日本研究所）「NIMSが保有する金属微粒子分散

インキ印刷技術の相手先開発技術への適用検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「水素脆化メカニズムの

解明-遅れ破壊評価法の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（Rolls-Royce, University of Sheffield）「Characterization of

experimental niobium silicide alloys in order to investigate the possibility of undertaking

collaborative research activities」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 MSS
嗅覚データ解析プラットフォーム （フェーズ３） サービス申込書の提出について（日本電気株式

会社）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(Ross&Catherall Ltd_346/平成30年1月1日～平成30年10月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社荒井製作所）「多元系ハイブリッド熱電

材料開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（LG Electronics）「Discussion on Recent Research Activities

for Phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（弘前大学）「ニオイ測定による農産物の品質の高精度定

量推定」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
特許実施許諾契約の変更契約書の締結について（大阪精工株式会社）「超微細組織鋼とその製造方

法、他」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（株式会社FLOSFIA）「結晶性積層構造体および半導体装置／結晶性

積層構造体の製造方法」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（日本ゼオン株式会社）「マテリアルズ・インフォマティクス手法活

用に関する連携の検討」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 特許実施許諾契約の締結について（京セラ株式会社）「CASN蛍光体デバイス」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（住友電気工業株式会社）「オパール薄膜による光デバイ

スパッケージのひずみ可視化の可能性検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 国際連携 国際連携大学院協定の締結について（新規）（Technische Universität Darmstadt） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Institute of Metal Research, CAS, China) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Sungkyunkwan University, South Korea) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（株式会社ピコサーム）「熱物性値測定装置及び熱物性値測定方法」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（神戸大学）「海流／潮流MHD発電機の大型化、液体水

素用液面計の実用化に向けた要素技術研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (National Central University, Taiwan) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（東京工業大学）「トポロジカル光回路」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持期間再延長契約書の締結について（日本ピストンリング株式会社）「金属多孔体の新用途

に関する共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「ナノシートを利用した

リチウムイオン電池の性能制御技術の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 国際連携 国際連携大学院協定の締結について（新規）（University of Tennessee） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
実施報告書について（EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD_388(2018年10月1日～2019年3月31

日)
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持変更契約の締結について（住友電気工業・新田ゼラチン）「医療機器向けに２成分系組織

接着剤として開発した疎水化タラゼラチンの応用分野に関する情報交換並びに製造、調達等 に関

する協議」

企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Anhui Coreach Technology Co., Ltd）「light

emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（三菱マテリアル）「マテリアルズ・インフォマティクス（ＭＩ）

手法の活用に関する技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（ＤＩＣ株式会社）「酸化スズを含有する塗膜材料を甲の製品へ適用

する可能性の検討及び共同でJSTのA-STEP事業へ申請する可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持変更契約の締結について（Microsoft）「Artificial Brain and Geometric Musical

Language for the purpose of evaluating feasibility of research collaboration and/or relevant

further business discussions」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（那須電機鉄工株式会社）「溶融亜鉛アルミ合金

めっきの耐食性メカニズム解明」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約書の締結について（天進技術株式会社）「エレクトロクロミック材料（有機／金

属ハイブリッドポリマー）青紫色」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（日本ゼオン）「日本ゼオン社のカーボン材料を適用したNIMSのペ

ロブスカイト太陽電池の開発の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社荒井製作所）「各種レーザーによるゴ

ム・樹脂材料の表面改質に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東北大学）「加工試験片を用いた高強度鋼板の水素脆化

特性評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（九州大学）「半導体ガスセンサ材料の基礎物性と高性能

化に向けた材料設計に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（大阪大学）「FSW を用いた高Mn 鋼の接合性に関する

研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

AMENDMENT TO THE AGREEMENT FOR THE CREATION OF ANINTERNATIONAL JOINT

RESEARCH UNITの締結について（Saint-Gobain CNRS NIMS International Collaboration

Center）

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（JFEスチール株式会社）「低速電子を使った電子顕微鏡

像形成の物理的要因の基礎研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（JFEスチール株式会社）「粒界力学エフィシェンシーに

基づく材料設計」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（大洋塩ビ株式会社）「PVC多孔体を用いた可燃性ガス

回収技術の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(山口大学)「イオン液体のナノ相分離構造を基盤とした新

規細胞足場材料の創成」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学／産業技術総合研究所）「フレキシブル全固体

二次電池の実現に向けた革新的IV族半導体負極の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（HOYA Technosurgical(株)_297(2018年4月1日～2019年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(Ross&Catherall Ltd_346/平成30年1月1日～平成30年12月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施 業務実施契約の締結について（三井化学株式会社）「Ziegler-Natta触媒の構造解析」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約書（資金受領型）の締結について（村田製作所・産業技術総合研究所）「封止デ

バイスの漏れ箇所の特定」に係る共同研究契約」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（神戸大学）「異なる積層欠陥エネルギーを有するFCC金

属のせん断変形応答に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（新田ゼラチン株式会社）「疎水化タラゼラチン粒子の合成方法及

び評価方法」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持誓約書に係る同意書の提出について（名古屋大学他）文部科学省委託事業「省エネルギー

社会の実現に資する次世代半導体研究開発」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 覚書の締結について（コーデンシ株式会社）「CASN蛍光体デバイス」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 特許実施料の配分通知について(三菱ケミカル株式会社) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（産業技術総合研究所／東北大学／株式会社トーキン）「総務省戦略

的情報通信研究開発推進事業／５Ｇ移動通信等の通信品質安定化に資する高SHF帯対応電磁干渉抑

制体の研究開発」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（岡山大学）「フレキシブル金属系超伝導線材の冷凍機冷

却（10K）による回転機システム応用に向けた基盤研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(国立大学法人東京農工大学)「超伝導磁気レンズの高度化と

応用」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 MOU 部局間MOUの締結について（National Chiao Tung University, Taiwan） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の変更契約書の締結について（理化学研究所）「機械学習を応用した材料

データのデータベース（DB）化手法、及びテキストデータマイニング（TDM）手法の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の変更契約書の締結について（理化学研究所）「材料科学分野における人

工知能技術とシミュレーションの融合に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金 寄付金の受け入れについて（公益社団法人総合工学振興財団_NIMSイブニングセミナー） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金
寄付金の受け入れについて（一般社団法人日本鉄鋼協会_構造材料研究拠点_構造材料試験プラット

フォーム長_澤田浩太）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金
寄付金の受け入れについて（一般社団法人日本鉄鋼協会_構造材料研究拠点_解析・評価分野長_片

山英樹）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金
寄付金の受け入れについて（一般社団法人日本鉄鋼協会_構造材料研究拠点_積層スマート材料グ

ループ_北嶋具教）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金
寄付金の受け入れについて（一般社団法人日本鉄鋼協会_構造材料研究拠点_高強度材料グループ_

渡邊育夢）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金
寄付金の受け入れについて（一般社団法人日本鉄鋼協会_構造材料研究拠点_耐熱材料設計グループ

_戸田佳明）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金
寄付金の受け入れについて（株式会社日立ハイテクノロジーズ_国際ナノアーキテクトニクス研究

拠点ナノ電子デバイス材料グループ_陳君）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（茨城大学／筑波大学）「太陽電池用シリサイド半導体の

バルク結晶を用いた欠陥評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の変更契約書の締結について（産業技術総合研究所／理化学研究所／東京

工業大学／名古屋大学）「シリコン量子ビットによる量子計算機向け大規模集積回路の実現」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究（一般型）の変更協定書の締結について（土木研究所）「コンクリート構造物の目視困難

な損傷・変状に対する先端技術を用いた状態把握の適用性と性能評価に関する共同研究協定書」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（同志社大学）「機能性を有する繊維強化型樹脂複合材料

の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（日本鋳鍛鋼株式会社）「蒸気タービンロータ用ボ

ロン添加高クロムフェライト系耐熱鋼材の実用化及び長時間信頼性評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（早稲田大学／産業技術総合研究所／ＴＤＫ株式会社）「量子アニー

リングを活用したスピントロニクス材料探索の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金
寄付金の受け入れについて（株式会社フジクラ_機能性材料研究拠点_光機能分野_光学単結晶グ

ループ_グループリーダー島村清史）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(東京農工大学)「ヘモゾインならびにヘモゾイン類似物質

の評価」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（東京医科歯科大学）「積層体の製造方法、及び積層体」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Marburg, Germany) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(産業技術総合研究所)「太陽光をエネルギー源とした光熱変

換膜による海水淡水化の研究」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（神奈川大学）「赤外レーザー分子線エピタキシー装置による薄膜作

成」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Transfer Agreementの締結について（The University of Queensland他／Addgene） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（富士通株式会社）「大規模マイクロマグネティックシ

ミュレーターによる磁石の磁化過程の研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreementの締結について（Bruker Nano Surfaces）「To explore possible

joint researches about high-temperature nano-indentation device」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（コーデンシ株式会社）「NIMSの蛍光体を用いたLED素子の試作と

特性評価の業務」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（東レ株式会社）「相手先のカーボンペーパーをNIMSのカーボン

ペーパーを使用した空気電池に適用する可能性」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（(株)ソフセラ_389(2018年4月1日～2019年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Transfer Agreement (CSIRO Land and Water, Australia) の締結について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約(一般型)の締結について(東京工業大学)「窒素添加LaB6薄膜の物性に関する研究」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（旭化成株式会社／京セラ株式会社）「MSS嗅覚センサー用パッケー

ジの共同研究の可能性検討」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
知的財産権の実施許諾に関する覚書の締結について（日油株式会社）「カテコール系ポリマーに関

する知的財産権」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(京都大学)「新材料・新構造で拓くプラズモニクス新展

開」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（東京ガス株式会社）「ロータリー生産ＰＥＭ水

電解システムに関する技術及びビジネスモデルの調査」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 特許実施許諾契約の締結について（シャープ株式会社）「CASN蛍光体デバイス」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（東海光学）「大面積テンプレート基板用窒化物スパッタ成膜技術開

発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology, South

Korea) の締結について_谷口
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（株式会社ケミカル工事）「コンクリート内部センサーを用いた測

定の指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（ＡＧＣ株式会社）「結晶化ガラスの結晶生成メカ

ニズムに係る共同研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
オープンラボ技術提供・指導変更契約書の締結について（株式会社住化分析センター）「電子顕微

鏡ステーションオープンラボプログラムによる電子顕微鏡に係わる技術提供・指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社ナカボーテック）「コンクリート内部セ

ンサーの電気防食技術への適用」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（広島大学）「オパール薄膜を用いたワイヤレスひずみ計

測技術の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（東北大学／高輝度光科学研究センター／大同特殊鋼株式会社）

「熱間加工磁石ならびにPLP磁石における磁化反転機構の評価・解析に関する技術データ」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（IHI／東北大学／株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ）「SIP

統合型材料開発システムによるマテリアル革命／研究課題C3及びA2間の連携」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（小野薬品工業株式会社）「開発化合物に関して、結晶形の選択・

制御・評価、製剤化戦略・手法等についての技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約書（資金受領型）の締結について（日立建機株式会社）「歯車の再生技術の開発」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約(一般型)の締結について(仙台高等専門学校)「磁気顕微鏡の研究開発」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究費の額の確定通知の発行について（弘前大学）平成３０年度「ニオイ測定による農産物の

熟度の高精度定量推定」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究個別契約書（資金受領型）の締結について（旭化成株式会社）「量産版MSS受容体の開発

（Phase3）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究個別契約書（資金受領型）の締結について（旭化成株式会社）「量産版MSS Chipの開発

（Phase3）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約書（無資金型）の締結について（日本医科大学／日本電気株式会社）「MSSを用

いたがんの診断の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金 寄付金の受け入れについて（The University of Jordan_機能性材料研究拠点_上席研究員_山本玲子) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
機密保持契約書の締結について（キヤノンマーケティングジャパン株式会社）「Sigray社製X線分

析装置の取扱いの可能性検討及び当該製品を用いたデモ」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Michigan, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京大学）「電子伝導性有機－無機構造体のエネルギー

変換過程の調査」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 通知 令和元年度文部科学省寄付フォーラムの開催について（周知） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「MIに基づいた新規構

造材料（AL合金）探索の可能性検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「多バンド型多成分超伝導体の分

数量子磁束の探索に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（東京工業大学）「急速凝固・冷却法についての

新鋳型の鑄湯実験に関する技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社日立製作所）「中温域のMgB2線材の通

電特性および磁化特性評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（Springer Japan KK_401(2018年1月1日～2018年12月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社日立製作所）「走査型電子顕微鏡画像

（ＳＥＭ）画像のマテリアルズインフォマティクス（ＭＩ）解析技術の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 CASN蛍光体の販売に関する通知文書の発行について（デンカ株式会社） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 CASN蛍光体の販売に関する通知文書の発行について（三菱ケミカル株式会社） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（京都大学）「アクリロニトリル系ポリマー末端ラジカル

の反応機構研究とその合成応用」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 Complementation of the Agreementの取り交わしについて（MTU Aero Engnes AG） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領域）」における知的財産権

の取扱いに関する合意書の締結について（富士電機株式会社）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領域）」における知的財産権

の取扱いに関する合意書の締結について（豊田合成株式会社）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」における知的財産権の取扱いに関する

合意書の締結について（名古屋大学）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書
「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」における知的財産権の取扱いに関する

合意書の締結について（名城大学）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

SIP「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」に関する秘密保持規約に係る同意書の提出

について（三菱日立パワーシステムズ／本田技術研究所／三菱重工航空エンジン／北海道大学／東

北大学）「高性能化のためのNi粉末鍛造プロセスの開発」Ｃ領域 研究課題２

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 S/CASN蛍光体特許権の中国無効審判請求に関する通知文書の発行について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社ＩＨＩ）「高Cr 耐熱鋼構造体のクリー

プ寿命に対する応力多軸度の影響評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 成果報告
共同研究成果報告書の提出について（古河電気工業株式会社）「銅ナノ材料による物質・エネル

ギー変換機能創発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (University of Illinois at Urbana-Champaigne, USA) の締結につ

いて
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約書の締結について（日本電子株式会社）「相手先の材料計測装置が出力する計測メタ

データ等の情報提供を受けてNIMSの材料データベース構築における語彙と用語の整備を促進す

る、他」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究費の額の確定通知の発行について（農業・食品産業技術総合研究機構）平成３０年度「生

体ガスの精密測定による農畜産業における高精度品質管理システムの開発と実証」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社ブリッジ・エンジニアリング）「斜張橋

ケーブルの非破壊検査方法に関する研究」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
特許共同出願等契約書の締結について（名古屋大学／太陽鉱工株式会社／鈴鹿工業高等専門学校／

大分工業高等専門学校）「水素分離装置」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約書（無資金型）の締結について（株式会社パスコ）「橋梁の重大変状の監視・測定」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 ベンチャー
NIMSベンチャー認定企業からの事業報告について（株式会社プリウェイズ）「第１期事業報告

書・第２期事業計画書」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 生物遺伝資源提供同意書の締結について（理化学研究所）「Derxia gummosa」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 事故調査 事故等調査の依頼の受入れについて（運輸安全委員会） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
見積書の提出について（三菱重工エンジニアリング株式会社）「暴露試験後の試験片における腐食

量の計測と考察」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 航空貨物安全宣言兼爆発物検査承諾書の発行について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（三菱マテリアル株式会社）「銅・銅合金の優れた

抗菌活性を有する塗料の開発と評価」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Everlight Electronics Co., Ltd.）「light emitting

devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 国際連携 機関間連携協定の締結について（新規）（Indian Institute of Technology Guwahati） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（出光興産株式会社）「コンビナトリアルスパッタ

法を用いた無機酸化物の特性制御に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（潤工社）「潤工社が提供するリチウム空気電池向けフッ素樹脂製

シート状加工品を評価するに際し相互に開示される秘密情報の取扱いについて」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約書の締結について（農業・食品産業技術総合研究機構／ファイテン株式会社）「植物

病原細菌に対する銅ナノ粒子等の殺菌作用の有効性に関する共同研究及び特許出願の可能性の検

討」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 国際連携 国際連携大学院協定の締結について（新規）（Northwestern University） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（東海大学）「Nb3Sn拡散反応現象に関する研究」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Maryland, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持変更契約の締結について（住友電機工業、アネスト岩田）「NIMSの開発した２成分系組

織接着剤に関し、住友電工・アネスト岩田が２成分系組織接着剤を噴霧混合するノズル機構の最適

化の可能性検討（再変更）」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「簡便な高分子半導体製造プロセスを実現す

る合成技術の開発と高分子薄膜デバイスへの応用」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
オープンラボ技術提供・指導変更契約書の締結について（日立化成株式会社）「電子顕微鏡ステー

ションオープンラボプログラムによる電子顕微鏡に係わる技術提供・指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の変更契約書の締結について（ＲＩＭＴＥＣ株式会社）「低温強磁場磁石用の新しい

含侵樹脂材の開発に関する共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（キリンホールディングス株式会社）「NIMSの保有する機能性粘

土材料技術を相手先の製造工程に応用するための共同研究他の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(日本大学)「強磁場共用装置を用いた固体NMR測定技術にお

ける固体酸の微細構造の解明・開発に関する研究」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Ningbo Shining Opto Electronics Co.,Ltd）「light

emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「治療抵抗性癌の治療効果向上を目指した放

射線・化学・温熱療法の特性を併せ持つスマート粒子の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社日立製作所）「金属界面反応向け分子動

力学計算のための反応系力場構築」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（アルバック）「共同研究のための予備検討としての株式会社アル

バックの作成するリチウム金属箔の評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「IRスペクトル解析自動

化」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 連携センター
SAIT-NIMS INNOVATION CENTER AGREEMENTの締結について（Samsung Electronics Co.

Ltd.）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 MSS MSSフォーラム会員　会員参加承認書の発行について（株式会社近畿分析センター） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(産業技術総合研究所)「機能性分子液体の創成ならびにス

トレッチャブル印刷デバイスの高性能化」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持 秘密保持契約変更契約書の締結について（株式会社サイオクス）「GaN基板の提供及び結晶評価」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（芝浦工業大学）「原子層堆積法を用いたGaNパワーデバ

イス絶縁膜の研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究内容の一部の名古屋大学への委託について（三菱ケミカル株式会社）「特性制御GaNバル

ク単結晶基板の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Letter for Use Prior to Transmission of Biological Materials to Investigators at Academic

Institutions の提出について（理化学研究所バイオリソース研究センター）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（京セラ株式会社）「微細構造観察法ならびに解析法に関する技術

指導」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（日本臓器製薬株式会社）「乙単独出願の特許を受ける権利の一部を

乙から甲に譲渡すること、及びそれらに付帯する事項に関する契約」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Lighten Corp. Ltd.）「light emitting devices using

CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 試料貸与契約 (理化学研究所) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of California Irvine, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究費の額の確定通知の発行について（愛媛大学）平成３０年度「農業環境における結露リス

クの評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（東京理科大学）「SrSi2基熱電変換素子の創製」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（新潟大学）「新規歯科インプラント材料の開発」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Cardiff University, UK) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究変更契約書（資金受領型）の締結について(LG Japan Lab)「高放熱Mg合金の研究開発」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 実施 通知文書の発行について（Foshan NationStar Optoelectronics Co., Ltd.） 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Shenzhen Guoyuan Ming Optoelectronics

Technology Co., Ltd.）「light emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（三菱重工エンジニアリング株式会社）「TMD

PJ向け化学プラント機器架台溶融亜鉛めっき耐食性評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(Cannon-Musegon Corporation_354/ 2018年4月1日～平成2019年3月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(㈱山本科学工具研究社_326/2018年10月21日～2019年4月20日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（日本製鉄株式会社）「電池材料の電極表面の電気

化学特性の解明」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（東京大学）「集合組織による金属組織の評価方法及びその評価方法

を用いる鉄鋼材料の製造方法」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(㈱新光化学工業所_351/平成31年1月1日～令和元年6月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（堀場製作所）「材料の微小領域における光学機能評価に関する技

術指導」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約書３の締結について（三菱ケミカル株式会社）「蛍光体及びこれを用いた蛍光体組成

物、並びにこれらを用いた発光装置、照明装置及び画像表示装置」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（株式会社KOKUSAI ELECTRIC）「Si系絶縁膜及び金属薄膜の電

気特性及び物理特性の測定方法並びにその測定結果の解析に関する技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（無資金型）の締結について（株式会社カンタム、法政大学）「ナノシリコンを用

いたペロブスカイト太陽電池の基礎研究」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Lumitechnology & loan）「light emitting devices

using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（産業技術総合研究所）「グラフェンスーパーキャパシタに関する

共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Mokpo National University, South Korea) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「磁性酸化物ヘテロ構造を基本構造とするス

ピントロニクス素子の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
Collaborative Research Agreement の締結について（Saint-Gobain KK）「High Entropy Alloys

for Glass Processing (AGP)」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
Amendment Agreement#2 の締結について（Saint-Gobain KK）「Adhesion and Anticorrosion

Polymer, Dopamine and Tannic Acid for Plastics (ADH-DTP)他」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について(アズビル株式会社)「熱型波長選択ふく射センサー

における高断熱化と高感度化」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（Samsung Electronics Co., Ltd.）「Exploration

for new ion conductors」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Indian Institute of Science, India) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「先端電子顕微鏡法を用

いた全固体電池の高感度・低ダメージ解析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「ナノシートコーティン

グ技術による高硬度膜の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「ナノシートの断熱膜、

可視～近赤外光カット膜への応用」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「ナノシートコーティン

グによる電磁波シールド膜、機能性SUSの開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（Life Technologies Corporation_379(2019年1月1日～2019年6月30日) 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（デンカ株式会社）「ゲル化膜、その製造方法、および、それを用い

た熱電発電素子」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 試料貸与契約 (東北大学) の締結について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
ガリウムナイトライド基板の提供に係る書簡変更への同意書の提出について（三菱ケミカル株式会

社）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料提供契約書の締結について（株式会社デンソー）「エレクトロクロミック材料（有機／金

属ハイブリッドポリマー）を用いたデバイス（青色）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (National University of Singapore, Singapore) の締結について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 ベンチャー
NIMSベンチャー認定企業からの事業報告について（株式会社サイアロン）「第７期事業報告書・

第８期事業計画書」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 共同研究
発注書の発行について（ＮＥＣファシリティーズ株式会社）「ＮＥＣ筑波研究所内　ドライルーム

除湿機性能検査」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（筑波大学）「Pt/C を凌ぐ酸素還元触媒」 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 特許実施許諾契約の締結について（株式会社S.E.I）「CASN蛍光体デバイス」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（日本ゼオン株式会社）「マテリアルズ・インフォマティクス（Ｍ

Ｉ）手法の活用に関する技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約書（資金受領型）の締結について（LG Electronics Incorporated）「Atomic

scale 3D microstructure analysis of metallic and ceramic materials」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（DIC株式会社）「FIB-SEMおよびTEMによる先端ナノ材

料の観察・解析技術の開発・高度化検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「界面熱抵抗メカニズム

の解明～界面分子層のマルチモーダル構造解析と熱輸送特性に関する研究～」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(産業技術総合研究所)「ナノニードルを用いた細胞内小胞の

選択的単離」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Transfer and Processing Agreement (Massachusetts Institute of Technology, USA) の

締結について_谷口
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 国際連携
国際連携大学院協定の締結について（更新）（Budapest University of Technology and

Economics）
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（WOOREE E&L）「light emitting devices using

CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（黒崎播磨株式会社）「本格的低炭素社会に向けた

先進断熱材の材料開発・商品開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (沖縄科学技術大学院大学) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（量子科学技術研究開発機構）「核融合原型炉に向けた高

強度超伝導素線の開発と特性評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持変更契約書の締結について（住友電気工業株式会社及び住電半導体材料株式会社）「相手

先が提供するｍ面自立窒化ガリウム基板を用いて、NIMSで窒化物系化合物半導体素子を試作し、

実用可能性データベースを作成する可能性の検討」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（株式会社ＭＴＧ）「ウェアラブルデバイスの配線に関する共同研

究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約変更契約書の締結について（株式会社ジャパンファインスチール）「運輸機器への適

用のためのマグネシウム線材評価及び共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（パナソニック株式会社）「機能材料の高度解析技

術―データ科学的手法によるデータ解析技術に関する研究―」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約変更契約書の締結について（関西ペイント）「NIMS保有コーティング剤技術の塗料

への応用展開の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
Reciprocal Non-Disclosure Agreementの締結について（CREE, INC.）「To allow the parties to

discuss intellectual property licensing」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社神戸製鋼所）「鉄鋼材料における粒界の

脆化因子の評価手法開発とその応用」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

産学公連携事業化促進研究契約書（無資金型）の締結について（神奈川県立産業技術総合研究所・

神奈川大学・株式会社ウォーターケム・ワオデザイン株式会社）「感光性SAMを用いたケージド細

胞培養基板の実用化とエレクトロニクス材料への展開」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(筑波大学・産業技術総合研究所)「低転位3C－SiC結晶の形

成に関する調査研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 試料貸与契約 (OATアグリオ株式会社) の締結について「モイスチャーセンサ」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（株式会社山本科学工具研究社_326(2019年3月27日～在庫分精算) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（株式会社マイクロフェーズ_296(2019年1月1日～2019年6月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究変更契約書（一般型）の締結について(National TsingHua University)「Research and

Develop advanced high temperature alloys and coatings through high entropy alloy design

approach」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

Collaborative Research Agreement（資金受領型）の締結について（LG Chem, Ltd.）

「Development of high performance Nd-Fe-B-based and SmFe12-based magnets from

chemically synthesized fine particles」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(筑波大学・産業技術総合研究所・高エネルギー加速器研究機

構)「分子ヘテロ界面の形成過程の解析と精密設計に向けた調査研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約書（無資金型）の締結について（豊島製作所）「バルク型全固体電池の開発」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究基本契約変更契約書の締結について(LG Electronics Inc.） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Forschungszentrum Jülich, Germany) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 知財合意書
超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト「知財合意書」にかかる覚書の締結について（産業技

術総合研究所他、全15者）
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Lextar Electronics Corp.）「light emitting devices

using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（日本製鉄株式会社）「架橋性物質含有雰囲気で

のVUV照射による構造材表面改質効果の明確化」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（ShenZhen ZDM Optoele Ctronics CO., LTD）

「light emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（住友精化株式会社、琉球大学）「皮膚創傷予防用及び／又は皮膚創

傷治療用構成体」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 特許 持分譲渡に関する覚書（同志社大学）「Ｍｇ基複合材とその製造方法および摺動部材」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
試料貸与契約 (LG Japan Lab株式会社) の締結について「sulfonated polyphenylsulfone polymer

膜」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（AeroEdge株式会社）「ジェットエンジン動翼用

新TiAl 合金ならびに製造技術の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

Letter of Appointmentの発行について（Centre National de la Recherche Scientifique

(CNRS)Dr. David Berthebaudへの

国際連携ユニット長の委嘱及び科研費申請資格の付与）

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約の改定覚書の締結について（日本化薬株式会社）「ポリロタキサンを分散したエポキ

シ接着剤の実用化可能性検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約書の締結について（National Taiwan University of Science and Technology）

「measurement of external quantum efficiency of sensitized solar cells (DSSCs) based on p-

typed semiconductor」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持に関する合意書の締結について（日本スポーツ振興センター／全日本スキー連盟／日本障

害者スキー連盟／筑波大学／

株式会社浜島精機）スポーツ庁委託事業「ハイパフォーマンスセンターの基盤整備」の実施

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社神戸製鋼所／ジャパン スーパーコンダ

クタ テクノロジー株式会社）「Cu-Zn基材による分散Sn法Nb3Sn線材の試作・評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
同意書の提出について（ＴＤＫ株式会社）「スピン軌道トルクを用いた磁気抵抗効果素子の磁化反

転過程の評価・解析に係る共同研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約書の締結について（産業技術総合研究所／ＴＤＫ株式会社）「NIMS-TDK間で進める

スピン軌道トルクに関する共同研究で得られた実験結果を基に、産総研によるSOT反転確率の理論

計算を行う」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（ニプロ）「噴霧型接着性創傷治療粒子に関する研究連携及び事業

化の可能性検討並びに情報交換」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（東京応化工業株式会社）「モイスチャーセンサの表面の親水性・撥

水性制御のための表面処理剤の効果検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「耐疲労性と振動減衰能

を兼備させた新しい制振オーステナイト鋼の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（東海光学株式会社）「ポリマーレンズへのSiO2ス

パッタコーティングの研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について(宇宙航空研究開発機構、九州大学、松浦機械製作

所、金属技研)「AM材の欠陥および表面粗度と疲労特性に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究契約書（資金受領型）の締結について（Zynergy Incorporation）「the state-of-the-art

intermediate temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFC) along the guide of multiscale

simulation on the basis of ultimate micro-analysis」

企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（村田製作所）「誘電体膜およびそれを用いたキャパシタならびに誘

電体膜の 製造方法」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 試料貸与契約 (インパック株式会社) の締結について「モイスチャーセンサ」 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 特許実施許諾契約の締結について（スタンレー電気株式会社）「CASN蛍光体デバイス」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社アドバンテスト研究所）「光音響イメー

ジング用波長変換光源の研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（トヨタ自動車株式会社）「最先端電子顕微鏡法に

よる自動車材料の化学状態解析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社神戸製鋼所）「低温超電導体の超電導技

術の開発」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 特許実施権の変更覚書の締結について（株式会社サイアロン）「許諾特許の追加」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
実績報告書の提出について（宇宙航空研究開発機構）共同研究「平成３０年度宇宙用材料データの

取得に関する研究（先進材料）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約書の締結について（株式会社ミクロ技術研究所）「第１世代のエレクトロクロ

ミック材料（有機／金属ハイブリッドポリマー）青色」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Wroclaw University of Science and Technology, Poland) の締結

について_谷口
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導変更契約書の締結について（日本臓器製薬）「原契約の定める本製品の開発と商用化に必

要な本技術情報の提供による技術指導」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 特許 特許権の譲渡契約書の締結について（ローム株式会社）「チップの使用方法及び検査チップ」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持変更契約書の締結について（エリオニクス）「甲の超高性能SEM装置に乙の開発した水素

観察機構を組み込むための装置開発に関する共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社UACJ）「アルミ酸化膜の電気特性他の

物性評価とその応用の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（住友金属鉱山）「甲の開発したＣＷＯナノ粒子の

解析」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 NIMS　WEEK NIMS WEEK 2019開催における文部科学省名義の使用許可申請について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（産業技術総合研究所）「ソフトアクチュエータ材料開発に関する共

同研究の可能性検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル

覚書の締結について（華為技術日本株式会社）「エレクトロクロミック材料（有機／金属ハイブ

リッドポリマー）を

用いたエレクトロクロミックデバイスに係る研究試料貸与契約」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
同意書の提出について（CNRS／フランスNational Committee）

「NIMS-CNRS-サンゴバン国際共同研究センター（LINK）の新しいDirector就任への同意」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 研究試料貸与契約書の締結について（筑波大学）「アルミナ焼結体」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社光波／株式会社タムラ製作所）「新しい

蛍光材料に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（Samsung Electronics Co., Ltd. (SAIT)）

「Chemical and electrochemical analysis on electrodes」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究契約書（無資金型）の締結について（大阪大学／株式会社四国総合研究所／福井工業大学

／荏原工業洗浄株式会社）

「JST戦略的創造研究推進事業（先端的低炭素化技術開発）／磁気分離法による発電所ボイラー給

企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
特許実施許諾契約の締結について（ZIGENライティングソリューション株式会社）「CASN蛍光体

デバイス」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（デンカ株式会社）「ＭＩ（マテリアルズ・イン

フォマティクス）を活用した蛍光体開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
通知文書の発行について（三菱ケミカル株式会社）「Mitsubishi Chemical (China)への再実施権

の許諾について」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Henan INSOAR Semi-conductor Lighting Technical

Co., Ltd）「light emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約書の締結について（住友ベークライト株式会社）「エレクトロクロミック材料

（有機／金属ハイブリッドポリマー）を用いたデバイス（青色）／車載・アイウエア用途」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社日立製作所）「MgB2超伝導磁石の磁場

安定度評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（パナソニック）「データ科学に基づく材料研究の

可能性検討」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について（京都大学）「被覆SiCナノ粒子を用いたSiCセラミックス及びその

製造方法」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
資金拠出型共同研究への変更契約書の締結について（弘前大学）「ニオイ測定による農産物の熟度

の高精度定量推定」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Pittsburgh, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約書の締結について（理研計器株式会社）「相手先の大気中光電子分光装置の測定デー

タ及び関連情報の提供を受けて、NIMSの材料データベース構築における語彙と用語の整備を促進

する」

企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Bridgelux, Inc.）「light emitting devices using

CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Boston University, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約書（資金拠出型）の締結について(愛媛大学)「農業環境における結露リスクの評

価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 MSS
嗅覚データ解析プラットフォーム （フェーズ３） サービス申込書の提出について（日本電気株式

会社）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(㈱フルヤ金属_253/2019年1月1日～6月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について(LG Electronics)「Hot deformed permanent

magnets without heavy rare-earth elements」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Shenzhen MTC Lighting Co., Ltd.）「light emitting

devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（センチュリーメディカル株式会社）「NIMSが医療用途に開発し

た噴霧型接着性創傷治療粒子に関する研究連携及び事業化の可能性検討並びに情報交換」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（一般型）の締結について(農業・食品産業技術総合機構)「施設園芸におけるモイ

スチャーセンサによる湿潤データの取得可能性の検証」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（住友精密工業株式会社）「誘電体バリア放電処理

表面の化学状態分析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金 報告書の提出について（助成金／米国Office of Naval Research Global） 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Lite-On Technology Corporation）「light emitting

devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（筑波大学）「層状ホウ化水素」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Bremen, Germany) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について(株式会社IHI)「セラミックス基複合材料(CMC)お

よび耐環境コーティング(EBC)の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（LG Japan Lab Incorporated）「Observation

of cell attachment and cell growth on graphene substrates」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 ベンチャー
NIMSベンチャー認定企業からの事業報告について（合同会社アキューゼ）「第１期事業報告書・

第２期事業計画書」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（大日本印刷株式会社）「樹脂材料を簡便に同定する手法に関する

技術指導及び新規機能性樹脂の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社日立製作所）「樹脂材料を簡便に同定す

る手法を用いた新規機能性樹脂の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の変更契約の締結について（新潟大学）「超高圧・強磁場下の超伝導材料

特性の評価と要素技術の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（オリンパス株式会社）「AMED研究費獲得への協力及び電気細菌

学を応用したバイオフィルム除去技術に関する共同研究の可能性検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究成果の提供及び開示に係る依頼状の発行について（長岡技術科学大学） 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Amendmentの締結について（Shenzhen Jufei Optoelectronics Co., LTD.）「light emitting

devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（Samsung Electronics Co., Ltd. (SAIT)）「high

dielectric mechanism」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Y.LIN ELECTRONICS CO., LTD）「light emitting

devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金
寄付、研究助成の受け入れについて（情報ストレージ研究推進機構_磁性・スピントロニクス材料

研究拠点_桜庭裕弥）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金
寄付、研究助成金の受け入れについて（情報ストレージ研究推進機構ASRC_磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点_葛西伸哉）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金 寄付金の受け入れについて（情報ストレージ研究推進機構ASRC_MANA_中山知信） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金 寄付金の受け入れについて（旭化成_MANA_陳 君） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金 寄付金の受け入れについて（IDEMA_磁性・スピントロニクス材料研究拠点_中谷友也） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金
寄付金の受け入れについて（IDEMA_磁性・スピントロニクス材料研究拠点_宝野和博_高橋有紀子

_セペリ アミン  ホセイン）
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Seoul Semiconductor Co., Ltd.）「light emitting

devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (National University of Singapore, Singapore) の締結について_

谷口
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（京セラ株式会社）「将来社会の設計および技術

的課題」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
Collaborative Research Agreement（一般型）の締結について（Harvard University）「Research

on gas phase phenomena in a microscopic environment」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（東ソー株式会社）「「大面積テンプレート基板用窒化物スパッタ成

膜技術開発」に係る共同研究契約の成果の共同出願」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 MOP

化学MOPの運用に関する覚書の締結について（三菱ケミカル株式会社／住友化学株式会社／三井

化学株式会社）「マテリアルズ・インフォマティクスを用いた高分子材料開発に関する基盤技術の

構築」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（住友金属鉱山）「Fe-Al-Si合金の単結晶育成検討のための情報開

示」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Jiangsu Wenrun Optoelectronics Co., Ltd）「light

emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Limited License and Permission to Use Trademark の締結について（Western Digital

Technologies, Inc.）「NIMSのGlobal Industrial Partnerとしての紹介」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Jiangsu Lohua New Material Co., Ltd）「light

emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Western Kentucky University, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（東京応化工業／大分デバイステクノロジー）「モイスチャーセンサ

の表面の親水性・撥水性制御のための表面処理剤の半導体加工プロセスへの適用検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Max-Born-Institute, Germany) の締結について_谷口cBN 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
業務実施契約の締結について（住友化学株式会社）「硫化物型全固体電池用正極活物質サンプルの

性能評価、および、その技術教育」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について（株式会社協成）「銅銀合金を用いた導電性部材、コンタクトピン

及び装置」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（株式会社日本製鋼所）「調質鋼の組織制御及び機械的性質発現機

構の解明に関する技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約書（資金拠出型）の締結について（農業・食品産業技術総合研究機構）「生体ガ

スの精密測定による農畜産業における高精度品質管理システムの開発と実証」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（株式会社クラレ）「NIMSの高分子データベース『PoLyInfo』を

利用した物性予測モデル開発・材料探索を目的とする共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（アドバンスコンポジット株式会社）「契約相手先の開発したグラ

ファイト基アルミニウム複合材の特性評価に関するNIMSによる技術指導等の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金 寄附金の移し替えについて（東京理科大学_機能性材料研究拠点_中西貴之） 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
特許共同出願等契約変更覚書の締結について（名古屋大学／太陽鉱工株式会社／鈴鹿工業高等専門

学校／大分工業高等専門学校）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（ＪＳＲ株式会社）「分子同士の架橋反応メカニズムに関する研究

連携の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（ソフトバンク株式会社／住友化学株式会社）「住友化学が開発し

たセパレータを用いたリチウム空気電池の評価検討」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（LIGITEK Electronics Co., Ltd）「light emitting

devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（出光興産株式会社）「Zmeamによる電気化学インピーダンス計

測結果の解析技術の技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（株式会社東レリサーチセンター）「透過電子顕微鏡による方位

マッピングデータ活用に関する技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
通知文書の発行について（デンカ株式会社）「赤色（CASN系）蛍光体発光デバイス実施許諾契約

発効後の御社顧客への対応について」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
通知文書の発行について（三菱ケミカル株式会社）「赤色（CASN系）蛍光体発光デバイス実施許

諾契約発効後の御社顧客への対応について」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約の変更契約書の締結について（株式会社IHI）「鍛造プロセス設計技術の高度化」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社山本電機製作所）「MgB2超伝導線材

にかかわる技術指導（継続）」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
特許実施許諾に係るオプション契約書の締結について（株式会社山本電機製作所）「液体水素用液

面センサ及び液体水素用液面計」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Pardue University, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreementの締結について（University of Ulsan, South Korea）「FePt

granular films」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（パナソニック株式会社インダストリアルソリュー

ションズ社）「巨大磁気抵抗薄膜材料の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持誓約書の提出について（株式会社ユポコーポレーション）「モイスチャーセンサーを用い

た合成紙の性能評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(東北大学)「金属組織制御を利用した新奇バルク型金属触媒

材料の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(大阪大学・量子科学技術研究機構)「低放射化構造材料のタ

ングステン被覆形成および強化法の評価」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Fujian Lightning Optoelectronic Co., Ltd.）「light

emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement （University of California SanDiego, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）変更契約書の締結について（日本ロレアル）「Feasibility study of

Shape memory polymer for anti-sagging effect」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（LG Innotek Co. Ltd.）「light emitting devices using

CASN phosphor」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 特許実施許諾契約の締結について（豊田合成株式会社）「CASN蛍光体デバイス」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Massachusetts Institute of Technology, USA) の締結について_

谷口
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（坂口技術商事）「PRISMにおいて取得したセンサデータを農業デー

タ連携基盤（WAGRI）にアップロードするソフトウェア開発に際し、技術上の秘密情報を保持す

るため」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約書の締結について（金沢工業大学他、全19者）「JST COIプログラム／革新材料

による次世代インフラシステムの構築～安全・安心で地球と共存できる数世紀社会の実現～」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（三菱製紙）「Fe-Al-Si系熱電材料を用いたフレキシブル素子化に

関する共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
特許実施許諾契約の締結について（株式会社フーマイスターエレクトロニクス）「CASN蛍光体デ

バイス」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 NIMS　WEEK NIMS WEEK 2019 Day3における講演依頼について 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 著作権
著作権譲渡契約書（北海道大学）「ソフトウェア Material / Catalyst Acquisition by Data

Science (MADS/CADS)」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Paragon Semiconductor Lighting Technology Co.,

Ltd.）「light emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（住友精化）「硫化水素を含有する材料の設計、作

製、改良及び医療用途での実用化推進」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（天進技術株式会社）「第2世代EC材料のスマート

フォン適用を目指したデバイス化研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 ベンチャー ＮＩＭＳベンチャー企業認定申請に対する審査結果について（通知） 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License AgreementのAmendmentの締結について（LUMENS CO., LTD.）「Beta-sialon

phosphor device」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Genesis Photonics Inc.）「light emitting devices

using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（Seoul Semicondutor Co., Ltd_397(2018年10月1日～2019年3月31) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究費見積書の発行について（パナソニック株式会社インダストリアルソリューションズ社）

「巨大磁気抵抗薄膜材料の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(早稲田大学)「真空紫外光（VUV）照射を利用した異種材

料の高信頼性大気圧接合技術の開発ならびに応用可能性実証」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Zhuhai Jinsheng Electronics Co., Ltd）「light

emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(山形大学)「強磁場共用装置を用いた金属錯体における局所

構造の解明・開発に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金拠出型）の締結について(静岡大学)「施設園芸における環境と植物体の状態

に関するマルチモーダル＆リアルタイムなモニタリングとリンケージ基盤の構築」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(千葉大学)「強磁場共用装置を用いた固体NMR測定技術にお

ける放射性廃棄物ガラスの構造の解明・開発に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Washington, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Nevada, Las Vegas, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金 寄付金の受け入れについて（クラウドファンディング_MANAグループリーダー 荏原充宏） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（日本製鉄株式会社）「結晶塑性有限要素法によ

る材料変形挙動解析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究（資金受領型）のProject Annual Sheetの締結について（Saint-Gobain KK／CNRS）

「Thermoelectric materials for industrial waste heat recovery」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所）

「光応答性液晶材料の開発」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（東京工業大学）「半導体材料および素子」 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について（大同特殊鋼株式会社／株式会社ダイドー電子）「希土類磁石およ

び希土類磁石の製造方法」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（ＤＩＣ株式会社）「タンニン酸をベースとした食

品用抗菌フィルムの開発」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Alder Optomechanical Corp.）「light emitting

devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（LatticePower(Jiangxi) Corporation）「light

emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（EXCELLENCE OPTO.INC）「light emitting devices

using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（大阪大学）「センサ・アクチュエータ研究開発プロジェクトに関す

る方向性および共同研究の可能性を検討するため」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 特許実施料の分配に係る覚書の締結について（株式会社山本科学工具研究社）「硬さ試験方法」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Oregon, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）変更契約書の締結について（日本ロレアル）「Feasibility study of

luminescent carbon UV filter」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Wisconsin, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(University of Warsaw)「Theoretical study of electron

correlation effects」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（凸版印刷株式会社）「タンニン酸の薬効の見える化に関する共同

研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（旭化成株式会社）「高分子データベースのデータ

構造化に関する研究」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（ALLIX Co., Ltd）「light emitting devices using

CASN phosphor」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Shenzhen TongYiFang Optoelectronic Technology

CO., LTD）「light emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Transfer Agreement (Cornell University, USA) の締結について 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（HONGLI ZHIHUI GROUP CO., LTD）「light

emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約書の締結について（ジカンテクノ株式会社／マスダ材料技術研究所）「炭素材料、銅

及びアルミニウムの複合材料による高導電性を有し、低密度かつ高強度な線材の製作に関する共同

研究の可能性の検討」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約書の締結について（日立化成株式会社）「エレクトロクロミック材料（有機／金

属ハイブリッドポリマー）を用いたエレクトロクロミックデバイス」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Prysm, Inc.）「light emitting devices using CASN

phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Northwestern University, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書
共同知財協定書に係る合意書の締結について（九州大学他、全13者）「JST未来社会創造事業／界

面マルチスケール４次元解析による革新的接着技術の構築」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（キオクシア株式会社）「高分解能EELS法の半導

体材料への展開」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書
共同知財協定の締結について（京都大学／東北大学／信州大学／トヨタ自動車）「JST未来社会創

造事業／超高エネルギー密度・高安全性全固体電池の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（東京大学）「MSSを用いたニオイの可視化に関する共同研究の検

討」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Lumileds LLC）「light emitting devices using

CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（岡山大学）「強磁場共用装置を用いた固体NMR測定技

術における電池材料中のリチウム・ナトリウムの状態の解明・開発に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約（一般型）の締結について（早稲田大学）「加速器用高温超電導コイルの特性評価」 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（LG Chem）「Production Method of Magnets Using SmFe12-

based Alloys」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書

知財及びデータの取り扱いについての合意書の締結について（茨城大学／株式会社ミツバ）

「NEDO先導研究プログラム／エネルギー・環境新技術先導研究プログラム／汎用普及に資する長

期安定小型熱電電池の開発」

企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（高知工科大学）「炭化水素変換触媒とその製造方法およびこの炭化

水素変換触媒を用いた炭化水素の製造方法」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（北陸先端科学技術大学院大学）「セルロースを用いた三

次元細胞培養システムの創出」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 国際連携 Participation Agreement (University of Waterloo, Canada) の締結について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（三菱ケミカル株式会社）「甲が提供するアモルファスシリカ粉末に

対し放射光Ｘ線を用いたPDF解析を行うため」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金
寄付金の受け入れについて（信越化学工業（株）_磁性・スピントロニクス材料研究拠点_宝野和

博）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（独立行政法人国立高等専門学校機構群馬工業高等専門学

校）「強磁場共用装置を用いた固体NMR測定技術におけるアルカリ金属吸蔵ゼオライトにおける

原子ダイナミクスと電子物性の解明・開発に関する研究」

企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（株式会社タムラ製作所）「波長変換部材」20190103 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 共同出願 共同出願契約書の締結について（株式会社タムラ製作所）「波長変換部材」20190079 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 NIMS　WEEK NIMS WEEK2019 ラボ公開　損害保険ならびに賠償責任保険申込 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（国立大学法人豊橋技術科学大学）「高エネルギー密度型

硫化物全固体電池の創製」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約締結同意書の提出について（代表機関NIMS、全57ユニット）「SIP／統合型材料開

発システムによるマテリアル革命／先端的構造材料・プロセスに対応した逆問題MI基盤の構築」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（日本電気株式会社）「電子冷却材料・システムの

研究開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の期間延長に関する覚書の締結について（株式会社ハーモニック・ド

ライブ・システムズ）「鍛造品のギガサイクル評価技術の確立」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（宇宙航空研究開発機構）「宇宙及び地上実験による材料

物性データのリポジトリにおけるオープン化に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 MOP
確認書の締結について（旭化成株式会社）「化学MOPの運用に関する覚書／特別試験研究費税額

控除制度の適用手続き」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約に係る覚書の締結について（東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式

会社）「相手先の製成膜装置を用いて作製するトンネル磁気抵抗効果(TMR)膜の物理構造解析に関

する研究連携の可能性の検討」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書

知財及びデータの取り扱いについての合意書の締結について（株式会社日立製作所／産業技術総合

研究所）「NEDO先導研究プログラム／エネルギー・環境新技術先導研究プログラム／IoT機器電

源向け熱電発電実装技術の研究開発」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
契約金額の確定に係る通知書（宇宙航空航空研究開発機構）「平成30年度　宇宙用材料データの取

得に関する研究（先端材料）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社日立製作所）「低融点ガラスの構造解析

に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（住友電気工業株式会社）「硬質セラッミクスコー

ティングの機械特性及び高温相安定性その場観察」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究において創出されたプログラム著作権の取扱いに係る覚書の締結について（パナソニック

株式会社）
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（東京工業大学、高知工科大学）「触媒材料およびその製造方法、並

びに合成ガスの製造方法」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（大阪大学）「電気化学測定システム、リアクタ、及びマイクロプ

レート」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 その他
業務委託先への秘密情報開示の承諾について（京セラ株式会社／旭化成株式会社）「MSS嗅覚セン

サー用パッケージ共同開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreementの締結について（Universite de Lorraine, France）「FePt

granular films」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社小松製作所）「高張力鋼HAZの組織および硬さに及ぼす溶

接熱履歴の影響のシミュレーションに関する共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 特許権等実施の変更契約書の締結について（日立金属株式会社）「ガスタービン用鍛造素材」 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Amendmentの締結について（LG Innotek Co., Ltd.）「LED devices using beta-SiAlON

phosphor」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Shenzhen Weilinseng Technology Co. Ltd.）「light

emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
研究成果展開事業 研究成果最適展開プログラム（A-STEP）NexTEP-Bタイプの事後評価結果につ

いて（科学技術振興機構／開発実施企業：株式会社キグチテクニクス）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (New York University, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（電気通信大学）「構造材料における微細組織画像データ

解析ソフトウェアの開発及びその応用」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（出光興産株式会社）「相手先が開発している電池材料の解析・評

価及び共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Amendmentの締結について（Hongli Zhihui GroupCo., Ltd.）「light emitting devices using

CASN phosphor」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願 特許共有契約書の締結について（東洋大学／茨城大学）「マリモカーボンおよびその製造方法」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
業務実施契約書の締結について（日産自動車株式会社）「鋼板（0.1mm厚）の水素透過に関する計

測、観察及び評価」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Amendmentの締結について（Lextar Electronics Corp.）「LED devices using beta-SiAlON

phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（株式会社ゴールドウイン）「NIMSのバブルコーティング材料を

撥水効果のあるアパレルに応用する事に関する共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導 技術指導契約書の締結について（株式会社ダイセル）「進化的アルゴリズムによる化学反応予測」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約の変更契約書２の締結について（富士通株式会社）「Materials Curation®のツール

である物性間関係性探索システムの検証用試作版開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の変更契約書の締結について（ＮＴＮ株式会社）「NIMSの異常ネルンスト効果を利

用した熱流センサーを相手先が軸受けに組込み熱流感知に利用できるかを検討する」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（大陽日酸株式会社）「相手先の開発するカーボンナノチューブの

リチウム空気二次電池への適応可能性の評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Seoul National University, Korea) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Turku, Finland) の締結について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（株式会社ジーマックス）「Fe-Si系熱電半導体の素子

化に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（日本医科大学）「ヘム含有ポリマーのワクチンアジュバ

ンドとしての効果の検証」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（京都大学）「強磁場共用装置を用いた固体NMR測定技

術における擬単結晶の精密なケミカルシフトの解明・開発に関する研究」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
特許共同出願契約書の締結について（ 高エネルギー加速器研究機構／株式会社フジクラ）「酸化

物超電導線材、超電導コイルおよび超電導コイルの製造方法」20190092
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究契約（無資金型）の締結について（ＩＨＩ／関西電力／九州電力／中国電力／電力中央研

究所／東京電力ホールディングス／東京パワーテクノロジー／

日鉄テクノロジー／三菱日立パワーシステムズ／三菱重工業）「高クロム鋼大型溶接継手のクリー

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書

知財合意書の締結について（表面化学分析技術国際標準化委員会）「経済産業省平成３１年度省エ

ネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費

（省エネルギー等国際標準開発（国際標準分野））（ケルビンプローブフォース顕微鏡（KPFM）

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（住友化学株式会社）「PES7600Pを用いた耐有機

溶媒と耐熱性能を向上した大面積多孔質膜の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約書の締結について（株式会社堀場製作所及び株式会社堀場アドバンスドテクノ）「ｐ

Ｈ測定用ガラス電極の性能等に関する

共同研究実施の可能性検討に必要となる”重要な仮説の検証のために実施するべき予備検討（ＰＯ

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書

知財及びデータの取り扱いについての合意書の締結について（株式会社マテリアルイノベーション

つくば）「NEDO新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた

技術研究開発事業（燃料電池・蓄電池）／　グラフェンスーパーキャパシタの工業生産技術開発」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（宇宙航空研究開発機構）「地球外物質の超精密分光分析

を目指したSTEM-TES-EDSの研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 国際連携 Participation Agreement (University of Waterloo, Canada) の締結について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Universidad de Cádiz, Spain) の締結について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約書の締結について（日本エアロフォージ株式会社）「1500トン鍛造シミュレータを

用いた、64チタン合金の薄肉部を含む

高精度成形技術に関する研究連携の可能性検討」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（株式会社エフズフィールド）「NIMSの企業向けHPの動的化更新

作業のため、相手先がNIMSのDMZサーバにリモートアクセスするため」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

Non-disclosure Agreementの締結について（PTT Exploration and Production Public Company

Limited）

「discussion regarding corrosion, erosion and crack resistance materials and pipes, etc」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(株式会社エイブイシー_433/2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(株式会社佐用精機製作所_384/2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(株式会社ソディックエフ・ティ_420/2019年4月1日～9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（OSRAM Opto Semiconductors_450(2018年10月1日～2019年9月30) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（Dominant Opto Technologies Sdn Bhd_494(2019年4月1日～2019年9月30) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（OSRAM GmbH_443(2018年10月1日～2019年9月30) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（Nano World AG_424(2018年10月1日～2019年9月30) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（豊田合成株式会社_478(2019年4月1日～2019年9月30) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（ソフトフォトニクス合同会社_440(2019年4月1日～2019年9月30) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（株式会社MARUWA_439(2019年4月1日～2019年9月30) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（株式会社クラレ_423(2019年4月1日～2019年9月30) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（日亜化学工業株式会社_421(2019年4月1日～2019年9月30) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（三菱ケミカル株式会社_405(2019年4月1日～2019年9月30) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（株式会社サイアロン_403(2019年4月1日～2019年9月30) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（株式会社ミツバ_402(2019年4月1日～2019年9月30) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（株式会社小松精機工作所_400(2019年4月1日～2019年9月30) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（株式会社オキサイド_339(2019年4月1日～2019年9月30) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 研究試料貸与契約 (慶應義塾大学) の締結について「ダイヤモンド単結晶」 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について（株式会社ＦＬＯＳＦＩＡ）「結晶膜および半導体装置／結晶膜の

製造方法」20190095、20190096
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約書の締結について（ニプロ株式会社）「医療用途に開発した疎水化タラゼラチンとポ

リエチレングリコール系架橋剤から構成される２成分系組織接着剤に関する研究連携及び事業化の

可能性検討並びに情報交換」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金 寄付金の受け入れについて（DIC株式会社_先端材料解析研究拠点_木本浩司） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究契約（無資金型）の締結について（産業技術総合研究所／東北大学／株式会社トーキン）

「総務省／戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）／5G移動通信等の通信品質安定化に資す

る高SHF帯対応電磁干渉抑制体の研究開発」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
ライセンスに係る証明書（Confirmation of S/CASN Device License）の発行について（Shenzhen

Jufei Optoelectronics Co., Ltd.）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 覚書の締結について（富士化学株式会社）「高機能コロイド結晶膜材料の開発に関する研究３」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約書の締結について（デンカ株式会社）「ICAPにおける、単粒子診断法を利用し

た新規蛍光体材料の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 研究試料貸与契約 (香蘭女子短期大学) の締結について「ナノ多層膜構造色シート」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社由紀精密／明興双葉株式会社）「新しい

柔軟性に優れた金属系超伝導線材の研究開発」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Dongbu LED）「light emitting devices using CASN

phosphor」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
特許実施許諾契約書の締結について（日立グローバルライフソリューションズ株式会社）「CASN

蛍光体デバイス」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Avago Technologies International Sales Pte.

Limited）「light emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（ハイアールアジアR&D株式会社）「エアロゲルに関する研究連携

の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation and Nondisclosure Agreement (Lawrence Berkely National Lab, USA) の締

結について_谷口
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（古河電気工業株式会社）「燃料電池用の電極触媒材料及び燃料電池

用の電極触媒層」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（パナソニック株式会社）「固体電解質の屈折率変化を用いた光制御

デバイス」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究契約（資金受領型）変更契約書の締結について（University of Wolongong / Kangwon

National University）「Development of smart conductor technology based on high-

temperature superconducting materials」

企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について（東北学院大学）「磁石、膜、積層体、モータ、発電機、及び、自

動車」20190054
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
見積書の発行について（中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社）「道路照明ポール

のアンカーボルト破損状況の評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（ヒカリ素材工業株式会社）「磁気冷凍技術による水素液化システ

ム用磁性粒子の滴下法による製造並びにアルミニウムコーティングの検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 研究試料貸与契約書の締結について（古河電気工業株式会社）「特殊断熱エアロゲル」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（シチズン電子株式会社_464(2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（シーシーエス株式会社_431(2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（デンカ株式会社_316､399､412(2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（シャープ福山レーザー株式会社_350(2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（株式会社タムラ製作所_434(2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（宇部興産株式会社_355(2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書

知財変更合意書の締結について（三菱電機株式会社、産業技術総合研究所他、全7者）「NEDO高

温超電導実用化促進技術開発／

高温超電導高安定磁場マグネットシステム技術開発」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社小松製作所）「高張力鋼HAZの組織およ

び硬さに及ぼす溶接熱履歴の影響のシミュレーション」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（大阪府立環境農林水産総合研究所）「膜型表面応力セン

サ（MSS）を用いた迅速香気成分分析技術の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（大阪大学）「ナノメカニカルセンサ測定におけるシグナ

ル解析モデルの開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（量子科学技術研究開発機構）「原子二体分布関数法によ

る機能性材料の先進的ナノ構造研究」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Xiamen Zhongxin Optoelectronics Technology Co.,

Ltd）「light emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Universite Paris Sud, France) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 研究試料追加貸与の受諾通知について（日本電子株式会社）「LaB6エミッター研究試料」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株

式会社）「道路照明ポールのアンカーボルト破損状況の評価」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施

Memorandum of Patent License Agreement for Limited One Year Period の締結について

（Dongguan Yingchuang Electronics Co. Ltd）

「light emitting devices using CASN phosphor」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Institute of Solid State Physics, Russia) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
実施報告書について（Advanced Optoelectronic Technology Inc_429(2019年4月1日～2019年9月

30日)
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（日立金属株式会社_357(2019年3月5日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（株式会社フジクラ_432(2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（Unity Opto Technology Co., Ltd_446.455(2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究試験研究費の額の認定について（株式会社村田製作所）「コンビナトリアルスパッタでの

新高誘電率材料探索」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金
寄付金の受け入れについて（株式会社日立ハイテクノロジーズ_国際ナノアーキテクトニクス研究

拠点ナノ電子デバイス材料グループ_陳君）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 その他
Inventions and Proprietary Information Agreementの提出について（Massachusetts Institute of

Technology）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Universidad de Politecnica de Madrid, Spain) の締結について_

谷口
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（クアーズテック株式会社_310(2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Zhuhai Hongke Optoelectronic Co., Ltd）「light

emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（大阪大学／日本電気株式会社）「グラフェン光素子の

検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約書の締結について（株式会社デンソー）「超微細繊維状結晶粒組織を有する

1800 MPa級フェールセーフ鋼貸与」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（株式会社KOKUSAI ELECTRIC）「Si系絶縁膜及び金属薄膜の電

気特性及び物理特性の測定方法並びにその測定結果の解析に関する技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（スタンレー電気株式会社_365(2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 NIMS　WEEK NIMS WEEK2019 ラボ公開(10.28開催）　障害保険変更届書・包括契約通知書 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）の変更契約書の締結について（一般財団法人電力中央研究所）「ガス

タービン用単結晶Ni基超合金の損傷劣化評価基盤技術の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社ＭＡＲＵＫＡ）「ＭＡＲＵＫＡ製BN ナ

ノレベルスラリーを用いた放熱用BN シート材の応用」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社山本科学工具研究社／株式会社ミツトヨ）「丙の新型硬さ

試験機の試作」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
ライセンスに係る証明書（Confirmation of S/CASN Device License）の発行について

（Dongguan Yingchuang Electronics Co., Ltd.）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 ベンチャー
NIMSベンチャー認定企業からの事業報告について（株式会社E-Crystal）「第５期事業報告書・第

６期事業計画書」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料提供契約書の締結について（凸版印刷株式会社）「エレクトロクロミック材料（有機／金

属ハイブリッドポリマー）を用いたエレクトロクロミックデバイス」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（Lextar_386(2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(Rolls Royce_333/2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(株式会社井上製作所_382/2018年10月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(立山マシン株式会社_342/2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(アトーテック株式会社_335/2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(ヒロコン株式会社_289/2019年4月1日～2019年4月20日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(富士電波工機株式会社_445/2019年4月1日～2019年6月25日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(株式会社シード_491/2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(株式会社秩父富士_479/2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について(株式会社村田製作所_340/2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施

Memorandum of Patent License Agreement for Limited One Year Period の締結について

（Shandong Prosperous Star Optoelectronics）

「light emitting devices using CASN phosphor」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
見積書の発行について（宇宙航空研究開発機構）業務実施「Alloy718鍛造材のギガサイクル疲労特

性取得」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 成果報告
共同研究成果報告書の提出について（古河電気工業株式会社）「銅ナノ材料による物質・エネル

ギー変換機能創発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東北大学）「強磁場共用装置を用いた有機伝導体におけ

る磁気特性及び輸送特性の解明・開発に関する研究」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（国立研究開発法人産業技術総合研究所）「アルケン検知ガスセン

サ、及び、それを用いたシステム」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル サンプル提供契約書の締結について（株式会社クレハ） 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Tecore Synchem, INC.）「light emitting devices

using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Hubei Sanxia Yifeng Optoelectronics Technology

Co., Ltd.）「light emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約 (関西大学) の締結について「歪み可視化シートコロイド結晶タイプ及びナノ多

層膜タイプ」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
期間延長の覚書の締結について（学校法人立命館）「安定性予測のための製剤の加速・過酷試験

（評価項目追加）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密情報に関する同意書の締結について（センチュリーメディカル株式会社）「NIMSが医療用途

に開発した噴霧型

接着性創傷治療粒子に関する研究連携及び事業化の可能性検討における粉末送達システムの技術検

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
業務実施契約の締結について（宇宙航空研究開発機構）「Alloy718鍛造材のギガサイクル疲労特性

取得」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Shenzhen Minghua Optoelectronics Co., Ltd）

「light emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について（株式会社デンソー）「鋼材の鍛造装置および鋼材の製造方法」

20180317
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究契約書（資金受領型）の締結について（東北大学）「中部電力公募事業／ステンレス鋼溶

接金属における

熱時効脆化の速度論評価と組織異方性の影響解明に基づく長期信頼性担保」

企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Amendment の締結について（Avago Technologies International Sales Pte., Limited）「light

emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約書の締結について（大分大学）「大分大学のプロセス製セルロースナノファイバー

（CNF）のNIMSが開発する

リチウム空気二次電池用正極材及び流路材としての適合性の検討」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Lyon 1, France) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
覚書の締結について（三菱ケミカル株式会社）「CASN蛍光体及びCASN蛍光体を使用した発光素

子に関する特許権に基づく特許実施許諾契約」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（株式会社メンテック）「ハリセンボンを模倣した超撥水材料の段

ボールへの応用に関する共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
協定書の解約に係る覚書の締結について「筑波大学、独立行政法人産業技術総合研究所及び独立行

政法人物質・材料研究機構の間における共同研究等の推進に係る協定書」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約書の締結について（日本パーカライジング株式会社）「モイスチャーセンサー

チップ（３種コーティング）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約書の締結について（大和化学工業株式会社）「NIMSが保有するエレクトロクロミッ

ク特性を有する

有機／金属ハイブリッドポリマーの試作及び研究又は事業化に関する連携可能性の検討」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル

契約解除の通知書の発行について（華為技術日本株式会社）「研究試料貸与契約／エレクトロクロ

ミック材料

（有機／金属ハイブリッドポリマー）を用いたエレクトロクロミックデバイス」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Germany) の締結

について_谷口
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル

研究試料貸与契約書の締結について（市光工業株式会社）「エレクトロクロミック材料（有機／金

属ハイブリッドポリマー）を用い、

正電圧の付加により黒となる防眩ミラー領域と負電圧の付加によりカラー表示がされる領域を有す

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
実施報告書について（LG Innotek Co., Ltd._409(2018年10月1日～2019年3月31日,2019月4月1日

～2019年9月30日))
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 NIMS　WEEK 東京国際フォーラムへの「請求先変更（分割）依頼書」提出について 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（LG Japan Lab株式会社）「マグネシウム合金時効処理材及びマグ

ネシウム合金時効処理材の製造方法（仮）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（シェフラージャパン株式会社）「NIMSの金属酸化物の表面加工

に関する軸受製品の高性能化の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約書の締結について（株式会社大和テクノシステムズ）「カーボン蛍光体２（乾燥

試料）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Southeast University, China) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施

Memorandum of Patent License Agreement for Limited One Year Period の締結について

（Vexica Group Limited）

「light emitting devices using CASN phosphor」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Sogang University, Korea) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Zhejiang University, China) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（株式会社フクイ）「ハリセンボンを模倣した超撥水材料の衣料へ

の応用に関する共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル サンプル提供同意書ついて（関西熱化学株式会社） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「ゲルマニウム系ナノワイヤを用

いたトンネル電界トランジスタに関する研究」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（Samsung Electronics Co., Ltd）「Proton terminated 2D oxide

nanosheet films/Layered perovskite material for high-temperature MLCCs」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（富士フイルム）「無機/有機アモルファス材料の放射光X線散乱測

定及びそのデータ解析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（パナソニック株式会社）「ＳｉＯ２中にＳｉ量子ドットが分散さ

れた粉末」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（DKSHジャパン株式会社）「示差熱分析解析を

行うための熱分析装置使用法に関する相談」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持誓約書の提出について（富士フィルム株式会社）「富士フィルムの蓄熱カプセルを蓄熱建

築材料に適用する可能性の検討」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 特許
知的財産権持分契約書の締結について（産業技術総合研究所／東京理科大学）「超伝導位相シフ

ター」20190135
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究（資金受領型）のProject Annual Sheetの締結について（Saint-Gobain KK/CNRS）

「Processing of Nano-microcomposites for Energy and Environmental Applications」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
業務実施契約書の締結について（株式会社IHI）「高温環境下におけるDIC計測を用いた変位・歪の

計測と計測精度の検証」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（日本製鉄株式会社）「ＭＩセンサーの動作確認と

そのアレー化に関する技術的な課題の抽出」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約書の締結について（トヨタ自動車株式会社）「酸化チタンナノシートを被覆した

活物質及びその対照試料」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約書の締結について（センチュリーメディカル株式会社／新田ゼラチン株式会社）

「NIMSが医療用途に

開発した噴霧型接着性創傷治療粒子に関する研究連携及び事業化の可能性検討並びに製造、品質管

企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（TCL Very Lighting Technology (Huizhou) Co.,Ltd.）

「light emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施

Memorandum of Patent License Agreement for Limited One Year Period の締結について

（Xiamen Hualian Electronics Co.,Ltd.）

「light emitting devices using CASN phosphor」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of South Florida, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (empa, Switzerland) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同特許出願契約書の締結について（農業・食品産業技術総合研究機構）「サイレージ発酵品質評

価方法」20190141
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
事前同意書の締結について（株式会社由紀精密／明興双葉株式会社）「共同研究における試作品の

東北大学への貸与」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（高エネルギー加速器研究機構）「SuperKEKB超伝導電

磁石用Nb3Al材料超細線ストランドケーブルの開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（株式会社 白）「ハリセンボンを模倣した超撥水材料のアート家

具への応用に関する共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(福井大学)「非破壊検査のためのテラヘルツ磁気光学イ

メージング」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
業務実施契約書の締結について（昭和電工株式会社）「ベルト型高圧装置による6GPa領域での超

硬質材料の合成」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金 寄附金の移し換えについて（東京大学＿機能性材料研究拠点_吉冨  徹） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 支払遅延に係る警告文書の発行について（Unity Opto Technology Co., Ltd.） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
Amendment Agreement No3（共同研究資金受領型）の締結について（Saint-Gobain CREE）

「Synthesis and characterization of Ternary Eutectic materials」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
Collaborative Research Agreement（資金受領型）の締結について（Saint-Gobain KK）

「Adhesive Polymer Coatings for Flat Glass Substrate (ADG)」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreementの締結について（Institut Jean Lamour, CNRS-Universite de

Lorraine）「FePt granular filmes」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
変更契約書（共同研究一般型）の締結について（理化学研究所）「酸化物を用いたエレクトロニク

スデバイスの研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密情報に関する同意書の締結について（センチュリーメディカル株式会社／新田ゼラチン株式会

社）

「NIMSが医療用途に開発した噴霧型接着性創傷治療粒子に関する研究連携及び事業化の可能性検

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 ベンチャー NIMSベンチャー企業の事業に関する変更届について（株式会社プリウェイズ） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 独占的実施権の放棄に係るAcceptance letterの発行について（Rolls-Royce plc） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（メルフロンティア株式会社）「生分解性金属の

生物学的安全性試験プロトコルの検討並びに妥当性に関する技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
業務実施契約書変更に関する覚書の締結について（住友化学株式会社）「硫化物型全固体電池用正

極活物質サンプルの性能評価、および、その技術教育」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（カンタム14、法政大学）「ナノシリコンを用いたペロブスカイト太

陽電池の基礎研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（資金受領型）変更契約書の締結について（日本ロレアル）「Development of anti-

frizz hair coating using humidity responsive shame memory polymer」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施

特許実施許諾契約書の締結について（株式会社ＦＬＯＳＦＩＡ）「ハライド気相成長（ＨＶＰＥ）

法以外の方法により製造された

『α－Ｇａ２Ｏ３単結晶を用いた半導体材料』及び『半導体素子』」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京農工大学）「モノリス型マクロ多孔体を利用した細

胞培地開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（ケイミュー株式会社）「相手先の基材へのNIMS撥水処理技術の

適用に関する共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（ＪＸ金属株式会社）「非鉄金属固体試料の直接分

析による効率化に関する共同研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
Amendment Agreement（共同研究資金受領型）の締結について（Saint-Gobain Ceramics and

Plastics）「Advanced Characterization of Glass Refractories (ACR)」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（日立建機）「歯車の再利用可否判定方法および歯車の再利用可否判

定システム」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
期間延長に関する覚書の締結について（トヨタ紡織株式会社）「エレクトロクロミック材料（有機

／金属ハイブリッドポリマー）を用いた調光デバイス（青色）」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について（株式会社東北マグネットインスティテュート）「ナノ結晶軟磁性

合金」20190140
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の変更契約書の締結について（三菱ケミカル）「甲が提供するアモルファスシリカ粉

末に対し放射光Ｘ線を用いたPDF解析を行うため」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（東京大学／東京理科大学）「蓄熱カプセルを利用した蓄熱建築材料

開発に関する研究連携の可能性の検討」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願 共同出願協定の締結について（理化学研究所）「エアロゲル及びその製造方法」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
Collaborative Research Agreement（資金受領型）の締結について（Saint-Gobain Ceramics and

Plastics）「High Temperature Direct Digital Image Correlation for Refractory (HT-DIC)」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany)

の締結について_谷口
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 共同出願

共同出願契約の締結について（日本ロレアル）「COMPOSITE COMPRISING POLYVINYL

ALCOHOL AND HYDROPHILIC AND WATER-DISPERSIBLE FILLER」「COMPOSITE

COMPRISING POLYVINYL ALCOHOL AND WATER-SOLUBLE THICKENER」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究契約（無資金型）の締結について（東レ株式会社／東北大学／兵庫県立大学／京都大学／

金沢工業大学）

SIP「統合型材料開発システムによるマテリアル革命／多機能CFRPの開発による高付加価値化」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（三菱ふそうトラック・バス株式会社）「NIMSが開発したモイス

チャーセンサに関する用途検討及び研究連携の可能性検討」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Foshan Shunde SMC Multi-Media Products Co.

Ltd）「light emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（株式会社ミツバ）「熱電変換素子とその製造方法、および熱電変換

デバイス」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導変更契約書の締結について（大日本印刷株式会社）「樹脂材料を簡便に同定する手法に関

する技術指導及び新規機能性樹脂の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
変更契約書２（秘密保持契約）の締結について（ＲＩＭＴＥＣ株式会社）「低温強磁場磁石用の新

しい含侵樹脂材の開発に関する共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Amendment（特許実施許諾契約）の締結について（Everlight Electronics Co., Ltd.）「β-sialon

phosphor device」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

Amendment to Joint Development Agreementの締結について（HGST Japan, Ltd.）「Research

on the specifications of the recording head and the media

in Microwave Assisted Magnetic Recording (“MAMR”)」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「高効率太陽光発電実現に向けた

新規材料開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Guangdong Technion - Israel Institute of Technology, China) の

締結について_谷口
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書
知財合意書の締結について（日本原子力研究開発機構他、全10者）「資源エネルギー庁／高速炉の

国際協力等に関する技術開発プロジェクト」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 橋渡し 「橋渡し研究機関」の取組み状況及び有効期間の更新希望について（NEDO） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持 秘密保持誓約書の提出について（JSR株式会社）「液晶配向剤のサンプル提供」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（ＡＧＣ株式会社）「ポリウレタン系接着剤を用い

た接着継ぎ手の疲労特性評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

Non-disclosure Agreementの締結について（SEOUL SEMICONDUCTOR CO. Ltd.／Mitsubishi

Chemical Corporation）

「to hold discussions on the possibility of assertion of rights under a certain patent in

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Politecnico di Milano, Italy) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 特許実施権許諾契約の締結について（東京化成工業株式会社）「クロミック材料」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金 寄付金の受け入れについて（日本製鉄株式会社_構造材料研究拠点_大村  孝仁） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施 技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（日本特殊陶業株式会社）「Si負極薄膜の形成」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Indian Institute of Science, India) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（株式会社神戸工業試験場、株式会社ジェイテクト）「CMC材の

加工・研磨における課題、標準試験片条件の提示および装置開発・改良に関する情報交換」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 通常実施許諾契約の締結について（株式会社プリウェイズ）「金属配線を形成する方法」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
「S/CASN用途特許の実施許諾契約締結」に際しての通知文書の発行について（日立グローバルラ

イフソリューションズ株式会社）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持 秘密保持契約書の締結について（堀場製作所）「分析用中赤外光デバイスに関する情報交換」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社本田技術研究所）「超音波疲労試験によ

る介在物寸法の評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（日本電子株式会社／デンカ株式会社）「電子顕微鏡用ナノワイ

ヤーエミッターに関する共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 見積書の提出について（本田技術研究所）「超音波疲労試験による介在物寸法の評価」 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（LUMITECH Lighting Solution GmbH）「light

emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 特許実施権許諾契約の締結について（株式会社ナード研究所）「クロミック材料」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (University of California, Santa Barbara, USA) の締結について_

谷口
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Transfer Agreementの締結について（University of Massachusetts／Addgene） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（一般型）の締結について（東京理科大学）「固相法による蛍光体合成と特性評

価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 変更契約書の締結について（東京理科大学）「液相法による蛍光体合成と特性評価」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社大誠建築設計事務所）「HIVP配管漏

水原因調査」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約書の締結について（大鵬薬品工業株式会社）「ポリカプロラクトン製ファイバー

メッシュ2種」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 スタートアップ つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム入会届の提出について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究変更契約書の締結について（LG Japan Lab株式会社）「高放熱Mg合金の研究開発」 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について（日油株式会社）「共重合体およびこれを含む防錆コーティング組

成物／レジスト樹脂／分散剤および分散体組成物」20190166・20190167・20190168
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 特許実施料の配分通知について(三菱ケミカル株式会社) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について_MTU Aero Engines AG_441 /2018年10月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について_Tecore Synchem, INC._579/2019年10月1日～2019年12月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
実施報告書について（Granta Design Limited._391(2018年10月1日～2019年3月31日、2019年4月

1日～2019年6月30日、2019年7月1日～2019年12月31日))
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（Everlight Electronics Co.,Ltd._388(2019年4月1日～2019年9月30日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（多木化学株式会社_368(平成31年1月1日～令和1年12月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Nottingham, UK) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 特許実施料の配分通知について(三菱ケミカル株式会社) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社ティー・オール）「貴金属材料の作製お

よび機能発現の研究」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願

特許共同出願等契約書の締結について（名古屋大学／太陽鉱工株式会社／鈴鹿工業高等専門学校／

大分工業高等専門学校）

「水素透過装置、水素透過膜、水素透過膜の製造方法、ガスケット、及びガスケットの製造方法」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（Life Technologies Corporation_379(2019年7月1日～2019年12月31日)) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（奈良先端科学技術大学院大学、旭化成株式会社他、全12者）

「NEDO超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト／計算機支援次世代ナノ構造設計基盤技術材

料／材料データ構造化ＡＩツール開発」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（無資金型）の締結について（株式会社サイアロン）「サイアロン蛍光体の効率向

上」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（那須電機鉄工株式会社）「溶融亜鉛アルミ合金

めっきの耐食性メカニズム解明（２）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Massachusetts Institute of Technology, USA) の締結について_

谷口
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
Research Collaboration Agreement（共同研究無資金型）の締結について（Elsevier Inc.）

「NIMS Polymer Taxonomy Development」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約書の締結について（中島工業株式会社）「NIMS開発のEC材料（有機／金属ハイブ

リッドポリマー）を相手先の

グラビア印刷技術によりプラスチックフィルムにコーティングするフィジビリティスタディを実施

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持 秘密保持契約書の締結について（第一三共）「非晶質製剤開発のための共同研究に向けた検討」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（ミヨシ油脂株式会社）「相手先のイオン液体を使用したヘモゾイ

ン無毒化酵素の酵素反応の検討に関する共同研究等の実現可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（岡山大学）「ガスセンサ応用のためのグラフェン感応膜

材料の開発とナノ構造評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（株式会社エーモード）「NIMSの企業向けHPに使用するサーバー

の保守および設定のため、NIMSのDMZサーバーにリモートアクセスするため」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Harvard University, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施

業務実施契約変更契約書の締結について（村田製作所）「「マテリアルキュレーションによる新規

高誘電率材料の探索指針の設定」に係る業務実施契約の再度の期間延長と当該再延長期間に実施す

る業務及びその対価に関する変更契約書」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約書の締結について（パナソニック株式会社マニュファクチャリングイノベーション本

部）

「機械学習を用いた高強度接着剤組成の最適化に関する共同研究の可能性検討」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Ulm, Germany) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（Valis Corporation.）「any systems, computer

programs etc in the field of Chatbot and Search Engine applications」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(産業技術総合研究所)「複合エアロゲルの開発および高機能

化に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Stuttgart, Germany) の締結について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書
文部科学省Flagshipプロジェクト「固体量子センサの高度制御による革新的センサシステムの創

出」知財合意書に関する誓約書の提出について
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約書の締結について（農業・食品産業技術総合研究機構（農業環境変動研究センター／

東北農業研究センター）／株式会社サンコー環境調査センター）

「農地土壌における鉛直方向粘土画分の分布と放射性物質濃度の相関性に関する研究に係る共同研

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
変更契約書（業務実施契約）の締結について（三井化学株式会社）「Ziegler-Natta触媒の構造解

析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Florida, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社村田製作所）「BaTiO3系誘電体材料の

電気的信頼性を向上させる為の

水素拡散・酸素空孔による絶縁抵抗低下の研究」

企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（東京大学）「二次電池用電極材料及びそれを用いた高出力密度二次

電池」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 研究試料貸与期間延長契約書２の締結について（東京大学）「SnS単結晶」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社豊田自動織機）「第一原理計算による

蓄電池材料のシミュレーション技術の取得」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 特許権の独占的使用に関する通知について（Rolls-Royce plc）No.366 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（ミネベアミツミ株式会社）「NIMSの金属酸化物の表面加工を応用

する軸受製品の高性能化の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (EPFL, Switzerland) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約に係る改定覚書の締結について（日本化薬株式会社）「ポリロタキサンを分散したエ

ポキシ接着剤の実用化可能性検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の変更契約書２の締結について（ジャパンファインスチール株式会社）「運輸機器へ

の適用のためのマグネシウム線材評価及び共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Transfer Agreementの締結について（University College London他／Addgene） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社サムスン日本研究所）「機械学習を適用した接着剤の性能

予測の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（三菱マテリアル株式会社）「企業連携センター設置の可能性検討と

準備」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 研究試料に係る同意書の提出について（東ソー株式会社）「導電性材料SELFTRON®」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
業務実施契約書の締結について（日本高温断熱ウール工業会）「生体溶解性繊維材料のin vitro生体

溶解性評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約に係る覚書の締結について（株式会社ミクロ技術研究所）「第１世代のエレクト

ロクロミック材料（有機／金属ハイブリッドポリマー）」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 出版 出版等契約書の締結について（株式会社コロナ社）「フラックス結晶育成法入門」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 ベンチャー
NIMSベンチャー認定企業からの事業報告について（株式会社マテリアルイノベーションつくば）

「第２期事業報告書・第３期事業計画書」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
出版等許諾契約書の締結について（株式会社小学館）「このスプーンは、結構うるさいＤＶＤブッ

ク」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
一時使用賃貸借契約書に基づく覚書の締結について（日本電気株式会社／ＮＥＣファシリティーズ

株式会社）
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
特許実施許諾契約書の締結について（株式会社ＮＴＫセラテック）「CASN蛍光体を使用した蛍光

体プレート」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（Seoul Semicondutor Co., Ltd._397(2019年4月1日～2019年9月30日)) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
個別共同研究契約の変更契約書の締結について（日立金属株式会社）「3DPソリューション技術開

発－ワイヤー積層造形に関する研究－」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

Mutual Confidentiality and Non-Disclosure Agreementの締結について（CAS Division, American

Chemical Society）

「conversations relating to a possible collaboration concerning material science, such as

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
研究試料貸与契約変更契約書の締結について（LG Japan Lab株式会社）「DOPA含有ポリマー及び

タンニン酸ベースのポリマー」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（株式会社新光化学工業所_351(2019年7月1日～2019年12月31日)) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について_株式会社マイクロフェーズ_296 /2019年7月1日～2019年12月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社高純度化学研究所）「新Zn原料を用い

た原子層堆積法による開発研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(総合科学研究機構)「ダイヤモンド・アンビル・セルとガ

ス圧力媒体を用いた高圧中性子回折実験技術の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究契約書（資金受領型）の締結について（三菱日立パワーシステムズ株式会社）「NEDO

『戦略的省エネルギー技術革新プログラム／実用化開発／

高強度超合金の適用を可能とするワイヤ式金属積層造形プロセスの開発』におけるWAM 造形プロ

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約の期間延長に関する覚書の締結について（産業技術総合研究所／ＴＤＫ株式会社）

「NIMS-TDK間で進めるスピン軌道トルクに

関する共同研究で得られた実験結果を基に、産総研によるSOT反転確率の理論計算を行う」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（テクノグローバル）「医療手技の支援を主な目的とする形状記憶

ポリマー等の新たな応用に関して、最新情報をもとにその実現性の検討を行う。」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導 技術指導契約書の締結について（岩崎電気株式会社）「熱電変換素子の製作法に関する技術指導」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(北海道大学)「高圧下における芳香族化合物の安定性と化

学反応」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(東北大学)「マントル鉱物および金属鉄合金の静水圧下お

よび髙水素圧下での構造と物性」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京理科大学）「非破壊可逆電気コンタクトプローブの

性能評価と改良」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

つくば応用超電導コンステレーションズ（ＡＳＣＯＴ）共同研究契約書（一般型）の締結について

（産業技術総合研究所）「超電導を応用した革新的ビジネスモデルに関する調査研究Ⅴ〔ＡＣ

型〕」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究契約（一般型）の締結について（大阪工業大学）「強磁場共用装置を用いた高In組成

InGaAs/InAlAs２次元電子ガス１層系または２層系試料におけるサブバンド輸送特性と量子ホール

効果の解明・開発に関する研究」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（東京化成工業、筑波大学）「「ホウ素化水素」に関する乙、およ

び丙が所有する特許、ノウハウの甲への実施許諾の可能性を検討する」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 変更契約書の締結について（北海道大学）「超高圧を利用した新規機能性物質の創出」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約(一般型)の締結について(筑波大学)「分子組織化高分子バイオマテリアルの創製」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 研究試料貸与契約書の締結について（東北大学）「超伝導極細線」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(島根大学)「３次元X線トポグラフによるダイヤモンド・

アンビルの欠陥評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について（SAMSUNG ELECTRONICS_331(2019年1月1日～2019年12月31日)) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（無資金型）の締結について（テクノプリント株式会社）「エレクトロクロミック

特性を有するメタロ超分子ポリマーのスクリーン印刷技術の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 見積書の発行について（ハイアールアジアR&D株式会社）「エアロゲル及びEPUの複合板他６種」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(Xiamen University)「Synthesis and characterization of

phosphors for lighting and displays」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(岩手大学)「二次元炭化水素の創製および新規炭素―水素

結合の研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(広島大学)「X線分光法を用いた遷移金属水素化物の電子

状態・磁気状態の研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（一般型）の変更契約書２の締結について（一般財団法人電力中央研究所）「先進

超伝導線材の組織と特性の関係解明」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(新潟大学)「トポロジカル量子系超伝導物質における高圧

下結晶構造解析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（豊橋技術科学大学）「高エネルギー密度型硫化物全固体

電池の創製」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（北海道教育大学）「ハエとテントウムシをモデルにした

バイオミメティック接着機構の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（鈴鹿工業高等専門学校）「データサイエンス的手法を用

いた生体・材料関連各種判定評価システムの構築」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 知財合意書
文部科学省Flagshipプロジェクト「固体量子センサの高度制御による革新的センサシステムの創

出」知財合意書に関する合意書の提出について
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（金沢工業大学）「高品質Bi系超伝導体薄膜を用いた電子

デバイス試作に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（三井化学株式会社）「硬組織材料に関する共同研究又は事業化の可

能性検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約（資金受領型）修正覚書の締結について（日立建機）「歯車の再生技術の開発」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 サンプル

提供物の取扱いに係る同意書の提出について（日本電子株式会社）「日本電子製のオージェマイク

ロプローブより出力される

データをテキストデータに変換するためのソフトウェア」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社大阪合金工業所）「新しい超伝導用ブロ

ンズ合金の研究開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 連携センター
連携センターの設置に関する変更覚書の締結について（トヨタ自動車株式会社）「NIMS-トヨタ連

携センター」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Software License Agreementの締結について（Empa/Swiss Federal Laboratories for Materials

Science and Technology）「Zmeam」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of California Irvine, USA) の締結について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 研究試料貸与契約変更契約書 (香蘭女子短期大学) の締結について「ナノ多層膜構造色シート」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「新規カルコゲン相変化材料の創

製と光・電子デバイスへの応用」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 確認書の発行について（日本電気株式会社） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導

技術指導契約の変更に関する覚書の締結について（株式会社ＡＤＥＫＡ）「原子層堆積（ALD）法

で成膜した膜のデバイスの作製

及びその電気特性評価に関する技術指導」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 ベンチャー
NIMSベンチャー認定企業からの事業報告について（ソフトフォトニクス合同会社）「第４期事業

報告書・第５期事業計画書」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(電気通信大学)「Si(111)基板上InAs/GaSbタイプII超格子作

製技術に関する基礎的検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約(一般型)の締結について(産業技術総合研究所)「ゲートスタック材料の開発」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(日本原子力研究開発機構)「アルミ酸化物不揮発メモリの

研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (University of Minnesota, USA) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（無資金型）の締結について（住友電気工業株式会社）「磁性線材を用いた熱制御

デバイスの開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（富士フイルム株式会社）「第一原理計算による

全固体電池電解質界面の反応機構解明・材料設計に関する技術の相談」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 試料貸与契約 (理化学研究所) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京理科大学）「金属間化合物及び合金を用いた新しい

水素製造触媒の探索」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（東北大学・横浜国立大学・熊本大学・北見工業大

学・東京海洋大学・日本鉄鋼協会）「破壊に強い延性二層チタン合金の組織設計原理の確立」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(東京理科大学)「非鉛圧電材料中の軽元素欠陥分布と電気的

特性に関する基礎研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(芝浦工業大学)「原子層堆積法を用いたGaNパワーデバイス

絶縁膜の研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（株式会社アシックス）「スマートポリマーを用いた新たな衣料・

スポーツ用品の共同開発の可能性を探るための検討」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について（大洋塩ビ株式会社）「ペレット状塩化ビニル系樹脂組成物及びそ

の製造方法」20190143
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（株式会社トーエイ）「バブルコーティング材料を撥水効果のある内

装用壁紙に応用する事に関する共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
ソフトウェア使用許諾契約の締結について（トヨタ自動車株式会社）「IR成分特定用コアモジュー

ルプログラム」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持に関する誓約書の提出について（日東電工株式会社）「相手先提供の透明導電性フィルム

のエレクトロクロミックデバイスへの適用についての評価・検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（三菱ケミカル株式会社）「特性制御GaNバルク単

結晶基板の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
変更契約書（共同研究資金受領型）の締結について（理化学研究所）「スキルミオンの電気的操作

手法の開拓」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 ノウハウ 技術ノウハウの提供に関する合意書（北海道大学) の締結について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Aristotle University of Thessaloniki, Greece) の締結について_谷

口
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(量子科学技術研究開発機構)「量子ビームによるワイド

ギャップ半導体へのカラーセンター形成に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 ベンチャー NIMSベンチャー認定企業の定款変更について（株式会社E-Crystal） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 実施
ロイヤルティに係る消費税の取扱いに関する通知文書の受領ついて（シュプリンガー・ジャパン株

式会社）「NIMS Monographsシリーズ」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（三菱ケミカル株式会社）「S/CASN用途特許ライセンスの実効性向

上に向けた協業のため」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
見積書の発行について（国立大学法人東京工業大学）「急速凝固・冷却法についての新鋳型の鑄湯

実験に関する技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約の締結について（DIC株式会社）「相分離による多孔化技術の産業応用に関する共同

研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（宇宙航空研究開発機構）「地球外物質の超精密分光分析

を目指したSTEM-TES-EDSの研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（日本原子力研究開発機構、筑波大学）「99Mo/99mTc

ジェネレータ用Mo吸着剤カラムの開発(６)」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持 秘密保持契約書の締結について（三菱重工業株式会社）「溶接部複相組織の微小力学測定」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東海大学）「前駆体中Sn芯およびNb芯の組織制御によ

るNb3Sn高性能化に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(産業技術総合研究所)「高品質ダイヤモンド半導体結晶の作

製と革新的ダイヤモンドデバイスの創成」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京工業大学）「酸窒化物ガラスの組成探索とその物性

評価に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（株式会社エス・イー・アール）「極低温計測用

簡易プローブの設計に関する技術相談」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 研究試料貸与変更契約書の締結について（日本電子株式会社）「LaB6ナノワイヤエミッター」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 出版 共同出版契約（empa）にかかる経費の請求について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
業務実施契約書の締結について（ニチアス株式会社）「生体溶解性繊維材料のin vitro生体溶解性評

価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約に係る覚書の締結について（センチュリーメディカル株式会社／新田ゼラチン株式会

社）

「NIMSが医療用途に開発した噴霧型接着性創傷治療粒子に関する研究連携及び事業化の可能性検

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（凸版印刷株式会社）「タンニン酸の薬効の発現と

見える化」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(公立大学法人大阪)「Si-O-Cセラミックスの作製とその評

価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(産業技術総合研究所)「ワイドギャップ半導体用薄膜形成技

術および界面制御技術の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

Amendment 2 to Collaborative Research Agreementの締結について（King Mongkut’s University

of Technology Thonburi）

「Preparation of porous ceramics of high-purity hydroxyapatite and tricalcium phosphate」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル

研究試料の提供に関する覚書の締結について（愛媛大学／特定非営利活動法人環境測定品質管理セ

ンター／日本化学工業株式会社／株式会社荏原製作所）

「吸着剤ケイチタン酸塩（サンプル名：ピュアセラム）」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（住友電気工業株式会社）「ビスマス系線材の特性

評価に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究の終了に係る覚書の締結について（住友精化株式会社）「硫化水素徐放剤を含む包装体及

びその製造方法、

並びに硫化水素徐放剤及びそれを用いた硫化水素の発生方法／他」

企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施
Patent License Agreement の締結について（SHENZHEN RUNLITE TECHNOLOGY CO., LTD.）

「light emitting devices using CASN phosphor」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究に関する協定書（無資金型）の締結について（日本電信電話株式会社）「BNバルク単結

晶を利用した薄膜成長とアト秒分光による物性解明」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル Material Evaluation Agreement (Sapienza Università di Roma, Italy) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究基本契約書の締結について（パナソニック株式会社） 企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約の締結について（愛知県がんセンター）「熱可塑性形状記憶樹脂を用いた放射線治療

用ボーラスの開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持変更契約書の締結について（日本製鉄株式会社）

「相手先の開発したチタン合金の鍛造技術に関するNIMSの1500t鍛造シミュレータを利用した共同

研究の可能性の検討」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
見積書の発行について（日本電気硝子株式会社）「古典MD計算により作成したモデルの原子間相

互作用計算」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 研究試料追加貸与の受諾通知について（日本電子株式会社）「LaB6エミッター研究試料」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 実施 実施報告書について_Ross&Cathrall Ltd_346/2019年1月1日～2019年12月31日) 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

期間延長に関する覚書の締結について（住化ポリカーボネート株式会社／アドバンスト・ソフトマ

テリアルズ株式会社）

「ポリロタキサン添加によるポリカーボネート及びポリカーボネートを含有する材料の機械的強度

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約書の締結について（産業技術総合研究所）「分離単層カーボンナノチューブを用

いた化学センサー（２）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 覚書

Consortium Agreementの締結について（CNRS (University of Rennes 1), Saint-Gobain KK,

Saint-Gobain Recherche）

「フランスANR "CLIMATE"プロジェクト」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）に係る覚書の締結について（日油株式会社）「ホスホリルセリンポ

リマーの診断分野、化粧品分野等への可能性基礎検証」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究変更契約書（一般型）の締結について（大阪大学）「強磁場共用装置を用いた有機伝導体

における磁気特性、輸送特性の解明・開発に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約(一般型)の締結について(京都大学)「モット絶縁体における直流電場・電流効果」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(九州大学)「半導体ガスセンサ材料の基礎物性と高性能化に

向けた材料設計に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
変更契約書（資金受領型共同研究）の締結について（旭化成株式会社）「高分子データベースの

データ構造化に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「機能性分子液体の創成ならびに

伸縮可能な振動発電デバイスの高性能化および高機能化」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（理化学研究所）「DNA放射線崩壊に対する大規模第一原

理計算による理論研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京理科大学）「強磁場共用装置を用いた低次元磁性鉱

物における磁性誘電交差相関物性および量子スピン状態の解明・開発に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(京都大学)「ラジカル重合停止反応機構の包括的な理解とモ

デル化」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「磁性酸化物ヘテロ構造を基本構造とするス

ピントロニクス素子の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「強磁場共用装置を用いた液晶性化合物にお

ける磁場配向性の解明・開発に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 通知
車載用角形電池事業に関する合弁会社設立に伴う契約の移転に関する通知文書の受領について（ト

ヨタ自動車株式会社）
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約延長の覚書（資金受領型）の締結について（ソフトバンク株式会社）「高エネルギー

密度次世代二次電池の成層圏プラットフォーム用電池への応用」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 連携センター
連携センターの期間延長に関する覚書の締結について（ソフトバンク株式会社）「NIMS-

SoftBank先端技術開発センター」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
契約解除の通知書の発行について（株式会社ミクロ技術研究所）「研究試料貸与契約／第1世代の

青色のエレクトロクロミック材料（有機／金属ハイブリッドポリマー）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社日立製作所）「走査型電子顕微鏡画像

（ＳＥＭ）画像のマテリアルズインフォマティクス（ＭＩ）解析技術の開発（２）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（グンゼ株式会社）「分解性高分子ナノコンポジッ

トのナノーミクロファイバーアーキテクトの医療応用」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（株式会社aba）「膜型表面応力センサ（MSS）を用いて、介護の

現場における排泄を検知するセンサーの開発を検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約(一般型)の締結について(産業技術総合研究所,東京理科大学)「量子分割の科学技術」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京工業大学）「Al4SiC4を焼結助剤とした炭化ケイ素

セラミックスの焼結性及びその特性評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（同志社大学）「非酸化物セラミックス基材料の高温特性

に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(東京大学)「超高圧下における無機化合物ならびに鉱物の

構造変化および軽元素流体との反応に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（関西医科大学）「固形癌に対する抗癌剤内包ポリカプロ

ラクトンファイバーメッシュを用いた新規局所治療デバイスの開発」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
特許共同出願契約書の締結について（日油株式会社）「ＡＰＴＴ測定試薬用添加剤、ＡＰＴＴ測定

試薬、ＡＰＴＴ測定用試薬キットおよびＡＰＴＴ測定法（仮）」20190224
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共同出願契約書の締結について（テラベース株式会社）「キュービック電子銃チャンバー」

20190170
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
期間延長に関する覚書の締結について（大同特殊鋼株式会社）「1500t鍛造シミュレータを用いた

自由鍛造評価手法の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（住友精密工業株式会社）「誘電体バリア放電処理

表面の化学状態分析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
変更契約書の締結について（株式会社ブリッジ・エンジニアリング）「斜張橋ケーブルの非破壊検

査方法に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（日立金属株式会社）「高性能マグネシウム合金開

発の可能性検証」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル 研究試料貸与契約書の締結について（ハイアールアジアR&D株式会社）「エアロゲルサンプル」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 サンプル 試料貸与契約 (北陸先端科学技術大学院大学) の締結について_谷口 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約に係る有効期間延長の覚書の締結について（ハイアールアジアR&D株式会社）「エア

ロゲルに関する研究連携の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（筑波大学）「強磁場共用装置を用いたトポロジカル結晶

絶縁体におけるスピン偏極した表面状態の解明・開発に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（広島大学）「オパール薄膜を用いたワイヤレスひずみ計

測技術の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 サンプル
Material Evaluation Agreement (Korea Institute of Science and Technology, Korea) の締結につ

いて_谷口
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（デンカ株式会社）「HfCナノワイヤを使用した新

規高性能HfCナノワイヤ電子源の開発（２）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（デンカ株式会社）「HfCナノワイヤを使用した新

規高性能HfCナノワイヤ電子源の開発（１）」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約書の締結について（株式会社フルヤ金属）「コンポジットターゲットを用いたFePt

HAMR媒体の開発に関する共同研究の可能性の検討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約に係る変更契約書の締結について（株式会社リガク）「材料データベース構築におけ

る語彙と用語の整備促進」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（センチュリーメディカル株式会社／鹿児島大学）

「早期消化管がん除去部を被覆する噴霧型接着性被覆粒子の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(産業技術総合研究所)「固体NMRを用いた新規層状無機化合

物の有機誘導体に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究契約(一般型)の締結について(日本大学)「電界印加磁化反転の直接観察」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（デンカ株式会社）「磁場を用いたBNフィラー配

向制御による高熱伝導性シートの開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約に係る連携覚書の締結について（ユニマテック株式会社）「タンニン酸を使用したア

ルミニウム製部材の

接着性及び防錆性の向上に関する研究連携の検討」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（ＪＳＲ株式会社）「新規反応を用いた重合および

架橋による高分子材料の合成とその物性評価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（大同特殊鋼株式会社）「Nd-Fe-B系熱間加工磁石

とPLP磁石の微細構造と磁気特性に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約に係る変更契約書の締結について（アルバック・ファイ株式会社）「材料データベー

ス構築における語彙と用語の整備促進」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持
秘密保持契約に係る変更契約書の締結について（理研計器株式会社）「材料データベース構築にお

ける語彙と用語の整備促進」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願 共同出願契約の締結について（日本電子株式会社）「NMR測定プローブ」 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（Albert Ludwig University Freiburg）「biomimetic transfer of 3-D

bio-inspired structures into 3-D printed structures, and then to extend this understanding by

reverse biomimetics」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について(岐阜大学)「ナノ空間を有するカゴ状材料の高圧力下にお

ける構造安定性および軽元素貯蔵」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
実績報告書の提出について（宇宙航空研究開発機構）業務実施「Alloy718鍛造材のギガサイクル疲

労特性取得」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約の締結について（株式会社三水商工）「相手先のシリコーンフィルムへの、NIMSの

開発したハリセンボン

表皮類似構造の長撥水性材料の適用に関する研究連携の可能性の検討」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
見積書の提出について（株式会社本田技術研究所）「Ni基粉末冶金合金の微細組織解析による特性

発現メカニズム解明」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（無資金型）の締結について（株式会社積丹スピリット）「リン酸化したウニ殻に

よるアルコール飲料のうまみ制御」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社東レリサーチセンター）「4D-

STEM/SCEMによる有機材料評価法に関する試行的研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 橋渡し 「橋渡し研究機関」の有効期間の更新についての確認通知 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持 秘密保持契約 期間延長に関する覚書 (帝人株式会社) の締結について 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（山形大学）「NMR共用装置を用いた金属錯体における

局所構造の解明・開発に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 業務実施
技術相談等に係る業務受諾通知書の発行について（三菱重工業株式会社）「溶接部複相組織の微小

力学測定」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（株式会社アクシス）「Hall測定システムアプリケーション開発の

技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（岡山大学）「NMR共用装置を用いた固体NMR測定技術

における電池材料中のリチウム・ナトリウムの状態の解明・開発に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社コメット）「スパッタ法でのSi基板上無

極性窒化物半導体薄膜成長」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
変更契約書の締結について(浜松医科大学)「バイオミメティクによるタマムシ模倣材料の開発と応

用」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約(一般型)の締結について(神戸大学)「ワイドバンドギャップ酸化物の欠陥および励起

子発光過程の解析」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究 共同研究基本契約書の締結について（ＪＦＥスチール株式会社） 企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（株式会社東芝）「薄膜超伝導線材の通電特性評

価」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（株式会社コメット）「機能性材料・デバイスに対する特性評価の

技術相談」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 秘密保持

秘密保持契約書の締結について（住友化学株式会社／三菱ケミカル株式会社／東京工業大学／ファ

インセラミックスセンター）「文部科学省「材料の社会実装に向けたプロセスサイエンス構築事

業」で採択された「全固体電池を実現する接合プロセス技術革新」を実施するための共同研究契約

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（三菱ケミカル株式会社）「β-SiAlONの更なる性

能向上」及び「ハイパワー対応蛍光体の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（三菱ケミカル株式会社）「ICAP／単粒子診断

法」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（無資金型）の締結について（株式会社プローブ工房）「固体NMRプローブの開発

と試作」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（東京工業大学）「精密熱膨張率測定装置の開発と遷移金

属化合物の熱膨張率測定」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
Amendment Agreementの締結について（Saint-Gobain Ceramics and Plastics）「Orientation of

SiC samples under magnetic field – large size feasibility (SIC)」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約（一般型）の締結について（産業技術総合研究所）「電子デバイスの電子顕微鏡応用

に関する研究」
企業連携室 20200401 30 20500331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同出願
共有特許権に関する覚書の締結について（デンカ株式会社）「発光装置及び画像表示装置、他４

件」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 技術指導
技術指導契約書の締結について（アダマンド並木精密宝石株式会社）「金属ガラスの耐食性の評価

および向上に関する技術指導」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

２０１９年度共同研究実績報告書の提出について（未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合）

「未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発／実用化に適した高性能なクラスレート焼結体の

研究開発」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（センエンジニアリング株式会社）「低圧水銀灯を

用いたRoll-to-Roll接合装置の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（一般型）の締結について（地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所）「ナノメ

カニカルセンサによる感染症起炎菌薬剤耐性の即時同定法の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
２０１９年度共同研究実績報告書の提出について（高効率モーター用磁性材料技術研究組合）

「次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発／共通基盤技術の開発」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究

共同研究契約（資金受領型）Amendment No.1の締結について（Zynergy Incorporation）

「Interface design in the state-of-the-art interdemidate temperature solid oxide fuel cells (IT-

SOFC) along the guide of multiscale simulation on the basis of ultimate micro-analysis」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 報告書

２０１９年度決算報告書の提出について（三菱日立パワーシステムズ株式会社）

「NEDO戦略的省エネルギー技術革新プログラム／実用化開発／高強度超合金の適用を可能とする

ワイヤ式金属積層造形プロセスの開発」

企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
共同研究契約書（資金受領型）の締結について（出光興産株式会社）「コンビナトリアルスパッタ

法を用いた無機酸化物の特性制御に関する研究」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 共同研究
変更契約書の締結について(鹿児島大学)「HGFを含侵した組織接着性粒子の皮膚潰瘍適応可能性検

討」
企業連携室 20200401 5 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金交付決定通知書について 施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 2019年度汚染負荷量賦課金申告書の申告について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路占用許可書（道路内への庭園灯の設置） 施設企画管理係 20200401 5 20250331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（千現地区）の提出について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について（並木地区） 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について（千現地区） 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（千現地区）の提出について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
国の会計年度終了に伴う平成30年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の執行

額の確認について（通知）
施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（千現地区２基）の受理について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区１基）の受理について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書（フジメタルリサイクル株式会社）の締結について 並木施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 通信 交通信号機制御機の光回線化改修に係る協議についての回答 並木施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 平成30年度産業廃棄物管理票に関する報告書の提出について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成２８年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の額の確定について（通知） 施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
国の会計年度終了に伴う平成29年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の執行

額の確認について（通知）
施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書及び廃棄終了の届出書提出について 並木施設維持第２係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の提出について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について（千現地区） 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ 令和元年　定期報告書及び中長期計画書の提出について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ
エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく定期報告書に記載のエネルギー消費原単位の悪

化状況について
千現施設維持第２係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成30年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 施設企画管理係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 安全 千現地区で発生したユニック車転倒の事故報告書（供覧） 並木施設維持第２係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（千現地区） 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（千現地区） 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（千現地区） 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（千現地区） 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（千現地区） 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（千現地区） 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（千現地区） 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 特別産業廃棄物（高濃度ＰＣＢ）収集・運搬及び処分委託契約書の締結について 並木施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 茨城県産業廃棄物実態調査について（お願い）の回答 千現施設維持第２係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成30年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成29年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境
建築工事に係る資材の再資源化等に関する届け出について

　（実験室用一般排風機更新工事）
千現施設維持第１係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成29年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助事業実績報告書の提出について 施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の提出について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設計 建築基準法第12条第1項の規定に基づく定期調査報告について 施設企画管理係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理について（千現地区） 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 並木地区ＭＡＮＡ棟真空温水ヒーター（ＢＨ－１）更新に伴うばい煙発生施設に係る届けについて 並木施設維持第１係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境
並木地区ＭＡＮＡ棟真空温水ヒーター（ＢＨ－１）更新に伴うばい煙発生施設に係る届けの期間短

縮願書について
並木施設維持第１係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
令和元年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金計画変更承認申請書の提出につ

いて
施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路許可申請書について 施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成30年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成３１年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金変更交付決定通知書について 施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（千現地区）の提出について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書（並木地区）の提出について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書（千現地区）の提出について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書及び支払いに関する覚書の締結について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書（桜地区）の提出について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく立入検査結果について（通知） 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書の受理（並木地区） 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書の受理について（千現地区） 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書について 千現施設維持第１係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書の受理（桜地区） 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備補助金の補助事業事故報告書の提出につ

いて
施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB 並木地区ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了廃棄終了届出書提出について 並木施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書について 並木施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業遅延報告に係る遂行

期間及び繰越額確定の報告について
施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
国の会計年度終了に伴う平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助事業実績

報告書について
施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成30年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助事業実績報告書の提出について 施設企画管理係 20200401 10 20300331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（千現地区）の提出について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 特定施設廃止に伴う土対法届出書の提出について 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（千現地区） 千現施設維持第２係 20200401 30 20500331 電子 施設企画管理室 施設企画管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 安全衛生 安全管理者の指名について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 消防 消防設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（ＮａｎｏＧＲＥＥＮ棟５０７室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 桜地区　放射線障害予防規程変更届の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（ＮａｎｏＧＲＥＥＮ棟５０７室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届出書の提出について（千現地区ファインプロセス実験棟２０７室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 安全衛生 安全管理者の指名について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 火薬 火薬類譲受許可申請書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 桜地区 放射線障害予防規程変更届の結果について(通知) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 桜地区　平成３１年度放射線業務従事者名簿の登録について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 並木地区　平成３１年度放射線業務従事者名簿の登録について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 千現地区　平成３１年度放射線業務従事者名簿の登録について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 消防 基準の特例適用申請書の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区（第１２８・１２９装置）） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 遅延理由書と機械等設置届（X線装置）の同時提出について(標準実験棟347室)（邱 海） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 消防
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（ＷＰＩ－ＭＡＮＡ棟Ｗ－１０５

室）
安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区（第１３０装置）） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 危険物 危険物保安監督者選任・解任届出書及び実務経験証明書の提出について（並木地区屋内貯蔵所） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等移転届の提出について（X線装置）(高温棟106号室→M-Cube棟308号室)(一ノ瀬 泉) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 遅延理由書と機械等移転届（X線装置）の同時提出について(高圧棟207→無振動棟103)(大橋 直樹) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 平成３０年度放射線管理状況報告書の提出について（千現地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 平成３０年度放射線管理状況報告書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（第１０２装置） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 平成３０年度放射線管理状況報告書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区（第１０６装置）） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（X線装置）(MANA棟106室)（吉尾 正史） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区（第８９装置）） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(桑田 直明) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(BEAUGNON  Florian Yael) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 令和元年上期核燃料物質管理報告書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任について（桜地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 令和元年上期核燃料物質管理報告書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（X線装置）(MANA棟412室)（柳生 進二郎） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(R1.7.9 桜地区) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(R1.7.9 並木地区) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(R1.7.9 千現地区) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(寺嶋 健成) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(喜村 勝矢) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設休止届書の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区（第８４・８５・８６装置）） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(R1.7.17 並木地区) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(R1.7.17 千現地区) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（R1.7.9 桜地区) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(瀬川 浩代) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（R1上 桜(播磨)地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（R1.7.9、7.17 並木地区) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（R1.7.9、7.17 千現地区) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(DALAL Biswajit) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(佐々木 悠太) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 機械等移転届の提出について（X線装置）(NanoGREEN E-101→E-206-3)(松田 翔一) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区（第９５装置）） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（X線装置 XtaLab miniⅡ）(研究本館315)(辻本 吉廣) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安技術者等届書の提出について（千現地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 並木地区　放射線障害予防規程変更届の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 桜地区　放射線障害予防規程変更届の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 千現地区　放射線障害予防規程変更届の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（千現地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線
桜地区放射線障害予防規程改正に基づく放射線施設長、放射線安全管理者及び放射線施設管理者の

解除及び指名について
安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線
並木地区放射線障害予防規程改正に基づく放射線施設長、放射線安全管理者及び放射線施設管理者

の解除及び指名について
安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線
千現地区放射線障害予防規程改正に基づく放射線施設長、放射線安全管理者及び放射線施設管理者

の解除及び指名について
安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（R1上 桜(播磨)地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査（事前検査記録）の提出について（桜地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(藤田 裕一) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 桜地区　放射線障害予防規程変更届の原子力規制庁受領について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 並木地区　放射線障害予防規程変更届の原子力規制庁受領について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 千現地区　放射線障害予防規程変更届の原子力規制庁受領について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 並木地区 教育訓練の記録の登録について（R1.9.3 WANG Yong) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設（桜地区）における製造施設完成検査申請書の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区（第９６装置）） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（並木地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区（第１３１装置）） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（千現地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 特定物質等の原料使用の証明書の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届の提出について（X線装置 MiniFlex600）(千現 標準実験棟734室)(大久保 忠勝) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区無塵特殊実験棟２０３室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（千現地区研究本館標準実験室ゾーン５４５室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（千現地区研究本館標準実験室ゾーン３４６室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（千現地区超電導材料実験棟２０５室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区超伝導セラミックス研究棟１０６室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区超伝導セラミックス研究棟１０４室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区高温合成特殊実験棟２１０室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区高温合成特殊実験棟２０５室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区高温合成特殊実験棟２０４室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区高温合成特殊実験棟２０４室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区高温合成特殊実験棟２０３室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区高圧力特殊実験棟２１５室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区研究本館３１０室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区研究本館２０５室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区研究本館１２２室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区研究本館１０９室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（千現地区ファインプロセス実験棟３２５室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（千現地区ファインプロセス実験棟２１７室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（千現地区ファインプロセス実験棟１２３室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区ＷＰＩ－ＭＡＮＡ棟Ｗ－３０５室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区ＮａｎｏＧＲＥＥＮ棟Ｅ－５０３室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区ＮａｎｏＧＲＥＥＮ棟Ｅ－２０１室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区国際ナノアーキテクトニクス研究拠点棟５１４室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区国際ナノアーキテクトニクス研究拠点棟４１３室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区国際ナノアーキテクトニクス研究拠点棟４０６室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区国際ナノアーキテクトニクス研究拠点棟１０２室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 ボイラー ばい煙発生施設設置届出書の提出について（千現地区研究本館ボイラー室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区（第１３３装置）） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区（第１３２装置）） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任について（千現地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任報告について（千現地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等移転届書の提出について（並木地区超微細特殊実験棟２０１室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 千現地区における高圧ガス製造事業届書の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第９７装置） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 高周波利用設備変更届の提出について（桜地区第５装置） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 安全衛生 安全衛生教育実施要領の制定について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 桜地区放射線施設廃止に伴う、桜地区放射線業務従事者の千現地区への異動について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(LOKU SINGGAPPULIGE Rosantha Kumara) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 桜地区放射線施設廃止に伴う、桜地区放射線関連管理者の指名解除について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区（第１３４装置）） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第８５装置） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区Ｍ－Ｃｕｂｅ棟２０６室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 令和元年下期核燃料物質管理報告書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(中村 泰之) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 令和元年下期核燃料物質管理報告書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 消防 千現地区自衛消防組織設置（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 消防 千現地区自衛消防隊長、応急救護班長、各副班長の指名について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 消防 桜地区自衛消防隊副隊長、各班長、各副班長の指名について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 消防 火を使用する設備等の設置届出書の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について（桜地区磁界実験棟） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 火薬 火薬類譲受許可申請書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 桜地区 許可届出使用者廃止措置計画届の届出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 桜地区 許可使用廃止届の届出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（千現地区材料強度実験棟） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（千現地区材料創製実験棟） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（千現地区研究本館） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区超微細特殊棟３０５室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 変電設備 変電設備設置届出書の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 蓄電池 蓄電池設備設置届出書の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 消防
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（千現地区ファインプロセス実験

棟）
安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 消防
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（千現地区ファインプロセス実験

棟）
安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 ボイラー 小型ボイラー設置報告書の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(R2.2.5 並木地区) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(R2.2.5 千現地区) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設（桜地区）における製造施設完成検査申請書の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(R2.2.13 並木地区) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(R2.2.13 千現地区) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 機械等(Ｘ線装置)設置届の提出について(SmartLab SE)(桜 ﾋﾞｰﾑ実験棟209室)(齋藤 明子) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 消防
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（ＷＰＩ－ＭＡＮＡ棟Ｗ－１０２

室）
安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の提出について（桜地区磁界実験棟） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 向精神薬 向精神薬試験研究施設における向精神薬の製造量等の報告について（提出） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１３５装置） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（千現地区ファインプロセス実験棟２０４室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設（桜地区）における完成検査事前検査申請書の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(R2.2.25 千現地区) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(R2.2.25 並木地区) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（R1下 並木地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（R1下 千現地区） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 消防 火を使用する設備等の設置届出書の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（千現地区特殊材料実験棟１０２室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 桜地区 許可使用廃止届・廃止措置計画届の原子力規制庁受領の件 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(寺田 典樹) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更届の提出について（並木地区第２７装置） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設完成検査申請書の提出について（桜地区磁界実験棟） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 高圧ガス 並木地区における高圧ガス製造事業届書の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 桜地区 許可使用廃止届・廃止措置計画届の(別紙)原子力規制庁よりの差替え指示の件 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（物性解析実験棟４１０室） 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(外部従事者)(日本環境調査研究所 4名) 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 並木地区計量管理規定の変更認可申請書の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 安全管理室 放射線 桜地区計量管理規定の変更認可申請書の提出について 安全管理室長 20200401 30 20500331 紙 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 情報セキュリティ サイバーセキュリティ協議会加入の伺い IT室 20200401 30 20500331 電子 文書決裁システム IT室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 情報セキュリティ 情報セキュリティ対策基準の改正について IT室 20200401 30 20500331 電子 文書決裁システム IT室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 認可・契約 平成30年度第二GSOC運用経費の精算について IT室 20200401 10 20300331 紙 IT室 IT室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 点検・試験 2019年度空調機定期点検保守報告書（夏季） IT室 20200401 5 20250331 紙 IT室 IT室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 点検・試験 2019年度空調機定期点検保守報告書（冬季） IT室 20200401 5 20250331 紙 IT室 IT室 廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
共同研究 基盤共同研究応諾書の提出について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
共同研空 共同研究届の提出について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
共同研究 ２０１９年度共同利用研究　承諾書の提出について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
共同研究 共同研究承諾書の提出について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
確認書 日本学術振興会研究拠点形成事業研究倫理教育に関するプログラム受講等確認書の提出について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
委員会 第36回遺伝子組換え実験安全委員会実験計画書審査結果等の報告について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
委員会 第32回微生物実験安全委員会実験計画書審査結果等の報告について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
承諾書 実習受入承諾書の送付について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（回答）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
委員会 微生物実験安全委員会実験計画書審査結果報告について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄



機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（回答）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（回答）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
委員会 第33回微生物実験安全委員会の開催について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
委員会 第37回遺伝子組換え実験安全委員会の開催について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
共同研究 共同研究承諾書の提出について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃止

拠点長達「国立研究開発法人物質･材料研究機構ビスマス系高温超伝導線材高性能化検討委員会の

設置について」を廃止する達の制定について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 30 20500331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
覚書 出張作業等に関する安全衛生覚書の取り交わしについて（株式会社神戸製鋼所）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
委嘱 センサ・アクチュエーター研究開発センターに係る事業ピアレビューアーの委嘱について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
共同研究 共同利用研究申請承諾書の提出について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
委員会 第33回微生物実験安全委員会「微生物実験終了報告書」の供覧について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
共同研究 共同研究承諾書の提出について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
証明書 英国渡航における渡航目的及び渡航期間に関する証明書の発行について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
共同研究 共同研究承諾書の提出について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
申請 受入研究員等　申請・承認書の提出について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
委員会 微生物実験安全委員会実験計画書審査結果報告について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄



機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
同意書 「所属機関の長の同意書」の提出について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
共同研究 共同研究承諾書の提出について

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 5 20250331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

機能性材料研究拠点
機能性材料研究拠点拠

点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

機能性材料研究拠点拠

点運営室
20200401 3 20230331 紙 機能性材料研究拠点拠点運営室

機能性材料研究拠点拠

点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

委託業務完了届について（「ナノ材料科学環境拠点」（電池材料における界面に関する研究とその

場観察））（名古屋大学）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

委託業務完了届について（「ナノ材料科学環境拠点」（電池材料における界面に関する研究とその

場観察））（名古屋大学）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

委託業務完了届について(「ナノ材料科学環境拠点」(新規電極触媒開発））（北海道大学）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

委託業務完了届について(「ナノ材料科学環境拠点」(新規電極触媒開発））（北海道大学）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

委託業務完了届について（「ナノ材料科学環境拠点」（リチウム二次電池用の電極及び電解質の作

製））（トヨタ自動車）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

委託業務完了届について（「ナノ材料科学環境拠点」（リチウム二次電池用の電極及び電解質の作

製））（トヨタ自動車）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
共同研究 2019年度　物質・デバイス領域共同研究課題の採否について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張

2019年度第1回チームミーティング「高効率メタン転換への相分離触媒の創成」に係る出張依頼に

ついて

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張

第７２回GREENオープンセミナー開催及び講演の依頼について（Flinders University　Professor

David Lewis）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

平成29年度科学技術試験研究委託事業による取得物品の貸付けについて(通知)(委託題目：「ナノ

材料科学環境拠点」(北海道大学）【配算体：DAA01】

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

平成29年度科学技術試験研究委託事業による物品の借受書について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

平成29年度科学技術試験研究委託事業による物品の借受書について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張

2019年度第1回チームミーティング「高効率メタン転換への相分離触媒の創成」に係る出張依頼に

ついて(回答)

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張

第72回GREENオープンセミナーでの講演依頼について(回答）（Flinders University　Professor

David Lewis  ）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 ポスト「京」重点課題５サブ課題Ｂ会議に係る出張依頼について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】平成30年度

委託業務実績報告書の提出について（ナノ材料科学環境拠点（電池材料における界面に関する研究

とその場観察））

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】平成30年度

委託業務実績報告書について（「ナノ材料科学環境拠点」（リチウム二次電池用の電極及び電解質

の作製））

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】平成30年度

委託業務実績報告書について(「ナノ材料科学環境拠点」(新規電極触媒開発））(北海道大学）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 ポスト「京」重点課題５サブ課題Ｂ会議に係る出張の依頼について（回答）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

再委託業務成果報告書について　平成30年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環境拠点」

(電池材料における界面に関する研究とその場観察）（国立大学法人名古屋大学）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

再委託業務成果報告書について　平成30年度科学技術試験研究委託事業　「ナノ材料科学環境拠

点」(リチウム二次電池用の電極及び電解質の作製」(トヨタ自動車株式会社）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

再委託業務成果報告書について　平成30年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環境拠点」

(新規電極触媒開発）(北海道大学）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

委託業務実績報告書の提出について（平成３０年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環境

拠点」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

委託業務実績報告書の提出について（平成３０年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環境

拠点」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

委託業務実績報告書の提出について（平成３０年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環境

拠点」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

委託業務実績報告書の提出について（平成３０年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環境

拠点」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

委託業務成果報告書の提出について（平成３０年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環境

拠点」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

委託業務成果報告書の提出について（平成３０年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環境

拠点」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄



エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

委託業務成果報告書の提出について（平成３０年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環境

拠点」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

委託業務成果報告書の提出について（平成３０年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環境

拠点」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張

ＳＩＰ「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」の研究計画調査のための出張依頼につい

て(福井県工業技術センター、株式会社SUBARU）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委嘱 検収担当者の委嘱について（回答）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委嘱

「IoT社会を支える分散型独立電源の技術開発」に係る研究開発推進委員会委員の委嘱について

（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（回答）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
設置

「IoT社会を支える分散型独立電源の技術開発」に係る研究開発推進委員会の設置に関する達の改

正について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 30 20500331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
共同研究 課題申請書の提出について（HPCI申請支援システムによる申請）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】令和元年度科学技術試験研究委託事業の契約について（全固体電池を実現する接合プロセ

ス技術革新）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
申請 一般社団法人 水素エネルギー協会 入会申込書（団体会員）の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】令和元年度科学技術試験研究委託事業の再委託契約の締結について（「全固体電池を実

現する接合プロセス技術革新」（材料の易焼結化や反応相生成を抑制する表面層形成などを可能と

する、粉末製造・粉末表面制御プロセスの開発））（一般財団法人ファインセラミックスセン

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
申請

「第21回GREEN（エネルギー・環境材料研究拠点）シンポジウム」における後援名義の使用許可

申請書の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
申請

「第21回GREEN（エネルギー・環境材料研究拠点）シンポジウム」における後援名義の使用許可

申請書の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
規程 蓄電池基盤プラットフォームにおける副プラットフォーム長の取扱いについて

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 10 20300331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
規程 蓄電池基盤プラットフォームにおける副プラットフォーム長の指名について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（回答）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄



エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
共同研究 受入研究員等　申請・承認書の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
退会 NEAデータバンク脱退の申し込みについて（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
共同研究 令和２年度 共同利用 応募・利用同意書の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
退会 一般社団法人HPCIコンソーシアム加入に伴う代表者選任証明書および退会届の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委嘱

先端的低炭素化技術開発事業（ALCA）推進委員会分科会委員および未来社会創造事業「地球規模

課題である低炭素社会の実現」外部専門家の委嘱について（回答）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
周知 「第21回GREENシンポジウム」に関する中止のお知らせについて

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 3 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】委託業務完了届の提出について（令和元年度科学技術試験研究委託事業「全固体電池を実

現する接合プロセス技術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20200401 5 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点運営室
個人情報 個人情報ファイル関係

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点運営室
20200401 5 20240331 電子 磁性・スピントロニクス材料研究拠点運営室

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点運営室
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点運営室
出張 H31　招聘・依頼出張

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点運営室
20200401 5 20240331 紙 磁性・スピントロニクス材料研究拠点運営室

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点運営室
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点運営室
服務 委嘱、兼業依頼

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点運営室
20200401 5 20240331 紙 磁性・スピントロニクス材料研究拠点運営室

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点運営室
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点運営室
服務 共同研究

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点運営室
20200401 5 20240331 紙 磁性・スピントロニクス材料研究拠点運営室

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点運営室
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点運営室
服務 査証申請

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点運営室
20200401 5 20240331 紙 磁性・スピントロニクス材料研究拠点運営室

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点運営室
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
個人情報 個人情報ファイル関係

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20200401 5 20250331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
出張 H31　招聘・依頼出張

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20200401 5 20250331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
服務 委嘱、兼業依頼

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20200401 5 20250331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
服務 Spring-8利用申請

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20200401 30 20250331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
服務 磁石パートナーシップ手続き

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20200401 5 20250331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
委託 決裁文書管理ファイル

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20200401 5 20250331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
招へい理由書及び身元保証書の発行について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
招へい理由書の提出について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ　NIMS会員および事務局メンバーの指名について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
中空試験片高圧水素中材料試験法規格化検討委員会に係る委員委嘱について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（長岡技術科学大学

下村 匠　教授）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（株式会社ブリッジ・

エンジニアリング）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（ショーボンド建設株

式会社）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
招へい理由書の提出について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（積水化学工業株式会

社）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（東京製綱インターナ

ショナル株式会社）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（株式会社ナカボー

テック）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
新構造材料技術研究組合「令和元年度第１回通常総会」出欠確認書及び委任状の提出について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 10 20300331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄



構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（西日本高速道路株式

会社）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（東日本高速道路株式

会社）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（西日本電信電話株式

会社）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（鹿島建設株式会社）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（株式会社コベルコ科

研）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（日本化薬株式会社）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

公開講演会「構造材料のブレークスルーをめざして～わが国の基礎研究の挑戦～」に関する共催依

頼について（京都大学　構造材料元素戦略研究拠点主催）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（大成建設株式会社）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「国立研究開発法人物質・材料研究機構　鍛造シミュレータ安全運営委員会の設置について」を廃

止する達の制定について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
招へい理由書の提出について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（日本原子力発電株式

会社）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
身元保証書及び招聘理由書の発行について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（株式会社大林組）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
招へい理由書及び身元保証書の発行について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
出張の依頼について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（株式会社島津製作

所）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
協力依頼について（回答）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（広島大学大学院田中

准教授）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ　特別会員の指名について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について(東京大学大学院工学系

研究科_五十嵐豪特任講師）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（東京大学生産技術研

究所_酒井雄也講師）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
身元保証書の発行について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
出張の依頼について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
出張の依頼について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（ポゾリス ソリュー

ションズ株式会社）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について(北海道大学大学院_安

住教授）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について(理化学研究所_大竹

チームリーダー）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験申込決定について（回答）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について(東北大学大学院_西脇

准教授）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
身元保証書及び招へい理由書の発行について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ　特別会員の指名について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：3027）に関する2019年度中間清算について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄



構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：1-1）に関する2019年度中間清算について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：5177）に関する2019年度中間清算について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：12-1）に関する2019年度中間清算について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
出張の依頼について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
謝金支給基準の改正に伴う達の改正について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 30 20500331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（西日本旅客鉄道株式

会社）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「国立研究開発法人物質・材料研究機構　1700MPa級超高力ボルト接合技術研究会の設置につい

て」を廃止する達の制定について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（東亜建設工業株式会

社）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ　NIMS会員の指名について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（中日本高速道路株式

会社）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
身元保証書及び招聘理由書の発行について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
招へい理由書の発行について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会腐食データシート検討会）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会疲労データシート検討会）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会宇宙関連材料強度データシート検討会）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会クリープデータシート検討会）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
出張の依頼について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
招へい理由書及び身元保証書の発行について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
招へい理由書及び身元保証書の発行について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
出張の依頼について（NIMSインフラ構造材料スクール）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
出張の依頼について（早稲田大学　MOREAU Louis Etienne氏）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会腐食データシート検討会）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（京都大学大学院橋本

勝文特定講師）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
「身元保証書」および「在留資格変更許可申請書」の発行について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
出張の依頼について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
身元保証書及び招へい理由書の発行について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（大平洋製鋼：4912）に関する2019年度期末清算について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：3027）に関する2019年度期末清算について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：5177）に関する2019年度期末清算について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：1-1）に関する2019年度期末清算について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：12-1）に関する2019年度期末清算について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄



構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

新構造材料技術研究組合令和元年度第2回総会（臨時）の開催案内及び出欠確認書及び議決権行使

書の提出について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
身元保証書及び招へい理由書の発行について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
身元保証書及び招へい理由書の発行について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：3027）に関する2019年度期末清算について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：5177）に関する2019年度期末清算について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：1-1）に関する2019年度期末清算について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：12-1）に関する2019年度期末清算について

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」退会受取書について（日本化薬株式会社）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
検査業務の委託について（回答）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 3 20230331 電子 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」退会受取書について（株式会社コベルコ科研）

構造材料研究拠点/運営

室
20200401 5 20250331 紙 構造材料研究拠点運営室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
覚書

物質・材料研究機構、京都大学、東北大学と九州大学との間による「European Materials

Research Society 2019 Spring Meeting」への共同参画に関する覚書の締結について
事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
国立研究開発法人科学技術振興機構名義の使用許可申請について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
平成31年度「WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業」に係る業務委託契約の締結について

（「国際ナノアーキテクトニクス研究拠点（MANA）によるWPI事業推進」）
事務部門長 20200401 5 20250331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人インターンシップ生の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業 平成30年度世界トップレベル研究拠点プログラムフォローアップ結果について（通知） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人インターンシップ生の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人インターンシップ生の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
提出物 国立研究開発法人産業技術総合研究所技術研修申請書の提出について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 研究推進 委員会 第５８回動物実験委員会の開催について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
委嘱 客員研究者の委嘱について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
委嘱 動物実験委員会委員の委嘱について（依頼） 事務部門長 20200401 10 20300331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 招聘外国人研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人インターンシップ生の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書

物質・デバイス領域共同研究拠点基盤共同研究課題「二体分布関数による無機クラスターの全原子

配置の解明」に係る応諾書の提出について
事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 招聘外国人研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人インターンシップ生の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 招聘外国人研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 招聘外国人研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 招聘外国人研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 招聘外国人研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 招聘外国人研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄



国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 招聘外国人研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 招聘外国人研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 シンポジウム 謝金 講演謝金支給額について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 研究推進 委員会
人を対象とする研究の実施に関する規程に基づく統括研究管理者、ヒト由来試料・情報管理者及び

人を対象とする研究に関する倫理等委員会委員の指名について
事務部門長 20200401 10 20300331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
国立研究開発法人科学技術振興機構名義の使用について（回答） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
提出物

「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」等の遵守状況に関する調査への協力に

ついて
事務部門長 20200401 5 20230331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 研究推進 委員会 第58回動物実験委員会　実験計画書審議結果等の報告について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人インターンシップ生の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 職員の出張について（回答） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
世界トップレベル研究拠点プログラムに関するアウトリーチ活動への職員および研究者等の派遣に

ついて（回答）
事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
外来研究員（共同利用）の申請について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人研修生の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張依頼について（回答） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書

2019年度女子中高生の理系進路選択支援プログラム「理工系進学応援シンポジウム」及び「リケ

ジョサイエンス合宿」の講師について（回答）
事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張依頼について（回答） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人NIMSジュニア研究員候補者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人NIMSジュニア研究員候補者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
覚書

「大学院博士課程教育リーディングプログラム」におけるインターンシッププログラムに関する覚

書の締結について
事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人NIMSジュニア研究員候補者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人NIMSジュニア研究員候補者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人NIMSジュニア研究員候補者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人NIMSジュニア研究員候補者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 招聘外国人研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 招聘外国人研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 研究推進 委員会 研究実施申請の受理及び倫理等委員会への諮問について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人研修生の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄



国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人研修生の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 招聘外国人研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人インターンシップ生の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
武田科学振興財団外国人留学助成申請書の提出について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業

平成30年度WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業に係る委託費の額の確定及び返還命令に

ついて

（「国際ナノアーキテクトニクス研究拠点（MANA）によるWPI事業推進」）

事務部門長 20200401 5 20250331 紙 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業

平成30年度WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業に係る委託費の額の確定及び返還命令に

ついて

（「国際ナノアーキテクトニクス研究拠点（MANA）によるWPI事業推進」）

事務部門長 20200401 5 20250331 紙 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業

平成30年度WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業に係る委託費の額の確定及び返還命令に

ついて

（「国際ナノアーキテクトニクス研究拠点（MANA）によるWPI事業推進」）

事務部門長 20200401 5 20250331 紙 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 シンポジウム 謝金 講演謝金支給額について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 招聘外国人研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 研究推進 委員会 人を対象とする研究の実施承認に関する審議結果通知について(受付番号：人2019-01) 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外来研究者の受入証明について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類 拠点長達の改正について 事務部門長 20200401 30 20500331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張依頼について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 業績評価 表彰 一般財団法人丸文財団第23回（令和元年度）研究業績表彰候補者の推薦について 事務部門長 20200401 30 20500331 紙 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄



国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
覚書

東北大学、京都大学、九州大学と物質・材料研究機構との間による「European Materials

Research Society 2020 Spring Meeting」への共同参画に関する覚書の締結について
事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張依頼について（回答） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
平成31（2019）年度WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業における実施計画変更の要望

について（回答）
事務部門長 20200401 5 20250331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄



国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
平成31（2019）年度WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業における実施計画変更の要望

について（回答）
事務部門長 20200401 5 20250331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 招聘外国人研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人インターンシップ生の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人インターンシップ生および共同研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人外来研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
平成３１（２０１９）年度「WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業」に係る業務委託変更

契約の締結について
事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人NIMSジュニア研究員候補者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人NIMSジュニア研究員候補者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
委嘱 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点アドバイザーの委嘱について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人客員研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
世界トップレベル研究拠点プログラムに関するアウトリーチ活動への職員および研究者等の派遣に

ついて（回答）
事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人NIMSジュニア研究員候補者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
委嘱 博士学位請求論文の審査委員会委員の委嘱について（回答） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
受入研究員等申請・承認書について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
受入研究員等申請・承認書について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
特別研究員海外渡航届について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人客員研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人インターンシップ生の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人研修生の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人外来研究者の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
共同研究承諾書等の提出について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人研修生の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 外国人研修生の査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
査証 職員の外国出張に係る査証取得について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄



国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
同意書の締結について 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
令和２（2020）年度WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業に係る実施計画書の提出につい

て（回答）
事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業 令和元年度世界トップレベル研究拠点プログラムフォローアップ結果について（通知） 事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
平成31（2019）年度「WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業」に係る完了通知書の提出

について
事務部門長 20200401 5 20250331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
講習会 受講者から受講料を徴収する講習会等の開催について(構造解析) 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
講習会 受講者から受講料を徴収する講習会等の開催について(TEM） 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
講習会 受講者から受講料を徴収する講習会等の開催について(表面解析） 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
委嘱 2019年度国際標準化委員会 委員の追加委嘱について 山崎 祐子 20200401 3 2023-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
委嘱 2019年度国際標準化委員会 委員の追加委嘱について 山崎 祐子 20200401 3 2023-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
身元保証書 出張の依頼について(依頼)（井手本　康） 馬場 恵子 20200401 3 2023-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
講習会 受講者から受講料を徴収する講習会等の開催について(TEM上級コース） 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
身元保証書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について(DONG, ZHENCHAO) 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
委嘱 2019年度（令和元年度）NIMS国際標準化委員会 委員の追加委嘱について 山崎 祐子 20200401 3 2023-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
身元保証書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について(SHEN, DIANHONG) 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
身元保証書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（HUANG, YUYING） 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
身元保証書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（ZHANG, YI） 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
身元保証書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（REN, LINGLING） 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
身元保証書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（LI, ZHANPING） 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
身元保証書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（YAO,WENQING） 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
身元保証書 外国籍研究者の査証に係る身元保証書の提出について（ZHAO, LIXIA） 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
身元保証書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（LU, XINGHUA） 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
身元保証書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（CHEN, YUHANG） 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
身元保証書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について(ZHANG, ZENGMING) 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
身元保証書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について(DING, ZEJUN) 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
身元保証書 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について(HUANG, WENHAO) 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
身元保証書 生物遺伝資源提供同意書(第一種：非営利学術目的)の提出について(王  洪欣) 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
出張依頼 出張の依頼について(依頼)(須田聖一) 馬場 恵子 20200401 3 2023-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
出張依頼 出張の依頼について(依頼)(Rifki Yunanda) 馬場 恵子 20200401 3 2023-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
出張依頼 出張の依頼について(依頼)(須田 聖一) 馬場 恵子 20200401 3 2023-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
委嘱 2019年度国際標準化委員会 外部委員の追加委嘱について 山崎 祐子 20200401 3 2023-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
委嘱 令和２（2020）年度国際標準化委員会 委員の委嘱について 山崎 祐子 20200401 3 2023-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
講習会 受講者から受講料を徴収する講習会等の開催について(表面解析） 馬場 恵子 20200401 5 2025-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄



先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
委嘱 2020年度（令和2年度）NIMS国際標準化委員会 委員の追加委嘱について 山崎 祐子 20200401 3 2023-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点
先端材料解析研究拠点/

運営室
委嘱 2020年度（令和2年度）国際標準化委員会 外部委員の追加委嘱について 山崎 祐子 20200401 3 2023-03-31 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
共催等伺い 電子情報通信学会サービスコンピューティング研究会との共催について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
シンポジウム開催 「Japan Open Science Summit 2019」主催開催について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
出張 出張の依頼について（依頼）

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
証明書 外来研究員の受け入れに関する証明書（Convention）につきまして

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 3 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
証明書 外来研究員の到着に関する証明書（"Certificate of arrival"）につきまして

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 3 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
出張 職員の出張について(依頼）

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
証明書

外来研究員の研修終了に関する証明書（"Certificate of departure"及び"Certificate of arrival and

departure"）につきまして

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 3 20230331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
招聘 MRM2019の招聘について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
規程 材料データリポジトリの利用等に関する達の制定について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 30 20500331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
協定 知的財産プロデューサーの派遣に関する協定書について（回答）

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
委嘱 博士学位論文の審査委員会学外審査委員の委嘱について（回答）

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
協定 知的財産プロデューサーの派遣に関する協定書への押印について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
シンポジウム開催 The 7th Asian Materials Data Symposium主催について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
パートナーシップ関係 NIMS「データ駆動材料開発パートナーシップ」会員規約の制定について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
便宜供与 便宜供与について（依頼）

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
委嘱 京都大学　構造材料元素戦略研究拠点ユニット拠点教員の称号付与について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
パートナーシップ関係 NIMS　データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
パートナーシップ関係 NIMS　データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
パートナーシップ関係 NIMS　データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
規程

部門長達「国立研究開発法人物質・材料研究機構統合型材料開発・情報基盤部門情報統合型物質・

材料研究拠点MI2Iプロジェクト会議の設置について」を廃止する達の制定について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 30 20500331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
規程

部門長達「統合型材料開発・情報基盤部門情報統合型物質・材料研究拠点データプラットフォーム

専用サーバ室の電力使用量の記録・報告について」を廃止する達の制定について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 30 20500331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
規程

部門長達「統合型材料開発・情報基盤部門情報統合型物質・材料研究拠点データプラッ> トフォー

ム利用に関する達（別表）」を廃止する達の制定について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 30 20500331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
パートナーシップ関係 NIMS　データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
パートナーシップ関係 NIMS　データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
パートナーシップ関係 NIMS　データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
20200401 5 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム入会申込について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請（更新）について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄



情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請（更新）について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
所有権移転

【再委託】平成29年度委託費による取得資産の所有権移転について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

開発イニシアティブ」）（大学共同利用機関法人情報・システム研究機構）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請（更新）について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
共催等伺

第２回データ科学における予測と理解の両立を目指してー分かるとは何か？の北陸先端大への共催

申請

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
シンポジウム等開催 第２回MI2I・JAIST合同シンポジウム開催

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
委嘱手続き NIMS特別研究員・外来研究者の委嘱について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請（更新）について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
シンポジウム等開催 2019年度マテリアルズ・インフォマティクス　ハンズオンセミナーの開催申請

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張

MI^2I伝熱制御材料G、物質・材料記述基盤G、トポロジカル解析G、マテリアルズ探索G 研究進捗

報告会への出席について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
拠点人事

統合型材料開発・情報基盤部門情報統合型物質・材料研究拠点MI2Iプロジェクト会議の議員の指名

および指名解除について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請（更新）について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
他機関への依頼 第2回MI^2I・JAIST合同シンポジウムでの講演について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム入会申込について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 「コンソーシアム幹事会」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
研究報告

MI^2I伝熱制御材料G、物質・材料記述基盤G、トポロジカル解析G、マテリアルズ探索G 研究進捗

報告（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
共催等伺 ポスト「京」重点課題(7) 第5回シンポジウム協賛申請

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 ニオイセンサーシグナルの機械学習に関する研究打合せへの出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 「コンソーシアム幹事会」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄



情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 共同研究打ち合わせへの出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
受託経理

【受託】平成30年度委託事業実績報告書および年度報告書の提出について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

開発イニシアティブ」）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 「コンソーシアム幹事会」への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
申請手続き AIMaPへのDVD制作費用補助の申請と承諾書の発行について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム入会申込について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 ニオイセンサ―シグナルの機械学習に関する研究打ち合わせへの出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 「コンソーシアム幹事会」への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 共同研究打ち合わせへの出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請（更新）について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
委嘱手続き NIMS特別研究員・外来研究者の委嘱について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
他機関への依頼 第2回MI^2I・JAIST合同シンポジウムでの講演について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム入会申込について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張

「ハンズオンセミナー（（超入門コース）『Orange によるマテリアルズ・インフォマティクス入

門』　～とにかくやってみる！」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム入会申込について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
所有権移転

【再委託】

平成29年度委託費による取得資産の所有権移転について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張

「ハンズオンセミナー（（超入門コース）『Orange によるマテリアルズ・インフォマティクス入

門』　への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
共催等伺 第8回材料系ワークショップの協賛依頼

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
委嘱手続き NIMS特別研究員・外来研究者の委嘱について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
受託経理

【受託】平成30年度委託事業費にかかる精算額通知書について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

開発イニシアティブ」）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 「コンソーシアム幹事会」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄



情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
共催等伺 第3回兵庫県マテリアルズ・インフォマティクス講演会への主催申請

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
受託経理

【再委託】平成30年度委託事業費にかかる委託事業実績報告書について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

開発イニシアティブ」）（大学共同利用機関法人情報・システム研究機構）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
受託経理

【再委託】平成30年度委託事業費にかかる委託事業実績報告書について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

開発イニシアティブ」）（国立大学法人東京大学）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
共催等伺 PCoMSソフトウェア講習会への協賛依頼

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 ニオイセンサーシグナルの機械学習に関する研究打合せへの出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請（変更）について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 「コンソーシアム幹事会」への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員退会申請について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員退会申請について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
受託経理

【再委託】平成30年度委託事業費にかかる再委託費の額の確定について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

開発イニシアティブ」）（国立大学法人東京大学）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
受託経理

【再委託】平成30年度委託事業費にかかる再委託費の額の確定について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

開発イニシアティブ」）（大学共同利用機関法人情報・システム研究機構）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム入会申込について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
共催等伺 2019年度　MI2Iチュートリアル

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
共催等伺 2019年度MI2Iチュートリアル

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 ニオイセンサーシグナルの機械学習に関する研究打合せへの出席について（供覧）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 MI^２Iデータ科学G・磁石材料G・蓄電池材料G進捗報告会への出席について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム入会申込について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
共催等伺 PCoMS合宿セミナー2019への協賛依頼

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 MI^２Iデータ科学G・磁石材料G・蓄電池材料G進捗報告会への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請（変更）について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
申請手続き 令和元年度（第２回）知的財産プロデューサー派遣申込書発行について（SIP-MI）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄



情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
他機関への依頼 AIMaP「教材DVD検収業務のNIMS-MaDIS-CMI^2への委託について」（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 第16回日本熱電学会学術講演会への参加について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
共催等伺 第8回材料系ワークショップの協賛依頼

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請（変更）について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
シンポジウム等開催 COMBO for Windowsのハンズオンセミナー

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請（変更）について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
他機関への依頼

第10回 MI^2Iチュートリアルセミナー「マテリアルズ・インフォマティクスの基本原則と手順」で

の講演について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
他機関への依頼 第16回日本熱電学会学術講演会への参加について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
申請手続き 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書の発行について（土浦税務署）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
他機関への依頼 第80回応用物理学会秋季学術講演会への参加について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム入会申込について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
他機関への依頼

第10回チュートリアルセミナー「マテリアルズ・インフォマティクスの基本原則と手順」での講演

について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請（変更）について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
他機関への依頼 応用物理学会秋季学術講演会への参加について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム入会申込について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 「コンソーシアム幹事会」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 ニオイセンサーシグナルの機械学習に関する研究打合せへの出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄



情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
申請手続き 「知的財産プロデューサーの派遣に関する協定書」締結について（SIP-MI）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
他機関への依頼 第9回MI2Iフォーラムでの講演について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員退会申請について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム入会申込について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員退会申請について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
他機関への依頼

一般社団法人粉体粉末冶金協会 2019年度秋季大会（第124回講演大会）への参加について（依

頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
共催等伺 PCoMSシンポジウム＆計算物質科学スーパーコンピュータ共用事業報告会2019の協賛依頼

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 ニオイセンサーシグナルの機械学習に関する研究打合せへの出席について（供覧）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 「コンソーシアム幹事会」への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
他機関への依頼 第9回MI2Iフォーラムでの講演について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
他機関への依頼

一般社団法人粉体粉末冶金協会 2019年度秋季大会（第124回講演大会）への参加について（供

覧）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張

MI^2Ｉ伝熱制御材料G、物質・材料記述基盤G、トポロジカル解析G、蓄電池材料G 研究進捗報告

会の出席について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 MI2I磁石材料G、データ科学G、マテリアルズ探索G 研究進捗報告会へのご出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
他機関への依頼

The analysis and extension of interfacial thermal resistance (ITR) databaseについての打合せ

（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
実施報告 第１０回MI2Iチュートリアルセミナー共催等名義使用事業実施報告書 提出

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張

MI^2Ｉ伝熱制御材料G、物質・材料記述基盤G、トポロジカル解析G、蓄電池材料G 研究進捗報告

会の出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
他機関への依頼 第9回MI2Iフォーラムでの講演について（供覧）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請（変更）について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
他機関への依頼 第9回MI2Iフォーラムでの講演について（供覧）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請（変更）について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員退会申請について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム入会申込について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員退会申請について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 第9回MI２Iフォーラムでの発表および研究打合せへの出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄



情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
申請手続き 銀杏会館の不動産一時貸付申請及び許可書　提出

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 MI2I磁石材料G、データ科学G、マテリアルズ探索G 研究進捗報告会へのご出席について（供覧）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
他機関への依頼

The analysis and extension of interfacial thermal resistance (ITR) databaseについての打合せ

（供覧）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
委嘱手続き NIMS特別研究員・外来研究者の委嘱について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
所有権移転

【再委託】

平成30年度委託費による取得資産の所有権移転について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請（変更）について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 ニオイセンサーシグナルの機械学習に関する研究打合せへの出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
共催等伺 TOMBOハンズオン講習会の協賛依頼

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 MI2I「データ蓄積と定量化」意見交換会への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
DPF関係 データプラットフォーム利用申請（変更）について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張

MI^2I・元素戦略・ポスト京・計算物質科学コンソ・合同Working、及びMI^2I研究進捗報告会への

出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 イノベーションハブ構築支援事業 事後評価 面接評価会へのご出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 ニオイセンサーシグナルの機械学習に関する研究打合せへの出席について（供覧）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員退会申請について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 イノベーションハブ構築支援事業 事後評価 面接評価会へのご出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 合同Working、研究進捗報告会、及び第9回MI2Iフォーラムへの出席について（供覧）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
証明書 外国人研究者の査証申請にかかる招聘理由書及び身元保証書の発行について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 チュートリアルDVD提供の伺い

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
証明書 外国人研究者の査証申請にかかる招聘理由書及び身元保証書の発行について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
証明書 外国人研究者の査証申請に係る招聘理由及び身元保証書の発行について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会則の廃止について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 30 2050.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
共催等伺 第９回材料系ワークショップ（2020/2/17, 18）　協賛申請

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
証明書 外国人研究者の査証申請に係る招聘理由書及び身元保証書の発行

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
共催等伺 MI^2I最終報告会の主催申請

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 MI2I「データ蓄積と定量化」意見交換会への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 MI2I「最終報告会」（全体会議、兼フォーラム）への出席について（伺い）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄



情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
証明書 外国人研究者の査証申請に係る招聘理由書及び身元保証書の発行について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
証明書 外国人研究者の査証申請に係る招聘理由書及び身元保証書の発行について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張

MI^2I・元素戦略・ポスト京・計算物質科学コンソ・合同Working、及びMI^2I研究進捗報告会への

出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
証明書 外国人研究者の査証申請に係る招聘理由書及び身元保証書の発行について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
証明書 外国人研究者の査証申請に係る招聘理由書及び身元保証書の発行について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 MI^2Iコンソーシアム会員登録事項変更について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 マテリアルズインフォマティクスに関する研究打合せへの出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
証明書 外国人研究者の査証申請に係る招聘理由書及び身元保証書の発行について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
証明書 外国人研究者の査証申請に係る招聘理由書及び身元保証書の発行について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
申請手続き 企業リサーチパーク利用終了届の発行について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 MI2I「最終報告会」（全体会議、兼フォーラム）への出席について（伺い）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
共催等伺 PCoMS OpenMX Hands-on Seminar2020　協賛申請

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 10 2030.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
所有権移転

【再委託】

平成30年度委託費による取得資産の所有権移転について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 紙 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 MI2I最終報告会への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 応用物理学会への出席について（伺い）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張

MI^2I・元素戦略・ポスト京・計算物質科学コンソ・合同Working、及びMI^2I研究進捗報告会への

出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（依頼）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 教材CDの発送について（伺い）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 MI2I「最終報告会」（全体会議、兼フォーラム）への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張

MI^2I・元素戦略・ポスト京・計算物質科学コンソ・合同Working、及びMI^2I研究進捗報告会への

出席について（開催中止）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 マテリアルズインフォマティクスに関する研究打合せへの出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 応用物理学会への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 教材CD、及びDVDボックスの発送について（伺い）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 教材CDの発送について（伺い）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
依頼出張 「高熱伝導性高分子新規合成についての打合せ」への出席について（回答）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
評価 イノベーションハブ構築支援事業事後評価結果について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
申請手続き

「知的財産プロデューサーの派遣に関する協定書」締結について（SIP-MI、2020年度前半継続

分）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
コンソ入退会関係 「ＭＩ２Ｉコンソーシアム活動員等のＭＩ２Ｉ－ＤＰＦ試用手順について」の廃止について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 3 2023.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
規程制定 専用端末利用要領の廃止について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 30 2050.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄



情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
規程制定 データプラットフォーム利用要領の廃止について

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 30 2050.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

情報統合型物質・材料研究拠点
情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
教材提供伺 教材CDの発送について（伺い）

情報統合型物質・材料

研究拠点運営室
20200401 5 2025.3.31 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室

統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
DPFC DuraSpaceへの会員参加に伴う会費支出

材料データプラット

フォームセンター長 谷

藤 幹子

20200401 5 20250331 電子 文書決裁システム
材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
STAM

Science and Technology of Advanced Materials (STAM)編集委員会の構成および委員の委嘱につ

いて（依頼）

出版チームリーダー 菱

田俊一
20200401 5 20250331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
DPFC 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について(SONG, ZHILONG)

材料データプラット

フォームセンター長 谷

藤幹子

20200401 5 20250331 電子 文書決裁システム
材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
招聘 外国籍研究者の査証申請にかかる身元保証書の提出について

材料データ解析GL　吉

川英樹
20200401 5 20250331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
STAM STAM20周年記念シンポジウムおよび編集委員会の招聘について

出版チームリーダー 菱

田俊一
20200401 5 20250331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
STAM Science and Technology of Advanced Materials (STAM)編集委員会委員の委嘱について（依頼）

出版チームリーダー 菱

田俊一
20200401 5 20250331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
STAM Okinawa Colloids 2019 STAMセミナー講演について（依頼）

出版チームリーダー 菱

田俊一
20200401 5 20250331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
招聘 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（GAO,ZHAOSHUN)

材料データ解析GL　吉

川英樹
20200401 5 20250331 電子 文書決済システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
招聘 外国籍研究者の査証申請に係る身元保証書の提出について（LIU,XUN)

材料データ解析GL　吉

川英樹
20200401 5 20250331 電子 文書決済システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
図書 国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービスの利用申請書（変更）について

図書チームリーダー 小

野寺千栄
20200401 5 20250331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
招聘 客員研究者の招聘依頼について

材料データプラット

フォームセンター長 谷

藤幹子

20200401 3 20230331 電子 文書決裁システム
材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
招聘 客員研究者の招聘依頼について

材料データプラット

フォームセンター長 谷

藤幹子

20200401 3 20230331 電子 文書決裁システム
材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
DPFC 客員研究者の委嘱について（回答）

材料データプラット

フォームセンター長 谷

藤幹子

20200401 3 20230331 電子 文書決裁システム
材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
STAM

Science and Technology of Advanced Materials (STAM)編集委員会の構成および委員の委嘱につ

いて（依頼）

出版チームリーダー 菱

田俊一
20200401 5 20250331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
STAM Science and Technology of Advanced Materials (STAM)編集委員会の委嘱について（依頼）

出版チームリーダー 菱

田俊一
20200401 5 20250331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
DPFC 客員研究者の委嘱について（回答）松本裕治

材料データプラット

フォームセンター長 谷

藤幹子

20200401 3 20230331 電子 文書決裁システム
材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
STAM Science and Technology of Advanced Materials (STAM)編集委員会委員の委嘱について（依頼）

出版チームリーダー 菱

田俊一
20200401 5 20250331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

技術開発・共用部門
技術開発・共用部門 事

務統括室
外部有償利用 平成31年度 自主事業 作成部署 技術開発・共用部門 事務統括室 保存期間2025年3月31日

技術開発・共用部門 事

務統括室
20200401 5 20250331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門
技術開発・共用部門 事

務統括室
契約の締結等 平成31年度 契約の締結等(2) 作成部署 技術開発・共用部門事務統括室 保存期間 2030年3月31日

技術開発・共用部門 事

務統括室
20200401 10 20300331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門
技術開発・共用部門 事

務統括室
契約の締結等

平成31年度 契約の締結等(1) 作製部署 技術開発・共用部門 事務統括室 保存期間平成2025年3月31

日

技術開発・共用部門 事

務統括室
20200401 5 20250331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門
技術開発・共用部門 事

務統括室
出張依頼(依頼と回答） 平成31年度 出張の依頼等 作製部署 技術開発・共用部門 事務統括室 保存期間平成2025年3月31日

技術開発・共用部門 事

務統括室
20200401 5 20250331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門
技術開発・共用部門 事

務統括室
業務命令書 平成31年度 業務命令書資料 作成部署 技術開発・共用部門事務統括室 保存期間 2050年3月31日

技術開発・共用部門 事

務統括室
20200401 30 20500331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門
技術開発・共用部門 事

務統括室
共同研究届 平成31年度 共同研究関連 作製部署 技術開発・共用部門 事務統括室 保存期間2025年3月31日

技術開発・共用部門 事

務統括室
20200401 5 20250331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門
技術開発・共用部門 事

務統括室
講習会の開催等 平成31年度 講習会の開催等 作製部署 技術開発・共用部門 事務統括室 保存期間2025年3月31日

技術開発・共用部門 事

務統括室
20200401 5 20250331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門
技術開発・共用部門 事

務統括室
GaN評価研究基盤関連

平成31年度 窒化ガリウム評価基盤領域関連 作製部署 技術開発・共用部門 事務統括室 保存期間

2025年3月31日

技術開発・共用部門 事

務統括室
20200401 5 20250331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門
技術開発・共用部門 事

務統括室
部門長達関連 平成31年度 部門長達資料 作成部署 技術開発・共用部門事務統括室 保存期間 2050年3月31日

技術開発・共用部門 事

務統括室
20200401 30 20500331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門
技術開発・共用部門 事

務統括室
委員の委嘱

令和2年度 外部への委嘱依頼等資料 作成部署 技術開発・共用部門事務統括室 保存期間 2025年3月

31日2025年３月31日

技術開発・共用部門 事

務統括室
20200401 5 20250331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門
技術開発・共用部門 事

務統括室
動物実験関係

平成31年度 動物実験委員会関連 作成部署 技術開発・共用部門 事務統括室 保存期間2025年3月31

日

技術開発・共用部門 事

務統括室
20200401 5 20250331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼 第18回ナノテクノロジー総合シンポジウム組織委員の委嘱について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼 第18回ナノテクノロジー総合シンポジウムプログラム委員の委嘱について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄



技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

選考結果
「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム令和元年度学生研修プログラム」選考結果につい

て

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼 第18回ナノテクノロジー総合シンポジウム プログラム委員会への出席について（依頼）

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼
令和元年度文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム学生研修・米国NNCI施設利用研修プロ

グラム成果発表会への出席について（依頼）

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼 令和元年度秀でた利用成果及び技術スタッフ表彰選定委員の委嘱について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

その他
令和元年度文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム学生研修・米国NNCI施設利用研修プロ

グラム修了証書の発行について

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

講演依頼
令和元年度　文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム利用成果発表会への出席について（依

頼）

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

その他
ナノテクノロジープラットフォーム・秀でた利用成果選定委員会、技術スタッフ表彰委員会及び職

能名称付与委員会の設置について

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 令和元年度「職能名称付与委員会委員」の委

嘱について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

講演依頼
第18回ナノテクノロジー総合シンポジウムにおける海外有識者講演謝金及び招聘旅費格付けについ

て(Prof. Daniel Herr)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

表彰 令和元年度技術スタッフ職能名称付与に係る証書の発行について

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼
「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム令和元年度技術スタッフ表彰」表彰式への出席及

びポスター発表について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

講演依頼 第18回ナノテクノロジー総合シンポジウムにおける講演について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

講演依頼
ナノテクノロジープラットフォーム令和元年度「秀でた利用成果」表彰式への出席、秀でた利用成

果発表会での講演及びポスター展示説明員について（依頼）

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

表彰
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム令和元年度秀でた利用成果/技術スタッフ表彰・表

彰状の発行について

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

選考結果 令和２年度米国NNCI施設利用研修プログラム選考結果について(通知)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20200401 3 20230331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

微細構造解析プラットフォーム事務局
微細構造解析プラット

フォーム事務局
申請者リスト

個人情報ファイル関係

R1年度　微細構造解析プラットフォーム申請者リスト　電子

微細構造解析プラット

フォーム事務局
20200401 5 20230331 電子 微細構造解析プラットフォーム事務局

微細構造解析プラット

フォーム事務局
廃棄

令和２年度（2020）

秘書室 規程類 理事長決定 理事の特命業務について（令和２年４月１日） 秘書室 20210401 30 20510331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 規程類 理事長決定 理事長特別参与、審議役及び理事長特別補佐の業務について（令和２年４月１日付） 秘書室 20210401 30 20510331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 会議 役員等懇談会 役員等懇談会の開催について（令和２年４月） 秘書室 20210401 30 20510331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 規程類 理事長決定 理事の特命業務について（令和２年５月１日） 秘書室 20210401 30 20510331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 規程類 理事長決定 理事長特別参与、審議役、執行役及び理事長特別補佐の業務について（令和２年５月１日付） 秘書室 20210401 30 20510331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 会議 役員等懇談会 役員等懇談会の開催について（令和２年５月１日付） 秘書室 20210401 30 20510331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 規程類 理事長決定 理事長特別参与、審議役及び理事長特別補佐の業務について（令和２年８月３日付） 秘書室 20210401 30 20510331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 規程類 理事長決定 理事長特別参与、審議役及び理事長特別補佐の業務について（令和２年１２月２２日付） 秘書室 20210401 30 20510331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 規程類 理事長決定 理事長特別参与、審議役及び理事長特別補佐の業務について（令和３年２月１日付） 秘書室 20210401 30 20510331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

秘書室 規程類 理事長決定
 	

理事長特別参与、審議役及び理事長特別補佐の業務について（令和３年２月１日付）
秘書室 20210401 30 20510331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

監査室 監査室 個人情報 科学関連法人監査連絡会法人名簿 監査室長 20210401 5 20260331 電子 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 令和2年度第4四半期における監査活動報告 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 安全保障輸出管理制度の実施状況に係る内部監査結果について 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 法人文書の管理状況に係る内部監査結果について 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 保有個人情報の管理状況に係る内部監査結果について 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄



監査室 監査室 会計監査
平成３１（令和元）年度に経費管理を行った公的研究資金（外部資金）に係る内部監査結果につい

て
監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 内部統制の推進状況に係る内部監査結果について 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 「情報セキュリティへの取組状況について」に係る内部監査の結果について 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査
「平成３１（令和元）年度に実施した特殊な役務の検収状況について」に係る内部監査結果につい

て
監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 令和2年度第3四半期における監査活動報告 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 その他 令和３年次会計実地検査１月（第４局） 監査室長 20210401 5 20260331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 その他 会計検査院の検査に関する情報の取り扱いについて（依頼） 監査室長 20210401 5 20260331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 その他 会計実地検査時等における綱紀粛正に関する協力依頼について 監査室長 20210401 5 20260331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査計画 令和２年度内部監査計画の変更について 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査 「平成３１（令和元）年度に実施された特例随意契約について」に係る内部監査結果について 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 令和2年度第2四半期における監査活動報告 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 環境報告書２０２０に係る内部監査結果について 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査 平成３１（令和元）年度に交付を受けている科学研究費補助金に係る内部監査結果について 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 講習会等 第３９回政府出資法人等内部監査業務講習会の開催について（回答） 監査室長 20210401 5 20260331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査計画 令和２年度内部監査計画の変更について 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 令和2年度第1四半期における監査活動等報告 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 計算証明 業務実績等報告書の提出について 監査室長 20210401 5 20260331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 計算証明 年度計画の提出について 監査室長 20210401 5 20260331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査 平成31年度文部科学省共済組合物質・材料研究機構支部の運営状況にかかる内部監査結果について 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査計画 令和２年度内部監査計画の策定について 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 平成31年度（令和元年度）第4四半期における監査活動等報告 監査室長 20210401 10 20310331 紙 監査室 監査室 廃棄



監事室 監事室 個人情報 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会名簿 監事室長 20210401 5 20260331 電子 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 個人情報 契約監視員会委員名簿 監事室長 20210401 5 20260331 電子 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 監事業務 理事長・理事の職務執行確認書 監事室長 20210401 10 20310331 紙 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 物質・材料研究機構契約監視委員会⑭（令和２年度） 監事室長 20210401 10 20310331 紙 監事室 監事室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 個人情報 個人情報ファイル 内部統制推進室長 20210401 5 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 コンプライアンス コンプライアンス 内部統制推進室長 20210401 10 20310331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 ハラスメント防止 ハラスメント防止 内部統制推進室長 20210401 10 20310331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 リスクマネジメント リスクマネジメント 内部統制推進室長 20210401 10 20310331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 業務フロー・マニュアル 内部統制推進室長 20210401 10 20310331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 少額契約の執行に係る確認 内部統制推進室長 20210401 3 20240331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 研究不正防止 研究不正防止 内部統制推進室長 20210401 10 20310331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 研究費不正使用防止 研究費不正使用防止 内部統制推進室長 20210401 10 20310331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 内部統制委員会 内部統制推進室長 20210401 10 20310331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 利益相反マネジメント 利益相反マネジメント 内部統制推進室長 20210401 10 20310331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 研修・啓発 コンプライアンス研修・セミナー・規程 内部統制推進室長 20210401 5 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 コンプライアンス 同意書 内部統制推進室長 20210401 10 20310331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 申請書一覧及び統計データ 内部統制推進室長 20210401 10 20310331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 内部教育資料（研修・講習会等） 内部統制推進室長 20210401 3 20230331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 所管事項説明資料 内部統制推進室長 20210401 3 20230331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 管理責任者の一覧表（R2年度） 内部統制推進室長 20210401 3 20230331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 内部監査資料（R2年度_各管理責任者宛依頼） 内部統制推進室長 20210401 5 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 監査室の監査資料（R2年度） 内部統制推進室長 20210401 5 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 監事監査計画資料（H29年度） 内部統制推進室長 20210401 5 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 文書管理の実地調査（H28、H29年度） 内部統制推進室長 20210401 5 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 リスク調査資料（H29年度） 内部統制推進室長 20210401 10 20310331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 資産登録データの該非結果に関する資料 内部統制推進室長 20210401 10 20310331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 他部署からの相談対応、懸念事項に関する資料（R2年度） 内部統制推進室長 20210401 3 20230331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 国立研究開発法人輸出管理担当者ネットワークに関する資料 内部統制推進室長 20210401 3 20230331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 他法人の輸出管理の取組状況等に関する資料 内部統制推進室長 20210401 5 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 特別専門職の公募・採用に関する資料 内部統制推進室長 20210401 5 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 予算要求・執行の資料（R2年度） 内部統制推進室長 20210401 5 20260331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 申請書（該非判定書・審査票）（R2年度） 内部統制推進室長 20210401 10 20310331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄



内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 海外からの委員委嘱における技術提供・輸出管理チェックシート（R2年度） 内部統制推進室長 20210401 10 20310331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）の一部改正について 内部統制推進室長 20210401 30 20510331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 輸出管理内部規程の内容変更届について 内部統制推進室長 20210401 30 20510331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 「輸出者等概要・自己管理チェックリスト」の届出について 内部統制推進室長 20210401 10 20310331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）の一部改正について 内部統制推進室長 20210401 30 20510331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他 経済産業省行政事務研修員の研修状況について（令和２年１月～３月分） 経営戦略室 20210401 5 20260331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他 経済産業省行政事務研修員の研修状況について（令和元年１０月～１２月分） 経営戦略室 20210401 5 20260331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 第１９期事業年度における業務実績等報告書の提出について 経営戦略室 20210401 30 20510331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 資源配分 競争的資金に係る間接経費執行実績報告書（2019年度）の提出について 経営戦略室 20210401 5 20260331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱 センサ・アクチュエータ研究開発プロジェクト（CFSN)ピアレビューア就任依頼 経営戦略室 20210401 5 20260331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱 2020年度量子マテリアル研究ピアレビューア就任依頼 経営戦略室 20210401 5 20260331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 令和元年度における業務の実績に関する評価の結果について 経営戦略室 20210401 10 20310331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱
国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS）「第5期中長期計画の検討に向けた有識者ワーキン

ググループ」委員委嘱について
経営戦略室 20210401 5 20260331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 その他
SIP第2期研究拠点現地調査（統合型材料開発システムによるマテリアル革命）への出張依頼につい

て（回答）
経営戦略室 20210401 5 20260331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構 令和2年度年度計画変更の届出について 経営戦略室 20210401 30 20510331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱
国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS）「第5期中長期計画の検討に向けた有識者ワーキン

ググループ」委員委嘱について
経営戦略室 20210401 5 20260331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構　業務方法書変更の認可申請について 経営戦略室 20210401 30 20510331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画
国立研究開発法人物質・材料研究機構の中長期目標を達成するための計画（中長期計画）の変更の

認可申請について
経営戦略室 20210401 30 20510331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構 令和3年度年度計画の届出について 経営戦略室 20210401 30 20510331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄



経営企画部門 広報室 個人情報 個人情報ファイル関係 広報室長 20210401 5 20260331 電子 広報室 広報室 廃棄

経営企画部門 広報室 広報室 ２０２０年　文書決裁（後援依頼等） 広報室長 20210401 5 20260331 紙 広報室 広報室 廃棄

経営企画部門 広報室 広報室 ２０２０年　プレス発表申請書 広報室長 20210401 3 20240331 電子 広報室 広報室 廃棄

若手国際研究センター 個人情報保護 個人情報 個人情報ファイル関係
若手国際研究センター

長
20210401 －

電子

・紙
若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター 規程類 部門長達
国立研究開発法人物質・材料研究機構グローバル中核部門若手国際研究センターICYS研究員採用

要領の制定について

若手国際研究センター

長
20210401 30 20510331 電子 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター 規程類 部門長達
国立研究開発法人物質・材料研究機構グローバル中核部門若手国際研究センター メンターの設置

について

若手国際研究センター

長
20210401 30 20510331 電子 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター ICYS研究員 査証 海外からの着任者（ICYS研究員）の査証申請・入国に必要な誓約書の発行について
若手国際研究センター

長
20210401 5 20260331 電子 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター ICYS研究員 査証 海外から着任するICYS研究員の査証申請・入国に必要な誓約書の再発行について
若手国際研究センター

長
20210401 5 20260331 電子 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター ICYS研究員 部門長達 若手国際研究センターICYS研究員採用要領の改正について
若手国際研究センター

長
20210401 30 20510331 電子 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター ICYS研究員 研究 物品再利用公募の省略について
若手国際研究センター

長
20210401 5 20260331 電子 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 個人情報 個人情報ファイル関係 グローバル連携室 20210401 － 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 規定類 学術連携センター運営実施要領の改正について 学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和2年度JSPS外国人再招へい研究者（BRIDGE Fellow）の受入について（依頼） 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和2年度JSPS外国人再招へい研究者（BRIDGE Fellow）の受入について（依頼） 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和2度日本学術振興会外国人招へい研究者（短期第2回）申請について 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間)
国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（Egyptian Liver Research Institute and

Hospital）
学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘
令和2（2020）年度外国人研究者招へい事業　外国人特別研究員（JSPSサマー・プログラム）の採

用について（通知）
学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 その他 次世代放射光施設コウリションメンバー加入意向表明について 学術連携係 20210401 10 20310331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS WEEK 東京国際フォーラム施設利用申込について 学術連携係 20210401 10 20310331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（University of Pennsylvania） 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和2度日本学術振興会外国人招へい研究者（短期第2回）申請について 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 その他 国際マテリアルズイノベーション研究教育推進コンソーシアム入会申込について 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国際連携大学院協定の締結について（国立成功大学） 学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国際連携大学院協定の締結について（国立交通大学） 学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 機関間MOU（更新）の締結について（国立成功大学） 学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 機関間MOU（新規）の締結について（国立交通大学） 学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 連携・協力に関する協定の締結について（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構） 学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS WEEK 東京国際フォーラム施設利用取消届の提出について 学術連携係 20210401 10 20310331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（University of Burgundy） 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国際連携大学院協定の更新について（ワルシャワ工科大学） 学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 学術連携センター契約の更新について（NIMS-国立台湾大学連携研究センター） 学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和3度日本学術振興会外国人招へい研究者（短期第1回）申請について 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄



グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘
令和2（2020年度）日本学術振興会外国人研究者招へい事業 外国人招へい研究者（短期第2回）の

採用について（通知）
学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘
令和2（2020年度）日本学術振興会外国人研究者招へい事業 外国人招へい研究者（短期第2回）の

採用について（通知）
学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和3度日本学術振興会外国人招へい研究者（長期）申請について 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国際連携大学院協定の締結について（ソウル大学） 学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS WEEK 東京国際フォーラム利用料金還付申請書の提出について 学術連携係 20210401 10 20310331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS WEEK 東京国際フォーラム利用料金還付申請書の提出について 学術連携係 20210401 10 20310331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS WEEK NIMS WEEK2020 NIMS Award受賞者候補への受賞通知について 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間)
国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（The Institute of Macromolecular Chemistry,

The Czech Academy of Sciences）
学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘
令和2（2020）年度外国人研究者招へい事業　外国人招へい研究者の特例措置（来日期限延長）に

ついて（通知）
学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和3（2021）年度日本学術振興会外国人招へい研究者（長期）採用結果について（通知） 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和3（2021）年度日本学術振興会外国人招へい研究者（短期第1回）採用結果について（通知） 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 機関間MOU（更新）の締結について（フィリピン大学） 学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘
令和2（2020）年度JSPS外国人再招へい研究者（BRIDGE Fellow）の特例措置（来日期限延長）に

ついて（通知）
学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 機関間MOU(更新)の締結について（レンヌ第1大学） 学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 その他 2021-2023 MOST-NIMS共同研究支援プロジェクト選考結果に係る合意書について 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（タイAMED, NSTDA） 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 IAM NIMS国際アドバイザリーミーティング委員の委嘱について(案) 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の停止について（Xi'an Jiaotong University） 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（Max Planck Institute for Polymer Research） 学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 規定類 国立研究開発法人物質・材料研究機構学術連携センター運営実施要領の一部改正について 学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 その他 次世代放射光施設コウリションメンバー加入に係る覚書の締結について 学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間)
国立大学法人横浜国立大学大学院工学研究院及び大学院理工学府の教育研究に対する連携・協力に

関する協定の締結について(改訂)
学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 連携・協力に関する協定書の更新について（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構） 学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間)
国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（University of Chemistry and Technology,

Prague）
学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘
令和2（2020）年度外国人研究者招へい事業　外国人特別研究員（JSPSサマー・プログラム）採用

辞退について
学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 連携・協力に関する協定書の更新について（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構） 学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 その他
令和3年度「国立研究開発法人物質・材料研究機構における派遣研究教員」候補者について（通

知）
学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘
令和3（2021）年度外国人研究者招へい事業　外国人特別研究員（JSPSサマー・プログラム）への

参加承認について（通知）
学術連携係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間)
学術連携センター契約の締結について（NIMS-インド工科大学ハイデラバード校連携研究セン

ター）
学術連携係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMSジュニア
令和2年度9月入学NIMSジュニア研究員採用候補者の決定について（NIMS連携大学院に所属する

者に限る）
大学院係 20210401 30 20510331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMSジュニア
令和2年度10月入学NIMSジュニア研究員採用候補者の決定について（NIMS連携大学院に所属する

者に限る）
大学院係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS連携大学院 NIMS連携大学院生立替制度　立替決定通知書の発行について（北海道大学大学院） 大学院係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄



グローバル中核部門 グローバル連携室 出張 九州大学大学院工学研究院からの出張依頼について 大学院係 20210401 3 20240331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 出張 出張の依頼について 大学院係 20210401 3 20240331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 国際連携大学院 国際連携大学院生の査証書類 大学院係 20210401 3 20240331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS連携大学院 NIMS連携大学院生立替制度　立替決定通知書の発行について（筑波大学大学院） 大学院係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 国際連携大学院 国際連携大学院協定に基づき受入れる大学院生と受入研究者の最終候補者の決定について 大学院係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMSジュニア
令和3年度NIMSジュニア研究員再契約候補者の決定について（国内NIMS連携大学院に所属する者

に限る）
大学院係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMSジュニア
令和3年度新規NIMSジュニア研究員候補者の決定について（NIMS連携大学院に所属する者に限

る）
大学院係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 招聘 国立研究開発法人物質・材料研究機構招聘手続要領の改正について グローバル人材支援係 20210401 5 20260331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 外国人研究者支援 外国人研究者宿舎廃止に関する要望書提出について グローバル人材支援係 20210401 10 20310331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 外国人研究者支援 外国人研究者宿舎廃止に関する連名要望書提出について グローバル人材支援係 20210401 10 20310331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

人材部門 人材開発室 個人情報 個人情報ファイル関係 人材開発室長 20210401 5 20250331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 評価 令和元年エンジニア職評価について 人材開発室 20210401 30 20510331 紙 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 庶務 第49回会計事務職員契約管理研修生の決定通知について 人材開発室 20210401 3 20240331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 庶務 定年制研究職採用の条件に係る文書発行について 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 育児介護中支援制度実施要領の改正について 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 シニア研究者向けキャリア支援制度実施要領の改正について 人材開発室 20210401 10 20310331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 研修 令和2年度筑波大学階層別研修（昇任時）の受講者受入見送りについて（通知） 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 委員指名 研究職人事評価制度ワーキンググループ委員の指名について 人材開発室 20210401 5 20260331 紙 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 委員指名 定年制職員人事評価制度検討会委員の指名について 人材開発室 20210401 5 20260331 紙 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 「任期制職員の産前産後休暇取得期間中の人件費支援制度実施要領」の制定について 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 在外研究員 令和２年度物質・材料研究機構在外研究員派遣通知について 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 委員指名 エンジニア職人事評価制度ワーキンググループ委員の指名について 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 研究職職員に係る個人業績評価実施要領の改定について（2020年評価適用） 人材開発室 20210401 30 20510331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 研究職職員に係る個人業績評価実施要領の改訂について（2020年評価適用版） 人材開発室 20210401 30 20510331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 庶務 令和２年度「企業を成長に導く女性活躍推進セミナー（オンライン）」開催について（ご案内） 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 委員指名 職員研修制度検討委員会委員の指名について 人材開発室 20210401 3 20240331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 卓越研究員 令和2年度科学技術人材育成費補助事業「卓越研究員事業」における卓越研究員の決定について 人材開発室 20210401 10 20310331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 委員指名 男女共同参画委員会の委員の指名について 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 育児介護中支援制度実施要領の改正について 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室
シニア研究者向けキャ

リア支援

2020年及び2021年度シニア研究者向けキャリア支援制度（第2号キャリア支援）の登録通知につい

て
人材開発室 20210401 10 20310331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 再チャレンジ支援制度実施要領の改正について 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 エンジニア職職員に係る職員評価実施要領の改定について 人材開発室 20210401 30 20510331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄



人材部門 人材開発室 研修 株式会社タイムへの「講演依頼書」提出について 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 研究職職員に係る個人業績評価実施要領の改定について（2021年評価適用版） 人材開発室 20210401 30 20510331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 独立研究者 独立研究者に対するメンターの指名について 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 評価 2021年エンジニア職員の業務目標指針の設定について 人材開発室 20210401 30 20510331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 特命エンジニアの選任等に係る運用実施要領の制定について 人材開発室 20210401 30 20510331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 研修 男女共同参画セミナー講師派遣発注について 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 併任 2021年度シニア研究者向けキャリア支援制度による併任先の通知について 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 評価
令和2年度に実施したエンジニア職員の職員評価に基づく再雇用時の処遇に係る審査の通知につい

て
人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 独立研究者 独立研究者に対するメンターの指名について 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 在外研究員 令和２年度物質・材料研究機構在外研究員派遣通知について 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 特命エンジニアの選任等に係る運用実施要領の改正について 人材開発室 20210401 30 20510331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 評価 定年制エンジニア職員（満55歳職員）の順位の目安に係る通知書の発行について 人材開発室 20210401 10 20310331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 在外研究員派遣制度事務手続要領の改正について 人材開発室 20210401 30 20510331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 在外研究員派遣制度選考要領の改正について 人材開発室 20210401 30 20510331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 在外研究員派遣制度実施要領の改正について 人材開発室 20210401 30 20510331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 庶務 第50回会計事務職員契約管理研修生の推薦依頼について（回答） 人材開発室 20210401 3 20240331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 併任 2021年度シニア研究者向けキャリア支援制度による併任先の通知について（追加） 人材開発室 20210401 5 20260331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 評価 令和2年（2020年）エンジニア職評価について 人材開発室 20210401 30 20510331 電子 人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人事室 出向 令和２年度出向関係 人事室長代理 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（令和2年度） 人事室人事第１係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（R2年度①） 人事室人事第１係 20210401 5 20260331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（R2年度②） 人事室人事第１係 20210401 5 20260331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（R2年度③） 人事室人事第１係 20210401 5 20260331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（R2年度④） 人事室人事第１係 20210401 5 20260331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（R2年度⑤） 人事室人事第１係 20210401 5 20260331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（R2年度⑥） 人事室人事第１係 20210401 5 20260331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 指定研 指定研究所関係届出 人事室人事第１係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 就業区分関係 人事室人事第１係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 令和3年度昇格審査関係 人事室人事第１係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 健康診断結果報告書について 健康管理係 20210401 10 20310331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 健康診断結果報告書について 健康管理係 20210401 10 20310331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 献血のご協力について（依頼） 健康管理係 20210401 10 20310331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 健康管理係 インフルエンザ予防接種実施について 健康管理係 20210401 10 20310331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 健康診断結果報告書について 健康管理係 20210401 10 20310331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 ストレスチェック実施結果報告書について 健康管理係 20210401 10 20310331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 国立研究開発法人物質・材料研究機構産業医就任のお願い 健康管理係 20210401 10 20310331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 健康診断結果報告書について 健康管理係 20210401 10 20310331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 健康診断結果報告書について 健康管理係 20210401 10 20310331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 献血のご協力について（依頼」 健康管理係 20210401 10 20310331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 献血のご協力について（依頼） 健康管理係 20210401 10 20310331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 新型コロナウイルス感染症対策本部事務、機構対応方針等 健康管理係 20210401 10 20310331 紙 人事室 人事室 移管

人材部門 人事室 給与労務 労基署規程等届出　No.30　2020年度 給与労務係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 組合関係　No.12　2020年度 給与労務係 20210401 10 20310331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 過半数代表者関係　No.4　2020年度 給与労務係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者災害補償　No.5　2020年度 給与労務係 20210401 10 20310331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 所得税　No.4　2020年度 給与労務係 20210401 10 20310331 紙
人事室および文書決裁システ

ム
人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 調査関係　2020年度 給与労務係 20210401 10 20310331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 租税条約　No.1　2020年度 給与労務係 20210401 5 20260331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和２年３月分） 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和２年４月分） 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和２年５月分） 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 食堂 給食施設状況報告書の提出について 人事室福利厚生係 20210401 10 20310331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労働保険 労働保険、概算・確定保険料申告書の提出について 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 社会保険 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届等の提出について 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 退職者向け年金制度説明会に係る講師の派遣について（依頼） 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和２年７月分） 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 講師の派遣について 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和２年８月分） 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 社会保険 定期健康診断結果の提供について（回答） 人事室福利厚生係 20210401 5 20260331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 個人型確定拠出年金　第二号加入者の届出書の提出について 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 派遣講師の変更について 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 派遣講師の変更について 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 国家公務員宿舎の必要戸数の提出について（回答） 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和２年１０月分） 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 社会保険 健康保険被扶養者状況リストの提出について 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和２年１１月分） 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 宿舎の経年及び入居状況調書等の提出について（回答） 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和２年１２月分） 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和３年１月分） 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和３年２月分） 人事室福利厚生係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 継続長期組合員資格取得届出書の提出について 人事室福利厚生係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 クロアポ・特定分野業務員（令和２年度） 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 無期労働契約関連（令和２年度） 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 無期労働契約関連（令和２年度） 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 特命研究員（令和２年度） 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和２年度アドバイザー等 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和２年度度兼業依頼状・委嘱依頼状 人事室人事第２係 20210401 3 20240331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和２年度度兼業依頼状・委嘱依頼状 人事室人事第２係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和２年度客員研究者等承認願① 人事室人事第２係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和２年度客員研究者等承認願② 人事室人事第２係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和２年度客員研究者等承認願③ 人事室人事第２係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和２年度客員研究者等承認願④ 人事室人事第２係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和２年客員研究者等延長・短縮願① 人事室人事第２係 20210401 3 20240331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2020年度任期制職員採用手続き（4月～） 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2020年度任期制職員採用手続き（6月～） 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2020年度任期制職員採用手続き（7月～） 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2020年度任期制職員採用手続き（9月～） 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2020年度任期制職員採用手続き（10月～） 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2020年度任期制職員採用手続き（12月～） 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2020年度任期制職員採用手続き（1月～） 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2020年度任期制職員採用手続き（2月～）① 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2020年度任期制職員採用手続き（2月～）② 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2020年度任期制職員採用手続き（2月～）③ 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2020年度任期制職員採用手続き（2月～）④ 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2020年度任期制職員採用手続き（2月～）⑤ 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2020年度任期制職員採用手続き（3月～） 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 服務 雇止め予告通知書について(2020年度） 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 雇止め予告通知書について(2020年度） 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 要領等の改正について 人事室人事第２係 20210401 30 20510331 電子 人事室 人事室 廃棄

総務部門 総務室 その他 NHK放送受信契約書の提出について 総務室/総務係 20210401 5 20260331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 情報セキュリティ 国立研究開発法人物質・材料研究機構情報セキュリティ委員会委員の指名について 総務室/総務係 20210401 10 20310331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 情報セキュリティ 統括情報セキュリティ責任者及びCSIRT責任者の指名について 総務室/総務係 20210401 10 20310331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 情報セキュリティ 国立研究開発法人物質・材料研究機構情報セキュリティ監査責任者の指名について 総務室/総務係 20210401 10 20310331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 研究者会議 令和2年度研究者会議議長、副議長の指名について 総務室/総務係 20210401 5 20260331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他 郵便物等料金返還請求書兼受領証の提出について 総務室/総務係 20210401 5 20260331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 定年制職員給与規程等の届出について 総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟
国立研究開発法人物質・材料研究機構を被上訴人とする訴訟の第二審判決及び確定について（法務

大臣への報告）
総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟
国立研究開発法人物質・材料研究機構を関係者とする訴訟の第一審判決について（法務大臣への報

告）
総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 回答 令和元年度法人文書の管理の状況調査ついて（回答） 総務室/文書係 20210401 10 20310331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 国立研究開発法人物質・材料研究機構を被上訴人とする訴訟に関する法務大臣への報告について 総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について 総務室/総務係 20210401 5 20260331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 国立研究開発法人物質・材料研究機構文書取扱要領（総務部門長達）の一部改正について 総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について 総務室/総務係 20210401 5 20260331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 情報公開 独立行政法人等情報公開法の施行状況調査について（回答） 総務室/総務係 20210401 10 20310331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 個人情報 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行状況調査について（回答） 総務室/総務係 20210401 10 20310331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 情報セキュリティ 国立研究開発法人物質・材料研究機構情報セキュリティ監査責任者の指名及び指名解除について 総務室/総務係 20210401 10 20310331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 任期制職員給与規程の届出について 総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について 総務室/総務係 20210401 5 20260331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 回答 独立行政法人国立公文書館への移管を想定する法人文書ファイル等の有無について（回答） 総務室/文書係 20210401 10 20310331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 定年制職員給与規程等の届出について 総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他 国際スピード郵便（EMS）発送証明書の発行について 総務室/総務係 20210401 10 20310331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他 NHK放送受信契約書の提出について 総務室/総務係 20210401 5 20260331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 商業登記に基づく電子証明書発行申請について 総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について 総務室/総務係 20210401 5 20260331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第六条の三第二項に基づく報

告について
総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 国立研究開発法人物質・材料研究機構を上訴人とする訴訟の結果及び確定について（報告） 総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 国立研究開発法人物質・材料研究機構を第三人とする訴訟の結果及び確定について（報告） 総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他
2021年度年間契約「役員賠償責任保険」に係る告知事項申告書（独立行政法人向け）の提出につ

いて
総務部門/総務室 20210401 3 20240331 電子 総務室 総務室 廃棄



総務部門 総務室 訴訟 国立研究開発法人物質・材料研究機構を原告とする無効審判審決取消訴訟の提起について（報告） 総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について 総務室/総務係 20210401 5 20260331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他 音響信号（バリアフリー対応信号）等設置の要望書について 総務室/総務係 20210401 10 20310331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他 東日本大震災十周年追悼式の当日における弔意表明について（通知） 総務室/総務係 20210401 10 20310331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他 理事長車に係る車庫証明等の提出について 総務室/総務係 20210401 3 20240331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 争訟事件の処理について（通知） 総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 争訟事件の処理について（通知） 総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 定年制職員給与規程等の届出について 総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 会計規程の届出について 総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 研究者会議 令和３年度研究者会議議長、副議長の指名について 総務室/総務係 20210401 5 20260331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 国立研究開発法人物質・材料研究機構文書取扱要領（総務部門長達）の一部改正について 総務室/法規係 20210401 30 20510331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について 総務室/総務係 20210401 5 20260331 電子 総務室 総務室 廃棄

総務部門 経理室 個人情報 個人情報ファイル関係 経理室 20210401 5 20260331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産貸付申請書の提出について（国立研究開発法人産業総合技術研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品無償譲渡申請書の提出について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（2020年1～3月分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 動産贈与申請書の提出について（国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲与申請書の提出について（国立大学法人広島大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 動産譲与申請書の提出について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品売り払い請求書の提出について 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 返還書の提出について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲与申請書の提出について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
JSTイノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ 」で取得した物

品の無償譲渡申込について
経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省借用物品の返納について（産業技術総合研究所へ移動） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲与申請書の提出について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（2020年4～6月分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品売り払い請求書の提出について 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産譲与申込及び承認書の提出について（国立大学法人大阪大学接合科学研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 預り書の提出について（株式会社ワイエイシイデンコー） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付申請書の提出について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省借用物品の返納について（名古屋工業大学へ移動） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（2020年7～9月分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産譲与申込及び承認書の提出について（国立大学法人大阪大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品返還申出書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品売り払い請求書の提出について（不用貴金属） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 無償譲渡申請書の提出について（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の無償貸付申請書（防衛装備庁） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 2020年度不動産検査結果について（報告） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 2020年度高額消耗品調査について（報告） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 2020年度情報端末検査結果について（報告） 経理室財務班 20210401 5 20260401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 貸付物品返還通知書（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人信州大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（独立行政法人国立科学博物館） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人信州大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付許可書及び借受書について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産使用賃借契約書及び受領書の発出について（産業技術総合研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人宮崎大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて（通知） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人東京海洋大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人茨城大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人琉球大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人信州大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（公立大学法人大阪） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人横浜国立大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人横浜国立大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品借受書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人大阪大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人筑波大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（公益財団法人高輝度光科学研究センター） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人山形大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 動産受領書について（国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（東海大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人信州大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人三重大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人横浜国立大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人横浜国立大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（公立大学法人大阪） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（公益財団法人高輝度光科学研究センター） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京海洋大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人琉球大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品借受書について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 賃貸借契約の締結について(株式会社サイアロン) 経理室財務班 20210401 10 20310401 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人筑波大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（東海大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人広島大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（東京電機大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人山形大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立研究開発法人理化学研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人茨城大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人大阪大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（株式会社JEOL RESONANCE） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品借受書について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引き渡しについて 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（株式会社JEOL RESONANCE） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人大阪大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人三重大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受け入れ通知書について 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人長岡技術科学大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人長岡技術科学大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人大阪大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品借受書の返還について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
物品受領書について（JSTイノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料開発イニシア

ティブ 」取得物品）
経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 賃貸借契約の締結について（株式会社E-Crystal） 経理室財務班 20210401 10 20310401 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産受領書について（国立大学法人大阪大学接合科学研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借受書の提出について（文部科学省） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人長岡技術科学大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立大学法人長岡技術科学大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 賃貸借契約の締結について(ソフトフォトニクス合同会社) 経理室財務班 20210401 10 20310401 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付許可書及び借受書について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人長岡技術科学大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（公立大学法人兵庫県立大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産受領書について（国立大学法人大阪大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書の提出について（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引き渡しについて 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（学校法人東京電機大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受け入れ通知書について 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定及び処分に関する事務取扱要領の制定について 経理室財務班 20210401 30 20510401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について（回答） 経理室財務班 20210401 30 20510401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立研究開発法人科学技術振興機構） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲渡願の提出について（国立研究開発法人理化学研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の不用決定について（2020年10～12月分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産譲渡申請書の提出について（産業技術総合研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の譲渡申請書の提出について（国立大学法人横浜国立大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付申請書の提出について（国立大学法人横浜国立大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品借入申請書の提出について（国立大学法人北海道大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 総務省所管に属する物品の借受申請書について 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 返還書の提出について（公益財団法人ひょうご科学技術協会） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について(文部科学省) 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産譲与申込及び承認書の提出について（国立大学法人大阪大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 預り書の提出について（株式会社ワイエイシイデンコー） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 経済産業省所管に属する物品の旧年度使用報告及び新年度使用計画について 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 経済産業省所管に属する物品の令和2年度使用報告及び令和3年度使用計画について 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省借用物品の返納について（学校法人東京電機大学へ移動） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品借入申請書の提出について（国立大学法人北海道大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 令和2年度物品定期検査結果について（報告） 経理室財務班 20210401 5 20260401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 2020年度減損調査結果報告について 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 2020年度資産除去債務調査結果報告について 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 総務省所管に属する物品の借受書の提出について 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（公立大学法人兵庫県立大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人山梨大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品借受書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人長岡技術科学大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人金沢大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（早稲田大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償譲渡契約書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人筑波大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人理化学研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人山梨大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人北海道大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 貸付物品返還通知書及び返還物品受領書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品無償譲渡申込書及び物品受領書について（学校法人立命館） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（学校法人東京電機大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立大学法人金沢大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 土地使用承諾書（更新）の提出について（東日本電信電話株式会社） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品借受書について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人筑波大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（鶴岡工業高等専門学校） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借受書について（国立大学法人横浜国立大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人横浜国立大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人京都大学複合原子力科学研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人弘前大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（早稲田大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産受領書について（国立大学法人大阪大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（鶴岡工業高等専門学校） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和2年2月分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和2年3月分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和2年4月分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和2年5月分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和2年6月分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和2年7月分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和2年8月分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和2年9月分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和2年10月分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和2年11月分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和2年12月分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和3年1月分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 税務

消費税及び地方消費税の中間申告書の提出について

(課税期間　令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(中間申告対象期間　令和2年7月1日から令和2年7月31日)

経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 理事者確認書の提出について 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄



総務部門 経理室 監査 第19期事業年度 国立研究開発法人物質・材料研究機構 財務諸表等の監査について 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 独立監査人の監査報告書について 経理室財務班 20210401 10 20310401 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 監事監査報告書について 経理室財務班 20210401 10 20310401 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資産の譲渡等の対価以外の収入の使途の特定について（令和元年度分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 目的積立金承認申請書の提出について 経理室財務班 20210401 30 20510401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第19期事業年度 財務諸表等の提出について 経理室財務班 20210401 30 20510401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 税務
課税期間分（平成31年4月1日～令和2年3月31日）の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出に

ついて
経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資産の譲渡等の対価以外の収入の使途の特定について（通知）（令和元年度分） 経理室財務班 20210401 10 20310401 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について 経理室財務班 20210401 30 20510401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 令和２年度消費税および地方消費税にかかる税務申告依頼書の提出について 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第19期事業年度財務諸表等の提出について（会計検査院宛て） 経理室財務班 20210401 30 20510401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第19期事業年度財務諸表等の承認について 経理室財務班 20210401 30 20510401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 令和元年度における利益の処理について（承認） 経理室財務班 20210401 30 20510401 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第19期事業年度財務諸表に関する公告について 経理室財務班 20210401 30 20510401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（通知） 経理室財務班 20210401 30 20510401 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 監査計画時における理事者確認書の提出について 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 計算証明の提出に伴うクラウドサーバ使用事前届出の提出について 経理室財務班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 規程・要領 対価発生業務にかかる積算及び配分要領の改正について 経理室財務班 20210401 30 20510401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 令和2年度運営費交付金　第2四半期分の請求について 経理室会計班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 令和2年度運営費交付金　第3四半期分の請求について 経理室会計班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 日韓租税条約に基づく源泉所得税の軽減申請書の提出について（Samsung Electronics） 経理室会計班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 令和2年度運営費交付金　第4四半期分の請求について 経理室会計班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 「常陽JWEBOFFICE利用規定」に関する覚書の締結について 経理室会計班 20210401 10 20310401 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 日韓租税条約に基づく源泉所得税の軽減申請書の提出について（Samsung Electronics） 経理室会計班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 令和3年度運営費交付金　第1四半期分の請求について 経理室会計班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 債権差押通知書及び照会書に対する回答について（土浦税務署） 経理室会計班 20210401 10 20310401 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（令和2年度） 経理室会計班 20210401 10 20310331 紙 システム内保存 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資金繰り表（令和2年度） 経理室会計班 20210401 永久 - 電子 経理共有フォルダ 経理室 -

総務部門 経理室 財務 銀行勘定帳（令和2年度） 経理室会計班 20210401 10 20310331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 源泉徴収支払リスト（令和2年度） 経理室会計班 20210401 10 20310331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（令和2年度） 経理室財務班 20210401 永久 - 電子 経理共有フォルダ 経理室 -

総務部門 経理室 資産 貴金属台帳（令和2年度） 経理室財務班 20210401 永久 - 電子 経理共有フォルダ 経理室 -



総務部門 経理室 財務 振替伝票(令和2年度) 経理室会計班 20210401 10 20310331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（令和2年度） 経理室会計班 20210401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 財務諸表（第19期事業年度） 経理室財務班 20210401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（第19期事業年度） 経理室財務班 20210401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（第19期事業年度） 経理室財務班 20210401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 調達室 覚書 新型コロナウイルス感染症対策に対応する派遣職員の在宅勤務に関する覚書の締結について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 覚書 新型コロナウイルス感染症対策に対応する派遣職員の在宅勤務に関する覚書の締結について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 覚書 新型コロナウイルス感染症対策に対応する派遣職員の在宅勤務に関する覚書の締結について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 覚書 新型コロナウイルス感染症対策に対応する派遣職員の在宅勤務に関する覚書の締結について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 覚書 新型コロナウイルス感染症対策に対応する派遣職員の在宅勤務に関する覚書の締結について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 覚書 新型コロナウイルス感染症対策に対応する派遣職員の在宅勤務に関する覚書の締結について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「マルチチャンバー蒸着・IBE装置」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 公共建築設計業務標準委託契約約款の改正について（通知） 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 令和２年度「環境物品等の調達の推進を図るための方針」について 審査係 20210401 30 20510331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 コーポレートカード管理責任者変更届の提出について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書　法人カード利用手数料について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 平成31年度における環境物品等の締結の実績について 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書について（件名：古紙の売払い） 調達第１係 20210401 10 20310331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 平成３１年度における環境配慮契約の締結の実績について 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「透過型電子顕微鏡制御ｼｽﾃﾑｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞおよびｶﾒﾗ保守作業」に係る納期遅延に伴う債権

の発生について
調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡
「2020年度における国立研究開発法人物質・材料研究機構の障害者就労施設等からの物品等の調

達の推進を図るための方針」について
審査係 20210401 30 20510331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（超微量・超高精度デジタル制御UHV分子蒸着装置）
調達第１係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（超微量・超高精度デジタル制御UHV分子蒸着装置）
調達第１係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（超微量・超高精度デジタル制御UHV分子蒸着装置）
調達第１係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 任免 検収員指名通知書について 検収係 20210401 3 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 令和元年度官公需契約実績等について（回答） 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づく令和元年度調達実

績の報告について（依頼）
審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 物品の売り払い請求について 調達室 20210401 10 20310331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（第一原理計算シミュレーションパッケージソフトウエアライセンス）
調達第１係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書について(件名：ビーム実験棟104号室　レーザー装置の売却及び片付け業務) 調達室 20210401 10 20310331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「波形可変磁場発生用特殊電源システム」に係る納期延長の申請について（承認） 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 公開見積競争の実施に関する要領の一部改正について 審査係 20210401 30 20510331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 審査 低入札価格調査（件名：千現地区研究本館第一会議室改修工事）の結果について（通知） 調達室 20210401 10 20310331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査（並木地区研究本館非常用発電設備更新工事）の結果について（通知） 調達室 20210401 10 20310331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 物品売り払い請求書について 調達室 20210401 10 20310331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「波形可変磁場発生用特殊電源システム」に係る納入遅延に伴う債権の発生について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
債権発生通知書について（契約件名：温度可変クライオスタット付無冷媒マグネットシステム等の

売払い）
調達室 20210401 10 20310331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 契約審査委員会運営要領の一部改正について 審査係 20210401 30 20510331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査(千現地区 中央監視設備改修工事)の結果について(通知) 調達室 20210401 10 20310331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（液体窒素冷却機能付きUHV試料加熱・搬送機構）
調達第３係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書　法人カード利用手数料について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（携帯型臭気測定器オーバーホール及び新規センサモジュール追加）
調達第３係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（大気非暴露・電圧印加試料ホルダー）
調達第３係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「耐環境ﾓｲｽﾁｬｰｾﾝｻ無線ﾓｼﾞｭｰﾙ」に係る納期延長の申請について（承認） 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「差周波発生器修理」に係る納期延長の申請について（承認） 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「銀（111）単結晶」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「銀（111）単結晶」に係る納期延長の申請について（承認） 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡
「令和２年度における国立研究開発法人物質・材料研究機構の中小企業者に関する契約の方針」に

ついて
審査係 20210401 30 20510331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 複数年度契約を締結することができる契約の運用要領の一部改正について 審査係 20210401 30 20510331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（遺伝子破壊ライブラリ）
調達第３係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 物品の売り払い請求書について 調達第３係 20210401 10 20310331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「モイスチャーセンサ樹脂モールドパッケージの変換アダプタへの実装」に係る納期遅延

の申請について（承認）
調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「耐環境ﾓｲｽﾁｬｾﾝｻ無線ﾓｼﾞｭｰﾙ」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 取引業者からの誓約書徴収に関する要領の一部改正について 審査係 20210401 30 20510331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「千現地区界面制御実験棟101，102室配管作業」に係る納期遅延に伴う債権の発生につ

いて
調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「千現地区界面制御実験棟101，102室配管作業」に係る納期延長の申請について（承

認）
調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 覚書 新型コロナウイルス感染症対策に対応する派遣職員の在宅勤務に関する覚書の締結について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「差周波発生器修理」に係る納期遅延の申請について（承認） 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書の発行について（契約品名：不用貴金属の売却） 調達第３係 20210401 10 20310331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 構内ネットワーク関連機器の再リースについて（通知） 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「千現地区組織制御実験棟101、102室床貼替え他工事」に係る納期延長の申請について

（承認）
調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「sCTA受託合成」に係る納期延長の申請について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 覚書 契約件名「準大気圧Ｘ線光電子分光装置」の無償保証期間に関する覚書の取り交しについて 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査（桜地区 第２ＮＭＲ実験棟屋上防水修繕工事）の結果について（通知） 調達室 20210401 10 20310331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 審査 契約件名「差周波発生器修理」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「差周波発生器修理」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（プロジェクトデータ管理システムの保守）
調達第３係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「汎用物理シミュレーションソフトウェアの更新」に係る納期延長の申請について（承

認）
調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「ｓCTA受託合成」に係る納期延長の申請について（承認） 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「超高分解能走査型ヘリウムイオン顕微鏡修理」に係る納期延長の申請について（承認） 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「ｓCTA受託合成」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
債権発生通知書の発行について（東京電力パワーグリッド株式会社に対する土地の貸付（2020年

度分））
調達第３係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 電子証明書の発行申込について 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「汎用物理シミュレーションソフトウェアの更新」に係る納期遅延に伴う債権の発生につ

いて
調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「千現地区組織制御実験棟101、102室床貼替他工事」に係る納期遅延に伴う債権の発生

について
調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（件名：桜地区ビーム実験棟104号室他改修工事）
調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「高分解能角度分解光電子分光用超高真空チャンバー」に係る解除通知の受領について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 公開見積競争の実施に関する要領の一部改正について 審査係 20210401 30 20510331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 国立研究開発法人特例随意契約の対象としない契約についての一部改正について 審査係 20210401 30 20510331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「モイスチャーセンサ樹脂モールドパッケージの変換アダプタへの実装」に伴う債権の発

生について
調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 契約情報の公表についての一部改正について 審査係 20210401 30 20510331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「自動有機合成システム」に係る納期延長の申請について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「高精度ソースメジャーユニット」に係る納期延長の申請について(承認) 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 任免 検収員指名通知書について 検収係 20210401 3 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 任免 検収員指名通知書について 検収係 20210401 3 20240331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 任免 契約審査委員会委員の指名について 調達室 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-5-1 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-5-6 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-5-2 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-5-3 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-5-4 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-5-5 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-6-1 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-6-3 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-6-2 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-7-1 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-7-2 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-8-4 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-8-3 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-8-1 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-8-2 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-9-4 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-9-1 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-9-2 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-9-3 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-10-5 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-10-6 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-10-1 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-10-2 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-10-3 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-10-4 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-10-7 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-11-1 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-11-2 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-11-3 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-11-4 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-11-5 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-11-6 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-11-7 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-12-1 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-12-2 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-12-3 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-12-4 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-12-5 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-12-6 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'20-12-7 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-1-10(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-1-1(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-1-9(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-1-2(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-1-3(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-1-4(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-1-5(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-1-11(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-1-6(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-1-7(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-1-8(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-2-6(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-2-1(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-2-7(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-2-2(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-2-8(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-2-3(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-2-9(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-2-10(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-2-4(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-2-11(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-2-5(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-3-1(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-3-2(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-3-3(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-3-4(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-3-5(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-3-13(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-3-6(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-3-7(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-3-8(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-3-9(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-3-10(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-3-11(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-3-12(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-3-14(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-3-15(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-1(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-2(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-3(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-4(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-5(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-37(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-35(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-36(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-6(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-38(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-7(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-8(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-9(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-10(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-11(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-12(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-13(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-14(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-15(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-16(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-17(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-18(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-19(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-20(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-21(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-22(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-23(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-24(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-25(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-26(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-27(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-28(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-29(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-30(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-31(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-32(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-33(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-34(20) 審査係 20210401 5 20260331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 2020年度受託事業等 受託担当 20210401 5 20260331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2020年度助成金 総括 20210401 5 20260331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2020年度その他 総括 20210401 5 20260331 紙 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 個人情報 個人情報ファイル関係 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20200103他10件） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200179) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200210) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継（外部発明者）、特許出願について（知的財産室No.20200141） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200200) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200171) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200189) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証
【米国・中国・ドイツ・フランス・イギリス】名義変更に伴う譲渡証書の発行について

(683US/276CN/276DE/488DE/488FR/488GB)
知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200166】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2021/011177） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200172） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200179) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20180206JP100) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200143） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200191) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200182) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200180) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200178） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200163】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2021/009982） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200191) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200218) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200219) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の発行について（放棄）(20180141) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20180075） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200217) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200193) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20180223JP100) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200171) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4912) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200182) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200063) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書等の発行について（放棄）(564KR,564US) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200194） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200180) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200209) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200203) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200211) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200208) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200176) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200181) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200192) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4889) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 持分移転に伴う委任状の発行について（知的財産室No.20200195・20200196・20200197） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200206) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200207) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200192) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200203) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20190059） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200152) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200193) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20190217) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200175) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200204) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200200) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200155】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2021/007011） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20150146JP101) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（知的財産室No.20200096） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200169) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200093) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20190058】知的財産権出願通知書について(PCT/JP2019/032165) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20190057】知的財産権出願通知書について(PCT/JP2019/032164) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20190055】知的財産権出願通知書の発行について 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200133) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200190） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200148） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200147） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200169) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200149） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200177) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200063) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200185） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200135) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20200102） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 【ドイツ】名義変更に伴う譲渡証書の発行について(774PDE) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20200111） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（4823） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200149) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200144) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200189) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200175) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200160】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2021/004463） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20200011他6件） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200177) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 分割出願について（知的財産室No.20180259JP101） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200144) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200165】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2021/004058） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200134) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200093) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 CASN中国特許(特許200480040967.7, 特許200710199440.4)に係る委任状の発行について 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（5064） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20200110） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200178) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 特許審決取消訴訟
中国特許(三菱ケミカルとの共有)にかかる審決取消訴訟の判決について(Shield社2件、Intematix社

1件)
知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失例外適用証明書及び知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200139） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失例外適用証明書及び知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200139） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200174) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20190123） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190065） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200139) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200127） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200127） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200133) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200122) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権通知書の提出について（知的財産室No709US0) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200168） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20150111JP101) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200136) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 分割出願について（知的財産室No.20170160JP101） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200072) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200142) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200173) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200127) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20180076JP100) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20180124JP100) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200023) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 持分移転に伴う委任状の発行について（知的財産室No.20200130） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200174) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200176) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200173) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20200044） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.5012) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作物の認定について(20-PD-05) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200134) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 宣誓書・委任状の発行について（20190048） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書等の発行について（放棄）(知的財産室No.3506・4276) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.2020125) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【696】知的財産権登録通知書の提出について（15/736456） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4848) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200168) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190127） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200172) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 特許を受ける権利の一部譲渡のための譲渡証書発行について（知的財産室No.20200019） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 特許を受ける権利の一部譲渡のための譲渡証書発行について（知的財産室No.20200019） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 特許を受ける権利の一部譲渡のための譲渡証書発行について（知的財産室No.20200019） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 特許を受ける権利の一部譲渡のための譲渡証書発行について（知的財産室No.20200019） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200080) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200023) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200077） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20200104） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20180045) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200139) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200097） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200097） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4833) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20170161) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200053） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200053） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200051） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200051） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について（特許第5450625号）(知的財産室No.3894） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200112) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200097) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200067) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200066) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200065) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200115) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200126) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 持分移転に伴う委任状の発行について（知的財産室No.4160） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20180327】知的財産権出願通知書の発行について 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200152) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200051) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200032) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（知的財産室No.20200092） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200146) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200137) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190048） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200149) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200129) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200148) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200147) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200084) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200116) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200151) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200129) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200112) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200126) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200146) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200136) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200107) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200106) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190048） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200095) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200128) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外規定の適用証明書について（知的財産室No.20200138） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外規定の適用証明書について（知的財産室No.20200138） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200114) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200113) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
特許出願、産業財産権出願通知書及び新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室

No.20200082）
知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200131) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 CASN中国特許の審決取消訴訟にかかる委任状等の発行について 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200121) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200145) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200076) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分放棄 持分放棄証書の発行について(知的財産室No.3595) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20200078） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200084

)
知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200109) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200053) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190057） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200131) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200128) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20180278） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200141) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200150) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200109) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200142) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200138) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 同意書 持分譲渡による共有者の同意書の発行について（知的財産室No.3595） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200140) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 同意書 持分譲渡による共有者の同意書の発行について（知的財産室No.2434・1982・2166） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200138) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200137) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 補償金 2019年度分実施特許補償金及び登録特許補償金の支払いについて 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200120) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200119) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200088) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200108) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200135) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200019） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200019） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200019） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200118) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200117) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200029) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20200011他6件） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200132) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20190055） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200094) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20200048） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200079) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【722(分割)】知的財産権登録通知書の提出について（15/939903） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200099) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200083) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200090) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20180278） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20180274） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200118) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200117) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作物の認定について(20-PD-04) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200127) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 利用申請書 NEDOプロジェクトマネジメントシステム利用申請書の提出について（17100200-0） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200077) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200125) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20200006） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（No.20200089） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（No.20200089） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（No.20200036） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（No.20200036） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200054) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200036) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200089) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20170147JP100) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200124) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200124) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について（20-KH-07) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20190059） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20200102） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 譲渡証 譲渡証の発行について（20180286） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200097) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200114) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200113) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200116) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20200044） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200083) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200108) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20180024） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200115) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200120) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書等の発行について（放棄）(知的財産室No.3878/3812) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権通知書の提出について（知的財産室No709EP0) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200099) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200022) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200119) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200064) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200107) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200106) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200070) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20190181他18件） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4817) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20180286（828）】知的財産権出願通知書の発行について 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200055) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外規定の適用証明書について（知的財産室No.20200019） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外規定の適用証明書について（知的財産室No.20200019） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200098) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200078】産業財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2020/037843） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200048】産業財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2020/037577） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（知的財産室No.3785/3786） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 分割出願について（知的財産室No.20160088JP101） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200027) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200088) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20200105） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200090) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200069) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190027） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.714EP0) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200032) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200098) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200058) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200096) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200097) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200122) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について（知的財産室No.20180323) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 分割出願について（知的財産室No.20160049JP101） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200076) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20180068JP100) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200094) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 連絡書 知的財産権出願事前連絡書について（No.20200019） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20200019） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4690) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20180328） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200091） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200079) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200080) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20200040） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20180258） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20180307） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200075) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（20200085） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200091) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200075) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200059) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200089) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20190222) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200087) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200086) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200074） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200081) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分放棄 持分放棄証書の発行について(知的財産室No.20100173JP100)(3801) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200073) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について（知的財産室No.20200015） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について（知的財産室No.20200015） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200025) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200036) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200051) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200077) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200081) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200082) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4836) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20190077) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 スイス国への委任状発行について(知的財産室NO.20130199EP100)（620EP0） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 利用申請書 NEDOプロジェクトマネジメントシステム利用申請書の提出について（16101969-0） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について(815) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（20200041） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200070) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200033) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200044】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2020/032132） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20190217) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200056) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200055) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200071) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について（20-KH-06) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権通知書の提出について（知的財産室No.20160153)(703US0) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200052） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200069) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200022) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200062) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【705】知的財産権登録通知書の提出について（15/932302） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4774) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200067) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200066) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200065) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200073) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200042】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2020/031288） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200074) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20200049） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20200049） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200018) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20180270） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（知的財産室No.20200068) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200071) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200001) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20180270） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200061) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（840） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200059) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状について（知的財産室No.20190219） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20190232) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200057） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20200006） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200052) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200061) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200060) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200037】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2020/029266） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200062) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200054) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200027) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200053) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200064) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200028) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20180042) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200026） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200020) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20190226） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200060) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200029) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200058) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20190231） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20190117） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 同意書 持分譲渡による共有者の同意書の発行について（知的財産室No.20100006/3540） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200018) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について（知的財産室No.20200011） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200057) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20190203) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20190151) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20190132) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20190115) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20170164) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20190110他5件） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200024) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200015) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200050) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知的財産室

No.20190220)
知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 訂正請求 訂正請求について(知的財産室No.4646) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持ち分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について（特許第5080723号/2258） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20190181他18件） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200050) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20190202) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20190236) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20180258) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
特許出願、産業財産権出願通知書及び新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室

No.20190199）
知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
特許出願、産業財産権出願通知書及び新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室

No.20190200）
知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
特許出願、産業財産権出願通知書及び新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室

No.20190201）
知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200020) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200232) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20190235) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 分割出願、委任状の発行について（知的財産室No.20170150JP101） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20190202) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200015) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200024) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20190222) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20180314） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200025) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200026) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200001) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200033) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190205） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について(2件) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状について（知的財産室No.20190224） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20180231) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20180226) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20190201) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20190200) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20190199) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20190228) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20190227) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20190117) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20190236) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20190235) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について（No.20190219） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 包括委任状の発行について 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 分割出願について(知財No.20160087) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外規程の適用申請書の提出について（No.20190145） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(知財No.20190145) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について(知財No.20200021) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20200031) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について（No.20190100） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について（No.20190192） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20200030) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（828） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願、委任状及び知的財産権出願通知書について

（No.20200028）
知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190229） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願状及び知的財産権出願通知書について（No.20190234） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190160) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について（20-KH-05) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について（20-KH-04) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書(放棄)の発行について(829) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190161) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190134) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20200012) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190230) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願及び知的財産権等出願通知書の提出について（No.20190218） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 CASN中国特許(ZL200580005112.5)の無効審判に係る委任状の発行について 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権の放棄に関する届出書の発行について(4件) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の発行について(4件) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200013】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2020/020143） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20200014) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（20180047) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（20170142) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（4727) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20180223（821）】知的財産権出願通知書の発行について 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190224） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20200010） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190165) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 持分移転に伴う委任状の発行について（2913） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（714US0) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願及び知的財産権等出願通知書の提出について（No.20190207） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190223) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190177) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190204) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 包括委任状の発行について 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190196) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について(765) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び新規性喪失の例外規程の適用について

（No.20190215）
知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び新規性喪失の例外規程の適用について

（No.20190216）
知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び新規性喪失の例外規程の適用について

（No.20190214）
知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び新規性喪失の例外規程の適用について

（No.20190213）
知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 【中国】名義変更に伴う委任状及び解雇証明書の発行について(380CN1) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 【中国】名義変更に伴う委任状及び解雇証明書の発行について(380CN1) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書及び知的財産権出願通知書の提出について（657US0/657US1) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について（20-KH-03) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 通知書 【20180206（819）】知的財産権出願通知書の発行について 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委員指名 知的財産権委員会委員の指名について 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20190110他5件） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願及び知的財産権出願通知書について(知財No.20190116) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190026) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委員指名 知的財産権委員会委員の指名及び解除について 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190184) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム 認定プログラム著作物にかかる利用届出書の提出について(18-PD-04) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 宣誓書 使用宣誓書の提出について（米国商標「TMW」） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（710EP) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【201800124（798）】知的財産権出願通知書の発行について 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継及び特許出願について（No.20190157) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書(放棄)の発行について(4963) 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190225） 知的財産室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 個人情報 個人情報ファイル関係 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 総括・庶務 2020年度年間契約調書 企業連携室 20210401 3 20240331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 総括・庶務 2020年度後援、協賛等名義使用関係 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 総括・庶務 外部連携部門コンサルティング業務の委嘱等について 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 成果活用普及 2020年度共同出願契約 企業連携室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 成果活用普及 2020年度知財譲渡契約 企業連携室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 成果活用普及 2020年度実施許諾契約 企業連携室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 成果活用普及 2020年度実施報告・請求 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 事業化推進 2020年度NIMSベンチャー事業報告書 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 事業化推進 2020年度NIMSベンチャー認定 企業連携室 20210401 30 20510331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 事業化推進 2020年度NIMS WEEK開催関係 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 事業化推進 2020年度ＪＳＴ新技術説明会 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2020年度資金受領型共同研究契約（20-001～20-211） 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2020年度一般型共同研究契約（20-001～20-161） 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2020年度無資金型共同研究契約（20-001～20-026） 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2020年度資金拠出型共同研究契約（20-001～20-005） 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2020年度秘密保持契約（20-001～20-123） 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2020年度有償業務実施契約（20-001～20-079） 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄



外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2020年度無償業務実施契約（20-001～20-093） 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2020年度基本契約 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2020年度MOＰ 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2020年度外部連携組織設置契約 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2020年度その他契約 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2020年度共同研究審査委員会 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2020年度特別試験研究費の認定 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2020年度共同研究事業報告・経理報告 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金 2020年度寄付金受入（1～27） 企業連携室 20210401 5 20260331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告について

（指示）
施設企画管理係 20210401 10 20310331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 2020年度汚染負荷量賦課金申告書の申告について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 サステナスクエア搬入予定事業所届出書の提出について 施設企画管理係 20210401 3 20240331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備補助金の補助事業事故報告書の提出につ

いて
施設企画管理係 20210401 10 20310331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（千現地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の届出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設使用廃止届出書の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 5 20260331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書
千現地区施設維持第２

係
20210401 5 20260331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業事故報告について

（指示）
施設企画管理係 20210401 10 20310331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金の補助事業遅延報告に係る遂行

期間の報告について
施設企画管理係 20210401 10 20310331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 令和元年度産業廃棄物管理票に関する報告書の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書の受理（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 安全 千現地区ファインプロセス実験棟漏水事故による補償対象実験機器等の確認書について 施設企画管理係 20210401 5 20260331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB 2020年度 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況の届出書提出について
並木地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設使用廃止届出書の提出について（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払請求書の提出について 施設企画管理係 20210401 10 20310331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書の提出について（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書の提出について（千現地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理（千現地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB 特別産業廃棄物（高濃度ＰＣＢ）収集・運搬及び処分委託契約書の締結について
並木地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB 特別産業廃棄物（高濃度ＰＣＢ）収集・運搬及び処分委託契約書の締結について
並木地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書の提出について（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書の受理（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書の受理（千現地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく立入検査についての事前調査（依頼）への回答
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書の受理（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払い請求書の提出について 施設企画管理係 20210401 10 20310331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 電話設備設置に関わる運用保守申合書
千現地区施設維持第１

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 千現地区における自家用電気工作物の保安に関する覚書の締結について 施設企画管理係 20210401 3 20240331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ 2020年度　定期報告書及び中長期計画書の提出について
千現地区施設維持第１

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 千現地区における電気技術主任者選任又は解任届出書の提出について 施設企画管理係 20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 千現地区における電気技術主任者選任又は解任届出書の提出について 施設企画管理係 20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 電話設備設置に関わる運用保守申合書について
並木地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設廃止届出書の提出について（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払い請求書の提出について 施設企画管理係 20210401 10 20310331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 千現地区における電気技術主任者選任又は解任届出書について（通知） 施設企画管理係 20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 委員会 研究スペース・設備委員会委員の指名について 研究スペース管理係 20210401 10 20310331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設変更届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書の受理（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設の構造等の変更届出書の受理（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書の受理（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託標準契約書の締結について 施設企画管理係 20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書の受理（並木地区）
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（千現地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（千現地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認通知書（並木地区）の受理
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 特定施設廃止に伴う土壌汚染対策法に基づく確認申請書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の受理
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（千現地区）の受理
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の受理
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（千現地区）の受理
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 設置届 機械等設置届の提出について
並木地区施設維持第１

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 工事計画届出書の提出について
並木地区施設維持第１

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の受理
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金概算払い請求書の提出について 施設企画管理係 20210401 10 20310331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請（並木地区）に対する確認通知書
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の受理
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（千現地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（千現地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 並木地区契約電力変更の申し込みについて
並木地区施設維持第１

係
20210401 10 20310331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の受理
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の受理
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設廃止届出書（千現地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（千現地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の受理
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（千現地区）の受理
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路許可申請書について 施設企画管理係 20210401 10 20310331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の受理
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（千現地区）の受理
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 特定施設廃止に伴う土壌汚染対策法に基づく確認申請書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 特定施設廃止に伴う土壌汚染対策法に基づく確認申請書（千現地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 ばい煙発生施設廃止届の提出について
並木地区施設維持第１

係
20210401 10 20310331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の受理
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 特定施設廃止に伴う土壌汚染対策法に基づく確認申請書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請（千現地区）に対する確認通知書
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請（並木地区）に対する確認通知書
千現地区施設維持第２

係
20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成30年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金に関する額の確定について（通

知）
施設企画管理係 20210401 10 20310331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成29年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金に関する額の確定について（通

知）
施設企画管理係 20210401 10 20310331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生委員会委員の指名について（千現地区・並木地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 千現地区　令和２年度放射線業務従事者名簿の登録について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 並木地区　令和２年度放射線業務従事者名簿の登録について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（並木地区第５４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第８６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等設置届書の提出について（並木地区ＷＰＩ－ＭＡＮＡ棟Ｗ－５０６室） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第１８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第７３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（並木地区第４７・４８・４９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第６４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（並木地区第７９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（並木地区第６６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 並木地区計量管理規定の変更認可申請書の再提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 桜地区計量管理規定の変更認可申請書の再提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第４７・４８・４９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第４５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第４０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第７０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第６２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第５９・６０・６１装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等設置届の提出について（X線装置 miniFlexⅡ）(共同研究棟101) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 衛生管理者の選任について（千現・並木地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１２９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１３３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１３１・１３２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１３０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１２８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１２７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１２６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１２５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１２４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１２３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１２２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１２０・１２１装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１１８・１１９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１１７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１１４～１１６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１１３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１１２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１１１装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１１０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１０９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１０８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１０７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１０６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１０４・１０５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１０３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１０２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１００・１０１装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第９９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第９８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２０９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２０８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２０７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２０６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２０５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２０４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２０３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２０１・２０２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２００装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１９９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１９８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１９８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１９７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１９７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１９６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１９５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１９３・１９４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１９１・１９２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１９０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１８９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１８８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１８７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１８６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１８５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１８４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１８０～１８３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１７４～１７９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１７３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１７２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１７１装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１６８～１７０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１６７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１６５・１６６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１６４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１６３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１６２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１６１装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１６０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１５９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１５８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１５７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１５６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１５５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１５３・１５４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１５２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１５１装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１５０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１４７～１４９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１４６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１４５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１４４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１４１～１４３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１４０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１３９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１３８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１３７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１３６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１８６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１８５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１８４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１８３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１８２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１８１装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１８０置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１７９置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１７７・１７８置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１７６置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１７５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１７４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１７３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１７２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１７１装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１７０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１６９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１６８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１６７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１６５・１６６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１６３・１６４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１６２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１６１装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１５９・１６０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１５８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１５７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１５３～１５６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１５１・１５２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１４９・１５０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１４７・１４８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１４４～１４６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１４２・１４３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１３９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１４０・１４１装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１３８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１３７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１３６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１３４・１３５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 衛生管理者の選任報告について（千現・並木地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等設置届の提出について（X線装置）(標準実験棟235室) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 令和元年度放射線管理状況報告書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 令和元年度放射線管理状況報告書の提出について（千現地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 桜地区 計量管理規定　変更認可 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 並木地区 計量管理規定　変更認可 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第４３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第３３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（桜地区第３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 令和2年上期核燃料物質管理報告書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 令和2年上期核燃料物質管理報告書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(R2.7.9 並木地区) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(R2.7.9 千現地区) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 並木地区における高圧ガス製造事業届書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(R2.7.15 千現地区) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(R2.7.15 並木地区) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 教育訓練の記録の登録について（R2上 並木地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 教育訓練の記録の登録について（R2上 千現地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第８７・８８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（千現地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 教育訓練の記録の登録について（R2上 千現(播磨)地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第１０７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１８７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
桜地区放射線施設 「許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置の報告書」の原子力規制委員会への

報告について
安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス（冷凍）危害予防規程（変更）届書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス（冷凍）危害予防規程（変更）届書の提出について（千現地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス危害予防規程（変更）届書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス危害予防規程（変更）届書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス危害予防規程（変更）届書の提出について（千現地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 ターボ冷凍機及びスクリューチラーの保安検査における申請書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 電波法第８１条の規定に基づく報告の徴収について（報告） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２１０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 原子力規制庁受領　桜地区放射線施設 「許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置の報告書」 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（並木地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 並木地区放射線施設廃止に伴う、並木地区放射線業務従事者の千現地区への異動について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（桜地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 並木地区放射線施設廃止に伴う、並木地区放射線関連管理者の指名解除について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス保安協会保安検査受検届出書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 並木地区 許可届出使用者廃止措置計画届の届出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス製造施設休止届書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 並木地区 許可使用廃止届の届出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等移転届の提出について（X線装置２台）(共同棟109→高温棟104) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（千現地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
事故（書類角による眼の裂傷）の発生にかかる「災害・事故発生報告書」及び「災害・事故防止対

策等の結果報告書」の提出について
安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室

事故（書類角による眼の裂傷）の発生にかかる「災害・事故発生報告書」及び「災害・事故防止対

策等の結果報告書

」について

安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 蓄電池設備設置届出書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 桜地区消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 特定物質等の原料使用の証明書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第５５・７２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２１１・２１２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１８９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１８８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１９０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
事故（バーナーによる火傷）の発生にかかる「災害・事故発生報告書」及び「災害・事故防止対策

等の結果報告書」の提出について
安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
事故（バーナーによる火傷）の発生にかかる「災害・事故発生報告書」及び「災害・事故防止対策

等の結果報告書」について
安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 電波法の遵守について（報告） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出書の提出について

（千現地区組織制御実験棟）
安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等移転届の提出について（X線装置 XGT-2700） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 並木地区 許可届出使用者廃止届・廃止措置計画届の規制庁受領について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１９４・１９５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１９３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１９２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１９１装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２１７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２１６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２１５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２１４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２１３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等移転届の提出について（X線装置 MESA-500W） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等変更届の提出について（並木地区ナノ有機実験棟１０１・１０２・１０３室） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等変更届の提出について（並木地区研究本館１０９室） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス容器所有者登録更新申請書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２２４・２２５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２２３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２２２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２２１装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２２０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２１９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２１８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 研究設備等安全管理委員会委員の指名について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 桜地区消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 並木地区消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 千現地区消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
事故（ポットからお湯を捨てる際の火傷事故）の発生にかかる「災害・事故発生報告書」の提出に

ついて
安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（並木地区第１２２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第７７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第９０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第１４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等設置届の提出について（X線装置 MiniFlex600）(先進構造材料研究棟308) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２０１装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第１６５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２１８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（並木地区第８２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等設置届書の提出について（並木地区共同研究棟１０１室） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２３０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２２９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２２８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２２７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２２６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等設置届の提出について（X線装置 MiniFlex600）(M-Cube棟306) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
事故（ポットからお湯を捨てる際の火傷事故）の発生にかかる「災害・事故防止対策等の結果報告

書」の提出について
安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２０２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２００装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１９９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１９７・１９８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１９６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２３２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１３８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第２１装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等移転届の提出について（X線装置 D8 ADVANCE）(NanoGREEN E305→E301) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
機械等設置届の提出について（X線装置2式 XtaLab Synergy-custom、XtaLab Synergy-R）(共同

研究棟109)
安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２０８装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２０９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２０５・２０６・２０７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 携帯型IP無線機再登録申請にかかる委任状の発行について 安全管理室長 20210401 3 2024-03-31 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２０４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２０３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等設置届書の提出について（千現地区先進構造材料研究棟３０３室） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 並木地区消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
事故（ポットからお湯を捨てる際の火傷事故）の発生にかかる「災害・事故発生報告書」及び「災

害・事故防止対策等の結果報告書」について
安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１６３・１６４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２１０装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 千現地区　放射線障害予防規程変更届の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等設置届の提出について（X線装置 QuantumLeap-H2000 ）(NanoGREEN E-506） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 冷凍保安責任者代理者届書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 衛生管理者の選任について（千現・並木地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２１１装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 衛生管理者の選任報告について（千現・並木地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
事故「洗浄ビンによる部品洗浄時のアセトン飛散による目の炎症」発生にかかる災害・事故発生報

告書の提出について
安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 令和2年下期核燃料物質管理報告書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 令和2年下期核燃料物質管理報告書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 発電設備設置届出書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 少量危険物貯蔵（取扱い）届出書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第２１４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第２１３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２１２装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 千現地区　放射線障害予防規程　変更届の原子力規制庁受領について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機器等移転届の提出について(Ｘ線装置　D8 Discover) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等設置届の提出について(Ｘ線装置　ZEISS Xradia 620 Versa) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 機器等移転届の提出について(Ｘ線装置　KRATOS(AXIS-Nova) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２１３置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２３３装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機器等移転届の提出について(Ｘ線装置Rigaku Smart Lab) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 遅延理由書と機械等設置届の同時提出について(Ｘ線装置　iXRD) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２１４・２１５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第１２８・１２９装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬類譲受許可申請書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２１４置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等設置届の提出について(Ｘ線装置EDX-8000) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（国際ナノアーキテクトニクス研究

拠点棟）
安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等設置届書の提出について（並木地区ＮａｎｏＧＲＥＥＮ棟Ｅ－３０５室） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(Ｒ3.2.10) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(Ｒ3.2.18) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等設置届書の提出について（並木地区ＷＰＩ－ＭＡＮＡ棟Ｗ－２０１－１室） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 変電設備設置届出書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 並木地区における高圧ガス製造事業届書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等設置届書の提出について（並木地区超微細特殊実験棟２０３室） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 教育訓練の記録の登録について（R2年度下期） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(R3.2.26) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 少量危険物貯蔵（取扱い）廃止届出書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（高圧力特殊実験棟・研究本館） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 教育訓練の記録の登録について（R2下 (播磨地区） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
事故「洗浄ビンによる部品洗浄時のアセトン飛散による目の炎症」発生にかかる災害・事故防止対

策等の結果報告書(様式2)の提出について
安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線業務従事者登録の申請について(外部従事者)(日本環境調査研究所 4名) 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２３５装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２３４装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２３６装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室
並木地区放射線施設 「許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置の報告書」の原子力規制委員会へ

の報告について
安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故「研磨機への給水部からの漏水」発生にかかる災害・事故発生報告書の提出について 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２１７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 原子力規制庁受領　並木地区放射線施設 「許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置の報告書」 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２３７装置） 安全管理室長 20210401 30 20510331 電子 安全管理室 安全管理室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 情報セキュリティ 機構アカウント管理要領の制定について IT室 20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム IT室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 情報セキュリティ 情報セキュリティ対策基準の改正について（安全・基盤施設部門長達） IT室 20210401 30 20510331 電子 文書決裁システム IT室 廃棄

安全・基盤施設部門 ＩＴ室 認可・契約 令和元年度第二GSOC運用経費の精算について（依頼） IT室 20210401 10 20310331 紙 IT室 IT室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委託 検査業務の委託について（回答） 拠点運営室 20210401 3 20240331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委員会 微生物実験安全委員会「実験終了報告書」等 審査結果報告について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委員会 遺伝子組換え実験安全委員会「実験終了報告書」等 審査結果報告について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 申請 受入研究員等　申請・承認書の提出について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 覚書 つくば市産業振興センターにおける実証実験に関する覚書の取り交わしについて（つくば市） 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について（依頼） 拠点運営室 20210401 3 20240331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 共同研究 Nonexclusive Rights Agreement for Photographs（承諾書）の提出について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委員会 微生物実験安全委員会実験計画書審査結果報告について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 共同研究 共同研究応諾書の提出について（吉川千晶） 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 招聘 リサーチインターンシップ学生の引受けについて（回答） 拠点運営室 20210401 3 20240331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委員会 微生物実験安全委員会実験計画書審査結果報告について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20210401 3 20240331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 招聘 査証申請のための誓約書 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 共同研究 共同研究承諾書の提出について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 招聘 査証申請のための誓約書 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 招聘 査証申請のための誓約書 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20210401 3 20240331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 招聘 査証申請のための誓約書 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 招聘 査証申請のための誓約書 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 推薦状 Stockholm Water Prize 2021　Reference Letterの発行について 拠点運営室 20210401 3 20240331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 返金依頼 返金依頼書（岩井化学薬品株式会社）への押印について 拠点運営室 20210401 3 20240331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 招聘 査証申請のための誓約書 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄



機能性材料研究拠点 拠点運営室 招聘 査証申請のための誓約書 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 同意書 「所属機関の長の同意書」の提出について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 共同研究 供試品受領条件承諾書（ダイキン工業株式会社）への押印について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 講演会講師について（回答） 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 申請 受入研究員等　申請・承認書の提出について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 共同研究 2021年度核融合科学研究所共同研究承諾書の提出について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委員会 遺伝子組換え実験/微生物実験　安全委員会実験計画書審査結果報告について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20210401 3 20240331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 覚書
つくば市産業振興センターにおける実証実験に関する覚書における実証実験の実施期間変更に関す

る協議書について
拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 招聘 査証申請のための誓約書 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 招聘 査証申請のための誓約書 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20210401 3 20240331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20210401 3 20240331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委員会 微生物実験安全委員会実験計画書審査結果報告について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 同意書 生物遺伝資源提供同意書の締結について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 覚書 出張作業等に関する安全衛生覚書の取り交わしについて（株式会社神戸製鋼所） 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 覚書 つくば市産業振興センターにおける実証実験に関する覚書の変更覚書について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委員会 遺伝子組換え実験/微生物実験　安全委員会外部委員委嘱について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 共同研究 2021年度国立大学法人東北大学金属材料研究所共同研究承諾書の提出について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委員会 遺伝子組換え実験/微生物実験　安全委員会内部委員及び管理者の指名について 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委託 検査業務の委託について（回答） 拠点運営室 20210401 5 20260331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄



エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】令和２年度科学技術試験研究委託事業の再委託契約の締結について

（「全固体電池を実現する接合プロセス技術革新」（材料の易焼結化や反応相生成を抑制する表面

層形成などを可能とする、粉末製造・粉末表面制御プロセスの開発））（一般財団法人ファインセ

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

委託業務完了届について（「全固体電池を実現する接合プロセス技術革新（粉末製造・粉末表面制

御プロセスの開発）」）（一般財団法人ファインセラミックスセンター）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

委託業務完了届について（「全固体電池を実現する接合プロセス技術革新」）（一般財団法人ファ

インセラミックスセンター）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】令和２年度科学技術試験研究委託事業の契約について（全固体電池を実現する接合プロセ

ス技術革新）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】令和元年度委託業務実績報告書について（「全固体電池を実現する接合プロセス技術革

新（一般財団法人ファインセラミックスセンター）」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】令和元年度委託業務実績報告書について（「全固体電池を実現する接合プロセス技術革

新（一般財団法人ファインセラミックスセンター）」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

　委託費の額の確定について　（平成３０年度科学技術試験研究委託事業「ナノ材料科学環境拠

点」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】令和元年度再委託業務成果報告書について（「全固体電池を実現する接合プロセス技術

革新（一般財団法人ファインセラミックスセンター）」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】令和元年度再委託業務成果報告書について（「全固体電池を実現する接合プロセス技術

革新（一般財団法人ファインセラミックスセンター）」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】令和元年度委託業務成果報告書の提出について（「全固体電池を実現する接合プロセス技

術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】令和元年度委託業務成果報告書の提出について（「全固体電池を実現する接合プロセス技

術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】令和元年度委託業務実績報告書の提出について（「全固体電池を実現する接合プロセス技

術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
共同研究 PBL（Project-Based Learning）に関する覚書の締結について（山形大学大学院理工学研究科）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 3 20240331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

平成30年度科学技術試験研究委託事業の再委託費の額の確定について

「ナノ材料科学環境拠点（リチウム二次電池用の電極及び電解質の作製）」（トヨタ自動車）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

平成30年度科学技術試験研究委託事業の再委託費の額の確定について

「ナノ材料科学環境拠点（新規電極触媒開発）」（北海道大学）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

平成30年度科学技術試験研究委託事業の再委託費の額の確定について

「ナノ材料科学環境拠点（電池材料における界面に関する研究とその場観察）」（名古屋大学）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
規程 「エネルギー・環境材料研究拠点　蓄電池基盤プラットフォーム利用要領」の制定について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 10 20310331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張依頼について（回答）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 3 20240331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 3 20240331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
申請 「花王科学奨励賞」申込書の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 3 20240331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
申請 課題申請書の提出について（HPCI申請支援システムによる申請）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 3 20240331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

平成30年度科学技術試験研究委託事業による取得資産の所有権移転について（委託業務題目：「ナ

ノ材料科学環境拠点」（北海道大学）【配算体：DAA01】）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

平成30年度科学技術試験研究委託事業による取得資産の所有権移転について

（委託業務題目：「ナノ材料科学環境拠点」）【配算体：D1101】

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 ご講演のお願いについて（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 3 20240331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
申請

「第22回エネルギー・環境材料研究拠点（GREEN）シンポジウム」における後援名義の使用許可

申請書の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 3 20240331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
申請

「第22回エネルギー・環境材料研究拠点（GREEN）シンポジウム」における後援名義の使用許可

申請書の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 3 20240331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 3 20240331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 3 20240331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委嘱 学位論文審査委員の委嘱について（回答）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 3 20240331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
申請 水素バリューチェーン推進協議会 入会申込書の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 3 20240331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄



エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

令和２年度科学技術試験研究委託事業における再委託費の額の確定について

「全固体電池を実現する接合プロセス技術革新」（一般財団法人ファインセラミックスセンター）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

令和２年度科学技術試験研究委託事業における再委託費の額の確定について

「全固体電池を実現する接合プロセス技術革新」（一般財団法人ファインセラミックスセンター）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

委託費の額の確定について（令和元年度科学技術試験研究委託事業「全固体電池を実現する接合プ

ロセス技術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

委託費の額の確定について（令和元年度科学技術試験研究委託事業「全固体電池を実現する接合プ

ロセス技術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

委託費の額の確定について（令和元年度科学技術試験研究委託事業「全固体電池を実現する接合プ

ロセス技術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

委託費の額の確定について（令和元年度科学技術試験研究委託事業「全固体電池を実現する接合プ

ロセス技術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委嘱

令和2年度CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業「新国産発電素子を用いた高性能エネ

ルギーリカバリー型熱電発電システムの技術開発」検討会委員の委嘱について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 3 20240331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
設備整備 液体水素試験機附帯設備整備に係る変更届出書の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 10 20310331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
共同研究 共同研究承諾書の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

委託業務完了届について（「全固体電池を実現する接合プロセス技術革新」）（一般財団法人ファ

インセラミックスセンター）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
設備整備

液体水素試験機附帯設備整備に係る建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく、届

出書提出のための委任状について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 10 20310331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】委託業務完了届の提出について（令和２年度科学技術試験研究委託事業「全固体電池を実

現する接合プロセス技術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20210401 5 20260331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 個人情報 個人情報ファイル関係
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
20210401 5 20260331 電子 磁性・スピントロニクス材料研究拠点

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 服務 服務 磁石パートナーシップ
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
20210401 5 20260331 電子 磁性・スピントロニクス材料研究拠点

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 服務 服務 委嘱、兼業依頼
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
20210401 5 20260331 紙 磁性・スピントロニクス材料研究拠点

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 服務 服務 共同研究
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
20210401 5 20260331 紙 磁性・スピントロニクス材料研究拠点

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 服務 服務 査証申請
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
20210401 5 20260331 紙 磁性・スピントロニクス材料研究拠点

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 個人情報 個人情報ファイル関係
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20210401 5 20260331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 服務 服務 委嘱、兼業依頼
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20200401 5 20250331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託 決裁文書管理ファイル
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20200401 5 20250331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託 【平成31年度科学技術試験研究委託事業】元素戦略磁性材料研究拠点
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20210401 5 20260331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託 【平成31年度科学技術試験研究委託事業】元素戦略磁性材料研究拠点　（再委託）東北大学
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20210401 5 20260331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託
【平成31年度科学技術試験研究委託事業】元素戦略磁性材料研究拠点　（再委託）産業技術総合研

究所

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20210401 5 20260331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託
【平成31年度科学技術試験研究委託事業】元素戦略磁性材料研究拠点　（再委託）東京大学物性研

究所

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20210401 5 20260331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託 【平成31年度科学技術試験研究委託事業】元素戦略磁性材料研究拠点　（再委託）京都大学
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20210401 5 20260331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託
【平成31年度科学技術試験研究委託事業】元素戦略磁性材料研究拠点　（再委託）高エネルギー加

速器研究機構

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20210401 5 20260331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託
【平成31年度科学技術試験研究委託事業】元素戦略磁性材料研究拠点　（再委託）高輝度光科学研

究センター

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20210401 5 20260331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託 【平成31年度科学技術試験研究委託事業】元素戦略磁性材料研究拠点　（再委託）名古屋大学
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20210401 5 20260331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託
【平成31年度科学技術試験研究委託事業】元素戦略磁性材料研究拠点　（再委託）北陸先端科学技

術大学院大学

元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20210401 5 20260331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託 【平成31年度科学技術試験研究委託事業】元素戦略磁性材料研究拠点　（再委託）東京工業大学
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20210401 5 20260331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託 【平成31年度科学技術試験研究委託事業】元素戦略磁性材料研究拠点　（再委託）東北学院大学
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20210401 5 20260331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託 【平成31年度科学技術試験研究委託事業】元素戦略磁性材料研究拠点　（再委託）九州大学
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20210401 5 20260331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄



元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託 【平成31年度科学技術試験研究委託事業】元素戦略磁性材料研究拠点　（再委託）兵庫県立大学
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20210401 5 20260331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託 H29科学技術試験研究委託事業による取得資産の所有権移転について
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20210401 5 20260331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
「ロケットエンジンに関する研究開発支援」客員委嘱の承諾書の提出について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
新構造材料技術研究組合2020年度第1回総会の開催案内及び議決権行使書の提出について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2020年度第1回研究会への参加依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2020年度第2回研究会への参加依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（大平洋製鋼：4912）に関する2020年度中間清算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 10 20310331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：3027）に関する2020年度中間清算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 10 20310331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：5177）に関する2020年度中間清算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 10 20310331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：1-1）に関する2020年度中間清算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 10 20310331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：12-1）に関する2020年度中間清算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 10 20310331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
身元保証書及び招へい理由書の発行について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2020年度第3回研究会への参加依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2020年度第3回研究会への講演依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
入国緩和に関する査証申請に必要な誓約書について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2020年度第4回研究会への参加依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2020年度第4回研究会への講演依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
入国緩和に関する査証申請に必要な「誓約書」の発行について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2020年度第5回研究会への講演依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（JFEテクノリサーチ

株式会社）

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 5 20260331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
入国緩和に関する査証申請に必要な「誓約書」の発行について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
中空試験片高圧水素中材料試験法規格化検討委員会に係る委員委嘱について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
課題申請書（HPCIシステム利用研究課題の募集について）

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2020年度第5回研究会への参加依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2020年度第5回研究会への参加依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
入国緩和に関する査証申請に必要な「誓約書」の発行について ※様式変更による再発行

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
入国緩和に関する査証申請に必要な「誓約書」の発行について　※様式変更による再発行

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
入国緩和に関する査証申請に必要な「誓約書」の発行について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会腐食データシート検討会）

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会疲労データシート検討会）

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会クリープデータシート検討会）

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 10 20310331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2020年度第6回研究会への参加依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄



構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2020年度第6回研究会への講演依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2020年度第6回研究会への参加依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会宇宙関連材料強度データシート検討会）

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会疲労データシート検討会）

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2020年度第7回研究会への参加依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」退会受取書について（西日本電信電話株式会社）

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 5 20260331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」退会受取書について（株式会社島津製作所）

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 5 20260331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

タイ NASTDA A-MEDとの連携（PMU-B:Global Partnership Schemeへの提案）について

Letter of Support (LOS) for 2021 PMU-B Call for Proposals : Organizational Bridging Fundの提

出

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 10 20310331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会）

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2020年度第7回研究会への講演依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（大平洋製鋼：4912）に関する2020年度期末清算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 10 20310331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：3027）に関する2020年度期末清算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 10 20310331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：5177）に関する2020年度期末清算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 10 20310331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：1-1）に関する2020年度期末清算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 10 20310331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験（日立金属：12-1）に関する2020年度期末清算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 10 20310331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
中空試験片高圧水素中材料試験法規格化検討委員会に係る委員委嘱について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」退会受取書について（西日本旅客鉄道株式会社）

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 5 20260331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

新構造材料技術研究組合 2020年度第2回総会（臨時）の開催案内及び出欠確認書、委任状、議決権

行使書の提出について

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
検査業務の委託について（回答）

構造材料研究拠点/運営

室長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
令和２（2020）年度「WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業」に係る業務委託契約の締結

について（国際ナノアーキテクトニクス研究拠点（MANA）によるWPI事業推進）
事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類 拠点長達の改正について 事務部門長 20210401 30 20510331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
「国際ナノアーキテクトニクス研究拠点在外研究員派遣事務手続要領」を廃止する達の制定につい

て
事務部門長 20210401 30 20510331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類 拠点長達の制定について 事務部門長 20210401 30 20510331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業 平成30年度「WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業」に係る完了通知書の提出について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
研究実施承諾書の提出について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
委嘱 非常勤講師の委嘱について（回答） 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
委嘱 外来研究員の委嘱について（依頼） 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書

物質・デバイス領域共同研究拠点基盤共同研究課題「二体分布関数による無機クラスターの全原子

配置の解明」に係る応諾書の提出について
事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
共同研究承諾書の提出について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
2020年度（後期）外来研究員（共同利用）申請書の提出について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者
申請書・証明書・承諾

書
外国機関からの研究者の受け入れについて 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業 WPIアカデミー 評価のための活動状況報告書等の提出について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄



国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
国立研究開発法人産業技術総合研究所技術研修申請書の提出について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
世界トップレベル研究拠点プログラムに関するアウトリーチ活動への職員および研究者等の派遣に

ついて（回答）
事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 職員の出国後の再入国について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
平成31（2019）年度「WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業」に係る委託費支出報告書

の提出について
事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
共同研究承諾書の提出について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類 拠点長達の改正について 事務部門長 20210401 30 2051-03-31 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
課題申請書の提出について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
課題申請書の提出について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 査証申請に必要な誓約書の発行について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 査証申請に必要な誓約書の発行について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
提案代表者所属変更届の提出について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 査証申請に必要な誓約書の発行について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 査証申請に必要な誓約書の発行について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 査証申請に必要な誓約書の発行について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
課題申請書の提出について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 査証申請に必要な誓約書の発行について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 査証申請に必要な誓約書の発行について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 査証申請に必要な誓約書の発行について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 査証申請に必要な誓約書の発行について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
委嘱 研究倫理等委員会委員の委嘱について（依頼） 事務部門長 20210401 10 20310331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 査証申請に必要な誓約書の発行について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 査証申請に必要な誓約書の発行について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 査証申請に必要な誓約書の発行について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者
申請書・証明書・承諾

書
客員研究者の在籍証明について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
同意書の提出について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
受入研究員等申請・承認書について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
委嘱 外来研究員の委嘱について（依頼） 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 在留資格認定証明書再申請の理由書の提出について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点（MANA）の拠点長交代について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
特別研究員の海外渡航届について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
令和３（2021）年度WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業に係る実施計画書の提出につい

て（回答）
事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄



国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
共同研究承諾書の提出について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
講演の依頼について（依頼） 事務部門長 20210401 10 20310331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
技術コンサルティング申請書の提出について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 招聘外国人研究者 査証 査証申請に必要な誓約書の発行について 事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
令和２（2020）年度WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業に係る委託期間の延長について

（回答）
事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
令和２（2020）年度「WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業」に係る実施報告書の提出に

ついて
事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
令和２（2020）年度「WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業」に係る業務委託変更契約の

締結について
事務部門長 20210401 5 20260331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄



先端材料解析研究拠点 運営室 依頼 客員研究員の受入れについて(依頼)
先端材料解析研究拠点/

運営室長
20210401 3 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点 運営室 委嘱 令和3(2021)年度国際標準化委員会 委員の追加委嘱について
先端材料解析研究拠点/

運営室長
20210401 3 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点 運営室 委嘱 令和3(2021)年度国際標準化委員会 委員の委嘱について
先端材料解析研究拠点/

運営室長
20210401 3 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点 運営室 委嘱 客員研究者の委嘱について(依頼)
先端材料解析研究拠点/

運営室長
20210401 3 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

先端材料解析研究拠点 運営室 委嘱 客員研究者の委嘱について(依頼)
先端材料解析研究拠点/

運営室長
20210401 3 20240331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室

先端材料解析研究拠点/

運営室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 材料データリポジトリ利用規約の制定について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 材料データリポジトリの利用等に関する達の改正について MaDIS運営統括室 20210401 30 20510331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 受託経理

【再受託】2019年度委託事業費にかかる委託事業実績報告書、及び額の確定について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

開発イニシアティブ」）（大学共同利用機関法人情報・システム研究機構）

MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 受託経理

【再受託】2019年度委託事業費にかかる委託事業実績報告書、及び額の確定について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

開発イニシアティブ」）（国立大学法人東京大学）

MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 出張 出張依頼について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 出張 出張依頼について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 受託経理

【受託】2019年度委託事業実績報告書および年度報告書の提出について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

開発イニシアティブ」）

MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 出張 出張依頼について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 協定 知的財産プロデューサーの派遣に関する協定書への押印について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 許諾 「高分子破壊データベース」のデータの使用許諾について（依頼） MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄



統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 レジデンストラック 外国人レジデンストラックへの部門長自署と押印について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 レジデンストラック 外国人レジデンストラックへの部門長自署と押印について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 レジデンストラック 外国人レジデンストラックへの部門長自署と押印について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 出張 出張依頼について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 レジデンストラック 外国人レジデンストラックへの部門長自署と押印について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 受託経理

【受託】令和元年度委託事業費にかかる精算額通知書について

（国立研究開発法人科学技術振興機構　イノベーションハブ構築支援事業「情報統合型物質・材料

開発イニシアティブ」）

MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 出張 出張依頼について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 材料データセット貸出API利用要領の制定について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 統合型材料開発・情報基盤部門材料データセットの貸出しに関する達の改正について MaDIS運営統括室 20210401 30 20510331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会則の制定について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 出張 出張依頼について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMSデータ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員入会申込書(法人）ついて MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員入会申込書(法人）ついて MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員入会申込書(法人）ついて MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員アカデミア会員入会申込書について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 誓約書 査証申請に必要な誓約書の発行について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員アカデミア会員入会申込書について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員アカデミア会員入会申込書について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員アカデミア会員入会申込書について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員アカデミア会員入会申込書について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員アカデミア会員入会申込書について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員アカデミア会員入会申込書について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄



統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員アカデミア会員入会申込書について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員アカデミア会員入会申込書について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員アカデミア会員入会申込書について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員アカデミア会員入会申込書について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員アカデミア会員入会申込書について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ退会届（法人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 統合型材料開発・情報基盤部門材料データセットの貸出しに関する達の改正について MaDIS運営統括室 20210401 30 20510331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員アカデミア会員入会申込書について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 誓約書 査証申請に必要な誓約書の発行について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員アカデミア会員入会申込書について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員入会申込書(法人）ついて MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 誓約書 査証申請に必要な誓約書の再発行について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 委嘱 外来研究者の委嘱について（依頼）への押印について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 シンポジウム開催 「Japan Open Science Summit 2021」主催開催について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 協定 知的財産プロデューサーの派遣に関する協定書への押印について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（個人）について MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 申請 科学誌Natureへの記事掲載申請について　「SIP統合型材料開発システムによるマテリアル革命」 MaDIS運営統括室 20210401 5 20260331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 MatNaviサービス利用約款の改正について MaDIS運営統括室 20210401 30 20510331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
DPFC 客員研究者の委嘱について(回答）

材料データプラット

フォームセンター長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
DPFC 花王科学奨励賞申込書への部門長公印押印について（伺）

材料データプラット

フォームセンター長
20210401 5 20260331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
招聘 外国人受入に係る誓約書の提出について（伺）

材料データプラット

フォームセンター長
20210401 5 20260331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
DPFC DataCiteへの会員参加に伴う会費支出

材料データプラット

フォームセンター長
20210401 5 20260331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
STAM

Science and Technology of Advanced Materials: Methods (STAM Methods)編集委員会の構成お

よび委員の委嘱について（依頼）

材料データプラット

フォームセンター長
20210401 5 20260331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
STAM

Science and Technology of Advanced Materials (STAM)編集委員会の構成および委員の委嘱につ

いて（依頼）

材料データプラット

フォームセンター長
20210401 5 20260331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
招聘 客員研究者の招聘依頼について

材料データプラット

フォームセンター長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
招聘 客員研究者の招聘依頼について

材料データプラット

フォームセンター長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
招聘 客員研究者の招聘依頼について

材料データプラット

フォームセンター長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
DPFC 客員研究者の委嘱について（回答）

材料データプラット

フォームセンター長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
DPFC 「客員研究者の委嘱について（回答）」

材料データプラット

フォームセンター長
20210401 3 20240331 電子 文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄



技術開発・共用部門 事務統括室 播磨地区
2020年度 理化学研究所　播磨事業所建屋、および「広エネルギー帯域先端材料解析ビームライン

（BL15XU）」の契約の締結等
事務統括室 20210401 10 20310331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 播磨地区 理化学研究所　播磨事業所建屋の一部使用に係る契約の解約 事務統括室 20210401 5 20260331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 動物実験 2020年度 動物実験委員会関連 事務統括室 20210401 5 20260331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 動物実験
「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」等の遵守状況に関する調査への協力に

ついて
事務統括室 20210401 3 20240331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 共用設備 2020年度 共用設備等の指定等について 事務統括室 20210401 10 20310331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 共用設備 2020年度 共用装置等（カテゴリー3）の指定等について 事務統括室 20210401 10 20310331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 GaNプロジェクト
2019年度 文科省委託事業「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領

域）」について
事務統括室 20210401 5 20260331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 GaNプロジェクト
2020年度 文科省委託事業「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領

域）」について
事務統括室 20210401 5 20260331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 外部支援 2020年度 NIMS Open Facilityユーザースクール 事務統括室 20210401 5 20260331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 規程改正 「施設及び設備利用約款」の改正について 事務統括室 20210401 30 20510331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 出張の依頼等 2020年度 出張の依頼等 事務統括室 20210401 5 20260331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室
再輸出等禁止品の確認

書
2020年度 「再輸出等禁止品の取扱いに関する確認書」 事務統括室 20210401 5 20260331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室
グループリーダーの指

名

2020年度 材料創製・加工ステーション 材料創製グループにおけるサブグループリーダーの指名に

ついて
事務統括室 20210401 5 20260331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼 第19回ナノテクノロジー総合シンポジウム組織委員の委嘱について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20210401 3 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼 第19回ナノテクノロジー総合シンポジウムプログラム委員の委嘱について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20210401 3 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

選考結果
「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム令和２年度学生研修プログラム」選考結果につい

て

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20210401 3 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼 令和２年度秀でた利用成果及び技術スタッフ表彰選定委員の委嘱について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20210401 3 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

講演依頼
令和２年度文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム学生研修プログラム成果発表会における

講演について（依頼）

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20210401 3 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

その他
令和２年度文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム学生研修プログラム修了証書の発行につ

いて

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20210401 3 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 令和２年度「職能名称付与委員会委員」の委

嘱について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20210401 3 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

講演依頼
第19回ナノテクノロジー総合シンポジウムにおける海外有識者講演謝金について(Dr. Lynn Charles

Rathbun, Prof. Gian-Marco Rignanese)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20210401 3 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼
「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム令和２年度技術スタッフ表彰」表彰式への出席及

びポスター発表について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20210401 3 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

講演依頼 第19回ナノテクノロジー総合シンポジウムにおける講演について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20210401 3 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

表彰
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム令和２年度秀でた利用成果/技術スタッフ表彰・表

彰状の発行について

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20210401 3 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

講演依頼
ナノテクノロジープラットフォーム令和２年度「秀でた利用成果」表彰式への出席、秀でた利用成

果発表会での講演及びポスター展示説明員について（依頼）

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20210401 3 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼
「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム令和2年度学生研修プログラム」修了証書授与式

について

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20210401 3 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼
令和２年度文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム

米国NNCI施設利用研修プログラム中止に伴う学会等参加旅費助成について（通知）

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20210401 3 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

表彰 令和２年度技術スタッフ職能名称付与に係る証書の発行について

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20210401 3 20240331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

微細構造解析プラットフォーム事務局 申請者リスト 令和2年度
個人情報ファイル関係

R2年度　微細構造解析プラットフォーム申請者リスト　電子

微細構造解析プラット

フォーム事務局
20210401 3 20240331 電子 微細構造解析プラットフォーム事務局

微細構造解析プラット

フォーム事務局
廃棄

令和３年度（2021）

秘書室 規程類 理事長決定 理事長特別参与、審議役及び理事長特別補佐の業務について（令和３年７月１日付） 秘書室 20220401 30 20520331 電子 秘書室 秘書室 廃棄

監査室 監査室 個人情報 科学関連法人監査連絡会法人名簿 監査室長 20220401 5 20270331 電子 監査室 監査室 廃棄



監査室 監査室 監査計画 令和3年度内部監査計画の策定について 監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査 令和2年度文部科学省共済組合物質・材料研究機構支部の運営状況にかかる内部監査結果について 監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 計算証明 業務実績等報告書の提出について 監査室長 20220401 5 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 計算証明 年度計画の提出について 監査室長 20220401 5 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 令和3年度第1四半期における監査活動等報告 監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査 令和2年度に交付を受けている科学研究費補助金に係る内部監査結果について 監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 「環境報告書２０２１に関する審査について」に係る内部監査結果について 監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査 「令和2年度に実施された特例随意契約について」に係る内部監査結果について 監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 令和3年度第2四半期における監査活動報告 監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 その他 会計実地検査時等における綱紀粛正に関する協力依頼について 監査室長 20220401 5 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 「令和2年度に実施した特殊な役務の検収状況について」に係る内部監査結果について 監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査
リスクアプローチ監査「令和２年度に実施された派遣契約の業務の履行状況」に係る内部監査につ

いて
監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 令和2年度第3四半期における監査活動報告 監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 会計監査 令和2年度に経費管理を行った公的研究資金（外部資金）に係る内部監査結果について 監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 監査報告 令和3年度第4四半期における監査活動報告 監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 法人文書の管理状況に係る内部監査結果について 監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 保有個人情報の管理状況に係る内部監査結果について 監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 内部統制の推進状況に係る内部監査結果について 監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 安全保障輸出管理制度の実施状況に係る内部監査結果について 監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 業務監査 情報セキュリティへの取組状況に係る内部監査結果について 監査室長 20220401 10 20320331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 その他 令和3年次会計検査院特別調書（第5局） 監査室長 20220401 5 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 その他 令和3年次会計実地検査7月（第４局） 監査室長 20220401 5 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 その他 令和4年次会計実地検査1月（第４局）① 監査室長 20220401 5 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監査室 監査室 その他 令和4年次会計実地検査1月（第４局）② 監査室長 20220401 5 20270331 紙 監査室 監査室 廃棄

監事室 監事室 個人情報 独立行政法人、特殊法人等監事連絡会名簿 監事室長 20220401 5 20270331 電子 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 個人情報 契約監視員会委員名簿 監事室長 20220401 5 20270331 電子 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 監事業務 理事長・理事の職務執行確認書 監事室長 20220401 10 20320331 紙 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 物質・材料研究機構契約監視委員会⑮（令和3年度） 監事室長 20220401 10 20320331 紙 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 国立研究開発法人物質・材料研究機構契約監視委員会委員の委嘱について（依頼） 監事室長 20220401 5 20270331 紙 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 国立研究開発法人物質・材料研究機構契約監視委員会委員の委嘱について（依頼） 監事室長 20220401 5 20270331 紙 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 国立研究開発法人物質・材料研究機構契約監視委員会委員の委嘱について（依頼） 監事室長 20220401 5 20270331 紙 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 国立研究開発法人物質・材料研究機構契約監視委員会委員の委嘱について（供覧） 監事室長 20220401 5 20270331 紙 監事室 監事室 廃棄



監事室 監事室 契約監視委員会 国立研究開発法人物質・材料研究機構契約監視委員会委員の委嘱について（供覧） 監事室長 20220401 5 20270331 紙 監事室 監事室 廃棄

監事室 監事室 契約監視委員会 国立研究開発法人物質・材料研究機構契約監視委員会委員の委嘱について（供覧） 監事室長 20220401 5 20270331 紙 監事室 監事室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 個人情報 個人情報ファイル 内部統制推進室長 20220401 5 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 コンプライアンス コンプライアンス 内部統制推進室長 20220401 10 20320331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 ハラスメント防止 ハラスメント防止 内部統制推進室長 20220401 10 20320331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 リスクマネジメント リスクマネジメント 内部統制推進室長 20220401 10 20320331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 業務フロー・マニュアル 内部統制推進室長 20220401 10 20320331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 業務改善 少額契約の執行に係る確認 内部統制推進室長 20220401 3 20250331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 研究不正防止 研究不正防止 内部統制推進室長 20220401 10 20320331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 研究費不正使用防止 研究費不正使用防止 内部統制推進室長 20220401 10 20320331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 委員会 内部統制委員会 内部統制推進室長 20220401 10 20320331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 利益相反マネジメント 利益相反マネジメント 内部統制推進室長 20220401 10 20320331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 研修・啓発 コンプライアンス研修・セミナー・規程 内部統制推進室長 20220401 5 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 内部統制係 コンプライアンス 同意書 内部統制推進室長 20220401 10 20320331 紙 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 輸出管理内部規程の内容変更届について 内部統制推進室長 20220401 30 20520331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 「輸出管理内部規程の実施状況の公表について（宣言）」の提出について 内部統制推進室長 20220401 10 20320331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 「輸出者等概要・自己管理チェックリスト」の届出について 内部統制推進室長 20220401 10 20320331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 外来研究者の在留資格認定証明書交付申請にかかる「誓約書」の提出について 内部統制推進室長 20220401 10 20320331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 米国向け原子力関連技術の移転に関わる手続について 内部統制推進室長 20220401 10 20320331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）の一部改正について 内部統制推進室長 20220401 30 20520331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 安全保障輸出管理に関する書類の様式について（要領）の一部改正について 内部統制推進室長 20220401 30 20520331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 海外からの委員委嘱における技術提供・輸出管理チェックシート（R3年度） 内部統制推進室長 20220401 10 20320331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 申請書（該非判定書・審査票）（R3年度） 内部統制推進室長 20220401 10 20320331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 申請書一覧及び統計データ 内部統制推進室長 20220401 10 20320331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 内部教育資料（研修・講習会等） 内部統制推進室長 20220401 3 20250331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 管理責任者の一覧表（R3年度） 内部統制推進室長 20220401 3 20250331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 内部監査資料（R3年度_各管理責任者宛依頼） 内部統制推進室長 20220401 5 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 監査室の監査資料（R3年度） 内部統制推進室長 20220401 5 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 安全保障貿易管理係定例会資料（R3年度） 内部統制推進室長 20220401 1 20230331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 特別専門職の公募・採用に関する資料 内部統制推進室長 20220401 5 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

内部統制推進室 安全保障貿易管理係 安全保障 予算要求・執行の資料（R3年度） 内部統制推進室長 20220401 5 20270331 電子 内部統制推進室 内部統制推進室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱 液化水素関連材料評価基盤整備委員会に係る委員の委嘱について（変更） 経営戦略室 20220401 5 20270331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄



経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構 令和４年度年度計画の届出について 経営戦略室 20220401 30 20520331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱 液化水素関連材料評価基盤整備委員会に係る委員の委嘱について（変更） 経営戦略室 20220401 5 20270331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員会設置 動物実験施設利用等検討委員会の設置について（部門長達） 経営戦略室 20220401 30 20520331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 予算企画 国立研究開発法人物質・材料研究機構 令和３年度年度計画変更の届出について 経営戦略室 20220401 30 20520331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱 液化水素関連材料評価基盤整備委員会に係る委員の委嘱について 経営戦略室 20220401 5 20270331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱 第5期中長期計画研究開発課題に関する意見交換会有識者委員への委嘱について（追加・変更） 経営戦略室 20220401 5 20270331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員会設置 液化水素関連材料評価基盤整備委員会の設置について（部門長達） 経営戦略室 20220401 30 20520331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱
物質・材料研究機構 量子マテリアル基礎基盤研究プロジェクト ピアレビューアの委嘱について

（追加）
経営戦略室 20220401 5 20270331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱
物質・材料研究機構第5期中長期計画研究開発課題に関する意見交換会 有識者委員の委嘱について

(追加３）
経営戦略室 20220401 5 20270331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱 物質・材料研究機構 量子マテリアル基礎基盤研究プロジェクト ピアレビューアの委嘱について 経営戦略室 20220401 5 20270331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱
物質・材料研究機構第5期中長期計画研究開発課題に関する意見交換会 有識者委員の委嘱について

（追加2）
経営戦略室 20220401 5 20270331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱
物質・材料研究機構第５期中長期計画研究開発課題に関する意見交換会 有識者委員の委嘱につい

て（追加）
経営戦略室 20220401 5 20270331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱 物質・材料研究機構第5期中長期計画研究開発課題に関する意見交換会 有識者委員の委嘱について 経営戦略室 20220401 5 20270331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価
国立研究開発法人物質・材料研究機構における研究開発課題評価実施要領に係る取扱いの決定につ

いて
経営戦略室 20220401 30 20520331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員委嘱
物質・材料研究機構 センサ・アクチュエータ研究開発プロジェクト ピアレビューアの委嘱につい

て
経営戦略室 20220401 5 20270331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 令和２年度における業務の実績に関する評価の結果について（通知） 経営戦略室 20220401 10 20320331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員会設置 「次世代放射光施設企画運営委員会の設置について（部門長達）」の改正について 経営戦略室 20220401 30 20520331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 委員会設置 次世代放射光施設企画運営委員会の設置について（部門長達） 経営戦略室 20220401 30 20520331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 資源配分 競争的資金に係る間接経費執行実績報告書（2020年度）の提出について 経営戦略室 20220401 5 20270331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 経営戦略室 評価 第２０期事業年度における業務実績等報告書の提出について 経営戦略室 20220401 30 20520331 電子 経営戦略室 経営戦略室 廃棄

経営企画部門 広報室 個人情報 個人情報ファイル関係 広報室長 20220401 5 20270331 電子 広報室 広報室 廃棄

経営企画部門 広報室 広報室 ２０２１年　文書決裁（後援依頼等） 広報室長 20220401 5 20270331 紙 広報室 広報室 廃棄

経営企画部門 広報室 広報室 ２０２１年　プレス発表申請書 広報室長 20220401 3 20250331 電子 広報室 広報室 廃棄

若手国際研究センター 個人情報保護 個人情報 個人情報ファイル関係
若手国際研究センター

長
20220401 5 20270331

紙/電

子
若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター ICYS研究員 研究 応諾書の提出について（ICYS研究員 姉帯勇人）
若手国際研究センター

長
20220401 5 20270331 電子 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター ICYS研究員 研究
化審法・第一種特定化学物質該当製品の用途確約書の提出について（ICYS研究員 Ying-Chiao

Wang）

若手国際研究センター

長
20220401 5 20270331 電子 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター ICYS研究員 研究
細胞材料購入にかかるMaterial Transfer Agreement （MTA)の発出について（ICYS研究員 岸田沙

羅）

若手国際研究センター

長
20220401 5 20270331 電子 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター 出張 依頼 ICYSセミナー講師の依頼について
若手国際研究センター

長
20220401 5 20270331 電子 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター 規程類 部門長達 「若手国際研究センターメンターの設置について」の改正について
若手国際研究センター

長
20220401 30 20520331 電子 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター ICYS研究員 研究 物品の再利用公募省略について
若手国際研究センター

長
20220401 5 20270331 電子 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

若手国際研究センター ICYS研究員 研究 外来研究員（共同利用）申請・承諾書の提出について（ICYS研究員 Pelin Tozman Karanikolas)
若手国際研究センター

長
20220401 5 20270331 電子 若手国際研究センター 若手国際研究センター 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 連携・協力に関する協定の更新について（独立行政法人国立高等専門学校機構） 学術連携係 20220401 30 20520331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄



グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間)
横浜国立大学と国立研究開発法人物質・材料研究機構との連携大学院運営に関する協定書の締結に

ついて
学術連携係 20220401 30 20520331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS WEEK NIMS Award2022　選考委員会委員の委嘱について 学術連携係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 その他 令和4年度「国立研究開発法人物質・材料研究機構における派遣研究教員】候補者について(回答） 学術連携係 20220401 30 20520331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS WEEK 東京国際フォーラムへの「施設利用申し込み」及び「支払い時期変更願い」の提出について 学術連携係 20220401 10 20320331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国際連携大学院協定（カレル大学）との更新について 学術連携係 20220401 30 20520331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国際連携大学院協定の締結について（国立フィリピン大学） 学術連携係 20220401 30 20520331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和2年度（2020年度）外国人研究者招へい事業（外国人招へい研究者）採用辞退について 学術連携係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国立大学法人筑波大学大学院の教育研究への協力に関する変更契約に係る協定書の締結について 学術連携係 20220401 30 20520331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和4年度日本学術振興会外国人招へい研究者（長期、短期第1回）採用結果について（通知） 学術連携係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の停止について（仁荷大学） 学術連携係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS WEEK NIMS Award 2021受賞者へのお礼状の発行について 学術連携係 20220401 1 20230331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（ドイツ連邦材料研究所） 学術連携係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国際連携大学院協定の更新について（ノルウェー科学技術大学） 学術連携係 20220401 30 20520331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（University of New South Wales） 学術連携係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS WEEK NIMS WEEK2021 NIMS Award受賞者候補への受賞通知について 学術連携係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（Chiang Mai University） 学術連携係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS WEEK NIMS WEEK2021での講演依頼について 学術連携係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国際連携大学院協定の締結について（インド工科大学ヴァーラーナシー校（IIT-BHU）） 学術連携係 20220401 30 20520331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 機関間MOUの締結について（インド工科大学ヴァーラーナシー校（IIT-BHU）） 学術連携係 20220401 30 20520331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘
令和3年度（2021年度）外国人研究者招へい事業　外国人特別研究員（JSPSサマー・プログラム）

採用辞退について
学術連携係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（Queensland University of Technology） 学術連携係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和4年度日本学術振興会外国人招へい研究者（長期）申請について 学術連携係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和3年度日本学術振興会外国人招へい研究者（短期第2回）採用結果について（通知） 学術連携係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 その他 航空貨物安全宣言書兼爆発物検査承諾書の提出について 学術連携係 20220401 3 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国立大学法人大阪大学大学院情報科学研究科との連携に関する協定書及び覚書の締結について 学術連携係 20220401 30 20520331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(部局間) 国際学術連携覚書（部局間MOU）の締結について（The University of Manchester） 学術連携係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 機関間MOUの締結について（カーン・ノルマンディー大学） 学術連携係 20220401 30 20520331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 協定書(機関間) 国際連携大学院協定の締結について（カーン・ノルマンディー大学） 学術連携係 20220401 30 20520331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS WEEK NIMS Award 2021選考委員会委員の委嘱について 学術連携係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 JSPS招聘 令和3年度日本学術振興会外国人招へい研究者（短期第2回）申請について 学術連携係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMSジュニア
令和4年度新規NIMSジュニア研究員候補者の決定について（NIMS連携大学院に所属する者に限

る）
大学院係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS連携大学院 NIMSジュニア研究員の入学金等の立替に関する要領の改定について 大学院係 20220401 1 20230331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄



グローバル中核部門 グローバル連携室 インターンシップ 令和３年度実務訓練指導責任者の委嘱について（豊橋技術科学大学） 大学院係 20220401 3 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 インターンシップ 令和３年度実務訓練指導責任者の委嘱について（豊橋技術科学大学） 大学院係 20220401 3 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMSジュニア
令和4年度NIMSジュニア研究員再契約候補者の決定について（NIMS連携大学院に所属する者に限

る）
大学院係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 商標
早稲田大学NIMS連携大学院サイトリニューアルに伴う、大学ロゴなどの商標等使用許可申請につ

いて
大学院係 20220401 3 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 インターンシップ 令和３年度実務訓練学生の受入について（回答）（豊橋技術科学大学） 大学院係 20220401 3 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 インターンシップ 令和３年度実務訓練学生の受入について（回答）（豊橋技術科学大学） 大学院係 20220401 3 20250331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMSジュニア 令和3年度新規NIMSジュニア研究員候補者の決定について（北海道大学10月入学する者） 大学院係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS連携大学院 NIMS連携大学院生立替制度　立替決定通知書の発行について（九州大学大学院） 大学院係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMS連携大学院 NIMS連携教員の学生募集年限についての暫定措置について 大学院係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 NIMSジュニア 令和3年度新規NIMSジュニア研究員候補者の決定について（早稲田大学秋入学する者） 大学院係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 国際連携大学院 国際連携大学院協定に基づき受入れる大学院生と受入研究者の最終候補者の決定について 大学院係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 招聘 国立研究開発法人物質・材料研究機構招聘手続要領の改正について グローバル人材支援係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 外国人研究者支援 在留申請オンラインシステムの利用申出申請について グローバル人材支援係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 外国人研究者支援 在留申請オンラインシステムの利用者追加申請について グローバル人材支援係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 外国人研究者支援 在留申請オンラインシステムの利用者追加申請について グローバル人材支援係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 外国人研究者支援 在留申請オンラインシステムの利用者追加申請について グローバル人材支援係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

グローバル中核部門 グローバル連携室 招聘 国立研究開発法人物質・材料研究機構招聘手続要領の改正について グローバル人材支援係 20220401 5 20270331 電子 グローバル連携室 グローバル連携室 廃棄

人材部門 人材開発室 研修 第44回英語研修（2021年度）受講者の推薦状の発行について 人材開発室 20220401 1 20230331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 研修 第44回英語研修（2021年度）受講者の推薦状（二次募集）の発行について 人材開発室 20220401 1 20230331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 研修 令和３年度筑波大学階層別研修（昇任時）の受講者受入見送りについて（事務連絡） 人材開発室 20220401 5 20270331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 委員指名 R3年度人材委員会委員の指名について 人材開発室 20220401 5 20270331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 育児介護中支援制度実施要領の改正について 人材開発室 20220401 5 20270331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 庶務 第59回政府関係法人会計事務職員研修生の推薦依頼について（回答） 人材開発室 20220401 3 20250331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 委員指名 研究職人事評価制度ワーキンググループ委員の指名について 人材開発室 20220401 5 20270331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 委員指名 定年制職員人事評価制度検討会委員の指名について 人材開発室 20220401 5 20270331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 庶務 定年制研究職採用選考結果に係る文書発行について（李霞） 人材開発室 20220401 5 20270331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 研修 第44回英語研修（2021年度）秋クラス受講者の推薦状の発行について 人材開発室 20220401 1 20230331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 研究職職員に係る個人業績評価実施要領の改定について（2022年評価適用版） 人材開発室 20220401 30 20520331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 シニア研究者向けキャリア支援制度実施要領の改正について 人材開発室 20220401 10 20320331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 キャリア形成研究職員の定年制研究員への移行審査手続き要領 人材開発室 20220401 30 20520331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 在外研究員 令和３年度物質・材料研究機構在外研究員派遣通知について 人材開発室 20220401 5 20270331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 委員指名 研修制度検討委員会委員の指名について 人材開発室 20220401 3 20250331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄



人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 エンジニア職職員に係る職員評価実施要領の改正について（様式のみ改正） 人材開発室 20220401 30 20520331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 メンター 定年制研究職員に対するメンターの指名について 人材開発室 20220401 3 20250331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 研修 第44回Winter英語研修（2021年度）受講者の推薦状の発行について 人材開発室 20220401 1 20230331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 在外研究員 令和３年度物質・材料研究機構在外研究員派遣通知について 人材開発室 20220401 5 20270331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 併任 2022年度シニア研究者向けキャリア支援制度の通知について 人材開発室 20220401 5 20270331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 法令・規程・要領・達 研究職職員に係る個人業績評価実施要領の改定について（2022年評価適用版） 人材開発室 20220401 30 20520331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 独立研究者 独立研究者（新津甲大）に対するメンターの指名について 人材開発室 20220401 3 20250331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 エンジニア職評価 2022年エンジニア職員の業務目標指針の設定について 人材開発室 20220401 30 20520331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 庶務 令和4年度各省等別研修生割当数について（通知） 人材開発室 20220401 1 20230331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 評価 定年制エンジニア職員（満55歳職員）の順位の目安に係る通知書の発行について 人材開発室 20220401 10 20320331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 併任 2022年度シニア研究者向けキャリア支援制度の通知について（追加） 人材開発室 20220401 5 20270331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 庶務 第51回会計事務職員契約管理研修生の推薦依頼について（回答） 人材開発室 20220401 3 20250331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 メンター 定年制研究職員のメンターの指名について 人材開発室 20220401 3 20250331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 庶務 女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」の申請について 人材開発室 20220401 10 20320331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人材開発室 評価 令和3年（2021年）エンジニア職評価について 人材開発室 20220401 30 20520331 電子媒体人材開発室 人材開発室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（2021年度①） 人事室人事第１係 20220401 5 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（2021年度②） 人事室人事第１係 20220401 5 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（2021年度③） 人事室人事第１係 20220401 5 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（2021年度④） 人事室人事第１係 20220401 5 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（2021年度⑤） 人事室人事第１係 20220401 5 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（2021年度⑥） 人事室人事第１係 20220401 5 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 職員の兼務・一般兼業について（2021年度⑦） 人事室人事第１係 20220401 5 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 任免関係（令和3年度） 人事室人事第１係 20220401 30 20520331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 指定研 指定研究所関係届出 人事室人事第１係 20220401 30 20520331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 就業区分関係 人事室人事第１係 20220401 30 20520331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 令和4年度昇格審査関係 人事室人事第１係 20220401 30 20520331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 表彰 表彰関係について 人事室人事第１係 20220401 30 20520331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 事務職評価について 人事室人事第１係 20220401 30 20520331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 令和3年度採用関係 人事室人事第１係 20220401 30 20520331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 名誉研究員等の称号授与について 人事室人事第１係 20220401 30 20520331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 履歴事項等の証明について 人事室人事第１係 20220401 1 20230331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 任免 期末手当、勤勉手当及び業績手当(賞与)の支給について 人事室人事第１係 20220401 30 20520331 電子 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和３年３月分） 人事室福利厚生係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和３年４月分） 人事室福利厚生係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 食堂 給食施設状況報告書の提出について 人事室福利厚生係 20220401 10 20320331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 労働保険 労働保険、概算・確定保険料申告書の提出について 人事室福利厚生係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和３年６月分） 人事室福利厚生係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 社会保険 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届等の提出について 人事室福利厚生係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 令和３年度 退職者向け年金制度説明会講師の派遣について（依頼） 人事室福利厚生係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和３年７月分） 人事室福利厚生係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 個人型確定拠出年金　第二号加入者の届出書の提出について 人事室福利厚生係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 講師の派遣について 人事室福利厚生係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 食堂 食堂運営等に関する契約の覚書（変更）の締結について（並木地区自動販売機） 人事室福利厚生係 20220401 10 20320331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 宿舎の経年及び入居状況調書等の提出について（回答） 人事室福利厚生係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 社会保険 定期健康診断結果の提供について（回答） 人事室福利厚生係 20220401 5 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和３年１０月分） 人事室福利厚生係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 宿舎 宿舎の経年及び入所状況調書等の提出について（回答） 人事室福利厚生係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和３年１１月分） 人事室福利厚生係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 社会保険 健康保険被扶養者状況リストの提出について 人事室福利厚生係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和３年１２月分） 人事室福利厚生係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 社会保険 マイナンバー未収録者一覧の提出について 人事室福利厚生係 20220401 5 20270331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 共済 組合員異動報告書について(令和４年２月分） 人事室福利厚生係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 クロアポ・特定分野業務員（令和３年度） 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 無期労働契約関連（令和３年度） 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 無期労働契約関連（令和３年度） 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 特命研究員（令和３年度） 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和３年度アドバイザー等 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和３年度アドバイザー等 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和３年度度兼業依頼状・委嘱依頼状 人事室人事第２係 20220401 3 20250331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和３年度度兼業依頼状・委嘱依頼状 人事室人事第２係 20220401 3 20250331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和３年度客員研究者の受入について 人事室人事第２係 20220401 3 20250331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和３年客員研究者等の期間延長について 人事室人事第２係 20220401 3 20250331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 令和３年客員研究者等の期間短縮について 人事室人事第２係 20220401 3 20250331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2021年度任期制職員採用手続き（4月～） 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 紙 人事室 人事室 廃棄



人材部門 人事室 服務 2021年度任期制職員採用手続き（6月～） 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2021年度任期制職員採用手続き（8月～） 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2021年度任期制職員採用手続き（9月～） 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2021年度任期制職員採用手続き（11月～） 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2021年度任期制職員採用手続き（1月～） 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2021年度任期制職員採用手続き（2月～） 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2021年度任期制職員採用手続き（3月～）① 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2021年度任期制職員採用手続き（3月～）② 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2021年度任期制職員採用手続き（3月～）③ 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2021年度任期制職員採用手続き（3月～）④ 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 2021年度任期制職員採用手続き（3月～）⑤ 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 雇止め予告通知書について(2021年度） 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 要領等の改正について 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 名誉フェローの称号授与 人事室人事第２係 20220401 30 20520331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 服務 大学院学生の研究指導委託について（回答） 人事室人事第２係 20220401 3 20250331 電子 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 出向 令和3年度出向関係 人事室長代理 20220401 30 20520331 紙 人事室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 産業医団体傷害保険継続加入について 人事室健康管理係 20220401 5 20270331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 国立研究開発法人物質・材料研究機構産業医就任のお願い 人事室健康管理係 20220401 10 20320331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 健康診断結果報告書について 人事室健康管理係 20220401 10 20320331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 献血のご協力について 人事室健康管理係 20220401 10 20320331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 ストレスチェック実施結果報告書について 人事室健康管理係 20220401 10 20320331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 インフルエンザ予防接種実施について 人事室健康管理係 20220401 10 20320331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 献血のご協力について 人事室健康管理係 20220401 10 20320331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 国立研究開発法人物質・材料研究機構自主抗原検査実施要領 人事室健康管理係 20220401 10 20320331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係  長期労働者への産業医による面接指導体制について 人事室健康管理係 20220401 10 20320331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 健康診断結果報告書について 人事室健康管理係 20220401 10 20320331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 産業医謝金の取扱いについて 人事室健康管理係 20220401 10 20320331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 長時間労働者への産業医による面接指導体制の改正について 人事室健康管理係 20220401 10 20320331 紙 桜地区健康管理室 人事室 廃棄

人材部門 人事室 健康管理係 新型コロナウイルス感染症に関する機構の対応方針の更新について（第26回目更新） 人事室健康管理係 20220401 10 20320331 紙 人事室 人事室 移管

人材部門 人事室 健康管理係 新型コロナウイルス感染症に関する機構対応方針の更新について（第25回目更新） 人事室健康管理係 20220401 10 20320331 紙 人事室 人事室 移管

人材部門 人事室 給与労務 給与支払報告及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 特別徴収切替届出（依頼）書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄



人材部門 人事室 給与労務 給与支払報告及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 給与支払報告及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 給与支払報告及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 給与支払報告及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 租税条約に関する届出書の提出について 給与労務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 給与支払報告及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 納付書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託金払渡請求書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託にかかる事情届不受理申請書等の受書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 特別徴収切替届出（依頼）書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 関東信越国税局からの申請に対する回答について 給与労務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託にかかる事情届不受理申請書等の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託にかかる事情届不受理申請書等の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 つくば市からの照会に対する回答について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 取下通知書の供覧について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託にかかる事情届の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託にかかる事情届の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 納付書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 租税条約に関する届出書の提出について 給与労務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 給与支払報告及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 特別徴収切替届出（依頼）書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 在籍出向者の勤怠管理について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 陳述書の提出について 給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 給与支払報告及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託にかかる事情届の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 給与支払報告及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 納付書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 特別徴収切替届出（依頼）書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託にかかる事情届の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 給与支払報告及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 在籍出向者の勤怠管理について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 給与支払報告及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄



人材部門 人事室 給与労務 納付書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託にかかる事情届の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託にかかる事情届の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 租税条約に関する届出書の提出について 給与労務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 給与支払報告及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託にかかる事情届の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 納付書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 租税条約に関する届出書の提出について 給与労務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 給与支払報告及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 在籍出向者の勤怠管理について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 在籍出向者の勤怠管理について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 在宅勤務による業務履行に関する覚書の締結について（株式会社ペイロール） 給与労務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託に係る事情届の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 令和3年分民間給与実態統計調査に対する回答について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 納付書の提出について（2022年2月分所得税） 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託に係る事情届の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 扶養控除等の見直しについて（再回答） 給与労務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 令和3年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等の提出について 給与労務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 納付書の提出について（2022年1月分所得税） 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託に係る事情届の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 租税条約に関する届出書の提出について 給与労務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 納付書の提出について（2021年12月分所得税） 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託に係る事情届の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 租税条約に関する届出書の提出について 給与労務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託に係る事情届の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 特別徴収切替届出（依頼）書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 給与等の支給状況の照会について（回答） 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄



人材部門 人事室 給与労務 扶養控除等の見直しについて（回答） 給与労務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 納付書の提出について（2021年11月分所得税） 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託に係る事情届の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 能美市からの照会に対する回答について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 債権差押通知書について 給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 納付書の提出について（2021年10月分所得税） 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託に係る事情届の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 つくば市からの照会に対する回答について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 龍ケ崎市からの照会に対する回答について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 つくば市からの照会に対する回答について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 供託に係る事情届の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 納付書の提出について（2021年9月分所得税） 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
時間外勤務及び休日勤務に関する労使協定書の締結並びに時間外労働休日労働に関する協定届及び

専門業務型裁量労働制に関する協定届の提出について
給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者災害補償保険（様式第5号）療養給付たる療養の給付請求書等への事業主の証明について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 育児・介護休業等に関する労使協定書の変更について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 1か月単位の変形労働時間制に関する協定書の廃止について（協議） 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 意見書の提出について（依頼） 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 令和４年度就労条件総合調査調査票回答について 給与労務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 処遇及び労働環境に関する要求書に対する回答について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者災害補償保険（様式第5号）療養給付たる療養の給付請求書への事業主の証明について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者死傷病報告の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
労働者災害補償保険（様式第5号）療養給付たる療養の給付請求書への派遣先事業主の証明につい

て
給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者災害補償保険（様式第16号の３）療養給付たる療養の給付請求書への事業主の証明について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 在籍出向者の勤怠管理について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 男女雇用機会均等推進者等変更届の提出について 給与労務係 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者災害補償保険（様式第16号の３）療養給付たる療養の給付請求書への事業主の証明について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 非常災害等の理由による労働時間延長許可申請書について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 就業規則等変更届について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 土浦労働基準監督署検査に伴う改善報告の追加報告について 給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄



人材部門 人事室 給与労務 土浦労働基準監督署検査に伴う指導票改善報告書（労働時間記録、賃金台帳）の提出について 給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者災害補償保険（様式第5号）療養給付たる療養の給付請求書への事業主の証明について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者災害補償保険（様式第16号の３）療養給付たる療養の給付請求書への事業主の証明について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 令和３年度雇用均等基本調査（事業所票）の回答について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者災害補償保険（様式第16号の３）療養給付たる療養の給付請求書への事業主の証明について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 意見書の提出について（依頼） 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 土浦労働基準監督署検査に伴う指導票改善報告書（労働時間記録、賃金台帳）等の提出について 給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者死傷病報告の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 苦情処理委員会委員の指名について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 就業規則等変更届について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 育児・介護休業等に関する労使協定書の変更について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 苦情処理委員会委員の指名について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 就業規則等変更届について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
土浦労働基準監督署検査に伴う指導票改善報告書及び「過重労働による健康障害防止について」改

善報告書の提出について
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 意見書の提出について（依頼） 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者災害補償保険（様式第16号の３）療養給付たる療養の給付請求書への事業主の証明について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 意見書の提出について（依頼） 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 土浦労働基準監督署検査に伴う是正（改善）報告書の提出について 給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則第２７条第１８号及び任期制職員就業規

則第２８条第１８号の例外的取り扱いについて
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則第２７条第１８号及び任期制職員就業規

則第２８条第１８号の例外的取り扱いについて
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則第２７条第１８号及び任期制職員就業規

則第２８条第１８号の例外的取り扱いについて
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則第２７条第１８号及び任期制職員就業規

則第２８条第１８号の例外的取り扱いについて
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則第２７条第１８号及び任期制職員就業規

則第２８条第１８号の例外的取り扱いについて
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則第２７条第１８号及び任期制職員就業規

則第２８条第１８号の例外的取り扱いについて
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則第２７条第１８号及び任期制職員就業規

則第２８条第１８号の例外的取り扱いについて
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則第２７条第１８号及び任期制職員就業規

則第２８条第１８号の例外的取り扱いについて
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則第２７条第１８号及び任期制職員就業規

則第２８条第１８号の例外的取り扱いについて
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則第２７条第１８号及び任期制職員就業規

則第２８条第１８号の例外的取り扱いについて
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則第２７条第１８号及び任期制職員就業規

則第２８条第１８号の例外的取り扱いについて
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則第２７条第１８号及び任期制職員就業規

則第２８条第１８号の例外的取り扱いについて
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則第２７条第１８号及び任期制職員就業規

則第２８条第１８号の例外的取り扱いについて
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則第２７条第１８号及び任期制職員就業規

則第２８条第１８号の例外的取り扱いについて
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄



人材部門 人事室 給与労務
国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則第２７条第１８号及び任期制職員就業規

則第２８条第１８号の例外的取り扱いについて
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則第２７条第１８号及び任期制職員就業規

則第２８条第１８号の例外的取り扱いについて
給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 就業規則等変更届について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 就業規則等変更届について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 就業規則等変更届について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 研究職の本府省等への在籍出向するグループリーダー等管理監督者の時間外勤務の管理等について 給与労務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 意見書の提出について（依頼） 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者災害補償保険（様式第16号の３）療養給付たる療養の給付請求書への事業主の証明について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 機構内施設の利用許可について（回答） 給与労務係 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 意見書の提出について（依頼） 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 就業規則等変更届について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 機構内施設の利用許可について（回答） 給与労務係 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 １か月単位の変形労働時間制に関する協定書の変更について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 就業規則等変更届について 給与労務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務 労働者死傷病報告の提出について 給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

人材部門 人事室 給与労務
労働者災害補償保険（様式第5号および第7号）療養補償給付たる療養の給付請求書等への事業主の

証明について
給与労務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 人事室 廃棄

総務部門 総務室 旅費 赴任旅費の増額調整に関する承認申請書について 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 旅費 赴任旅費の増額調整に関する承認申請書について 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 旅費 旅費負担証明書の発行について 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について 総務部門/総務室/総務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 旅費 赴任旅費の増額調整に関する承認申請書について 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 旅費 赴任旅費の増額調整に関する承認申請書について 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 旅費 赴任旅費の増額調整に関する承認申請書について 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 国立研究開発法人物質・材料研究機構文書取扱要領（総務部門長達）の一部改正について 総務部門/総務室/法規係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 定年制職員給与規程等の届出について 総務部門/総務室/法規係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 旅費 赴任旅費の増額調整に関する承認申請書について 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 旅費 赴任旅費の増額調整に関する承認申請書について 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 旅費 赴任旅費の増額調整に関する承認申請書について 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 旅費 旅費負担証明書の発行について 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 旅費 赴任旅費の増額調整に関する承認申請書について 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 放置オートバイの撤去・処分手続きについて 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 旅費 赴任旅費の増額調整に関する承認申請書について 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄



総務部門 総務室 研究者会議 令和４年度研究者会議議長、副議長の指名について 総務部門/総務室/総務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他 東日本大震災発生十一年となる３月１１日における弔意表明について（通知） 総務部門/総務室/総務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 旅費 JALオンライン利用契約書の締結について 総務部門/総務室 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 「定期入構業者等に対する運用について」の改正について 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 その他
2022年度年間契約「役員賠償責任保険」に係る告知事項申告書（独立行政法人向け）の提出につ

いて
総務部門/総務室 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について 総務部門/総務室/総務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ロゴマーク用許可申請について 総務部門/総務室/総務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 マスターキー追加注文に関する念書 総務部門/総務室/総務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 回答 独立行政法人国立公文書館への移管を想定する法人文書ファイル等の有無について（回答） 総務部門/総務室/文書係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 旅費 赴任旅費の増額調整に関する承認申請書について 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 情報公開 独立行政法人等情報公開法の施行状況調査について（回答） 総務部門/総務室/総務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 個人情報 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行状況調査について（回答） 総務部門/総務室/総務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 旅費 赴任旅費の増額調整に関する承認申請書について 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について 総務部門/総務室/総務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について 総務部門/総務室/総務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 回答 令和２年度法人文書の管理の状況調査ついて（回答） 総務部門/総務室/文書係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟 争訟事件の処理について（通知） 総務部門/総務室/法規係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 回答 令和３年度科学技術団体連合の役員会決議について 総務部門/総務室/総務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 回答 令和３年経済センサス-活動調査について（回答） 総務部門/総務室/総務係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 回答 「つくばものづくりオーケストラ技術展示会」開催に伴う施設無償貸付について（回答） 総務部門/総務室 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 旅費 赴任旅費の増額調整に関する承認申請書について 総務部門/総務室 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 訴訟
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第六条の三第一項に基づく報

告について
総務部門/総務室/法規係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 許可申請 ﾛｺﾞﾏｰｸ使用許可申請について 総務部門/総務室/総務係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 国立研究開発法人物質・材料研究機構文書取扱要領（総務部門長達）の一部改正について 総務部門/総務室/法規係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 国立研究開発法人物質・材料研究機構特定個人情報取扱要領の一部改正について 総務部門/総務室/総務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 国立研究開発法人物質・材料研究機構ロゴマークの取扱いについての一部改正について 総務部門/総務室/総務係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 理事長車入替に伴うETCコーポレートカード返却届の発行について 総務部門/総務室/総務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務
理事長車入替に伴うETCコーポレートカード郵送依頼書及びETCコーポレートカード受取書の発行

ついて
総務部門/総務室/総務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 庶務 理事長車入替に伴うＥＴＣコーポレートカードの登録車両入替届の発行について 総務部門/総務室/総務係 20220401 3 20250331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 総務室 規程 定年制職員給与規程等の届出について 総務部門/総務室/法規係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 総務室 廃棄

総務部門 経理室 個人情報 個人情報ファイル関係 経理室 20220401 5 20270331 電子 経理室 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人千葉大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄



総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和3年2月分） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品借受書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲与申請書の提出について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 無償貸付物品借受書の提出について（防衛装備庁） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（早稲田大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
事務所借受変更に伴う賃貸借（変更）契約書の締結について（株式会社マテリアルイノベーション

つくば）
経理室財務班 20220401 10 20320331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人九州工業大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受け入れ通知書について 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人九州工業大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 令和2年度貴金属定期検査結果について（報告） 経理室財務班 20220401 5 20270331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品借受申請書の提出について（国立研究開発法人理化学研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人千葉大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 譲渡願の提出について（国立研究開発法人理化学研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立研究開発法人科学技術振興機構） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認書及び物品借受書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人北海道大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（株式会社JEOL RESONANCE） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 株式会社インボイスに対する解約届の提出について 経理室会計班 20220401 1 20230331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受け入れ通知書について 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（独立行政法人国立高等専門学校機構鶴岡工業高等専門学校） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引き渡しについて 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 規程・要領 債権管理事務取扱要領の制定について 経理室会計班 20220401 30 20520331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 経済産業省所管に属する物品の無償貸付けについて（申請）（経済産業省） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 共同研究契約に基づく資産譲渡について（回答）（三菱重工業株式会社） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立研究開発法人理化学研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 経済産業省所管に属する物品の無償貸付けについて（承認）及び借受書について（経済産業省） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借受書について（国立研究開発法人理化学研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（独立行政法人国立高等専門学校機構鶴岡工業高等専門学校） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願の提出について 経理室会計班 20220401 1 20230331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品返還申出書の提出について（日本ペイントマリン株式会社） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人東京工業大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立研究開発法人理化学研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 理事者確認書の提出について 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 第20期事業年度　国立研究開発法人物質・材料研究機構　財務諸表等の監査について 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（早稲田大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 令和3年度運営費交付金　第2四半期分の請求について 経理室会計班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資産の譲渡等の対価以外の収入の使途の特定について（令和2年度分） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（三菱重工業株式会社） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和3年3月分） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 独立監査人の監査報告書について 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 監事監査報告書について 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 目的積立金承認申請書の提出について 経理室財務班 20220401 30 20520331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第20期事業年度 財務諸表等の提出について 経理室財務班 20220401 30 20520331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立研究開発法人理化学研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 株式会社インボイスに対する解約届の提出について 経理室会計班 20220401 1 20230331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 税務
課税期間分（令和2年4月1日～令和3年3月31日）の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出につ

いて
経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資産の譲渡等の対価以外の収入の使途の特定について（通知）（令和2年度分） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和3年4月分） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人茨城大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 動産贈与申請書の提出について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書の提出について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学北海道大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学琉球大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願の提出について 経理室会計班 20220401 1 20230331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和3年5月分） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について 経理室財務班 20220401 30 20520331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人北海道大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄



総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和3年6月分） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 無償貸付物品の使用場所変更について（文部科学省） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 不動産（建物等）使用願について（株式会社NECライベックス） 経理室財務班 20220401 5 20270331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書及び寄附金等申込書の提出について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（一般社団法人光科学イノベーションセンター） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（公益財団法人高輝度光科学研究センター） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立研究開発法人理化学研究所播磨事業所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 会計監査人の選任について（通知） 経理室財務班 20220401 30 20520331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品無償譲渡申請書について（国立大学法人筑波大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 令和3年度運営費交付金　第3四半期分の請求について 経理室会計班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人筑波大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（一般財団法人光科学イノベーションセンター） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人琉球大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和3年7月分） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 株式会社インボイスに対する解約届の提出について 経理室会計班 20220401 1 20230331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の使用場所の変更について（承認） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立研究開発法人理化学研究所播磨事業所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第20期事業年度財務諸表等の提出について（会計検査院宛て） 経理室財務班 20220401 30 20520331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 令和2年度における利益の処理について（承認） 経理室財務班 20220401 30 20520331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第20期事業年度財務諸表等の承認について 経理室財務班 20220401 30 20520331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省借用物品の返納について（高輝度光科学研究センターへ移動） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 預り書の提出について（株式会社ワイエイシイデンコー） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出について 経理室会計班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品売り払い請求書の提出について（不用貴金属） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の持出申請について 経理室財務班 20220401 5 20270331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和3年8月分） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 賃貸借契約の解約について(ソフトフォトニクス合同会社) 経理室財務班 20220401 10 20320331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 第20期事業年度財務諸表に関する公告について 経理室財務班 20220401 30 20520331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 物品無償譲渡申請書について（国立研究開発法人理化学研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品無償譲渡申請書について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付申請書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（公益財団法人高輝度光科学研究センター） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人茨城大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 動産等贈与申請書の提出について（国立大学法人香川大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省借用物品の返納について（鶴岡高専へ移動） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 貸付物品返還通知書（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認書及び物品借受書について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
千現・並木地区建屋への落雷による機器故障に対する財産保険の適用について（2021年7月11日発

生）
経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人東京大学物性研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和3年9月分） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願の提出について 経理室会計班 20220401 1 20230331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 文部科学省借用物品の返納について（東京電機大学へ移動） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて（通知）（鶴岡高専へ移動） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立研究開発法人理化学研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 令和3年度運営費交付金　第4四半期分の請求について 経理室会計班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の無償貸付申請書について（理化学研究所より移動） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人東京大学物性研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて（通知）（東京電機大学へ移動） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（学校法人東京電機大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和3年10月分） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立大学法人東京大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 監査 監査計画時における理事者確認書の提出について 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受け入れ通知書について 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 貸付物品返還通知書（日本ペイントマリン株式会社） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付申請書の提出について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（大島商船高等専門学校） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の無償貸付申請書（防衛装備庁） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品無償譲渡申請書について（国立研究開発法人理化学研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄



総務部門 経理室 届出・申請書 株式会社インボイスに対するＧｉ通信料金一括請求サービス申込書および委任状の提出について 経理室会計班 20220401 1 20230331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付許可書及び借受書について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和3年11月分） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借受書の提出について（文部科学省） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（慶応義塾大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について（依頼） 経理室財務班 20220401 30 20520331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 令和3年度物品定期検査結果について（報告） 経理室財務班 20220401 5 20270331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 2021年度不動産検査結果について（報告） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 2021年度情報端末検査結果について（報告） 経理室財務班 20220401 5 20270331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 2020年度不用決定物品に係る廃棄状況追跡調査結果について（報告） 経理室財務班 20220401 5 20270331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品売り払い請求書の提出について 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 贈与動産等受領書の提出について（国立大学法人香川大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立研究開発法人理化学研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品贈与申請書について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産
取得財産処分に関する報告（新構造材料技術組合）及び資産譲渡申請書（国立研究開発法人新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構（NEDO））の提出について
経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受入返還通知書について 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品譲渡承諾書について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の引渡しについて（通知）（高輝度光科学研究センターへ移動） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 総務省所管に属する物品の借受申請書について 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第9条に係る償却資産の指定について（回答） 経理室財務班 20220401 30 20520331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の無償貸付申請書について（京都大学より移動） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 総務省所管に属する物品の借受申請書について 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 受領書について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和3年12月分） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 無償貸付物品の使用場所変更について（文部科学省） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 会計 令和4年度運営費交付金　第1四半期分の請求について 経理室会計班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄



総務部門 経理室 資産 文部科学省所管に属する物品の処分について（報告書） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書 日韓租税条約に基づく源泉所得税の軽減申請書の提出について（Samsung Electronics） 経理室会計班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の使用場所の変更について（承認） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 預り書の提出について（株式会社ワイエイシイデンコー） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人京都大学複合原子力科学研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書
日米租税条約に基づく源泉所得税の免税申請に係る書類の提出について（FEI Company/Thermo

Fisher Scientific）
経理室会計班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品無償譲渡申請書について（学校法人トヨタ学園） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借用物品の返納について（文部科学省） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 届出・申請書
日独租税条約に基づく源泉所得税の免税申請に係る書類の提出について（OSRAM GmbH, OSRAM

Opto Semiconductors GmbH）
経理室会計班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品貸付承認申請書の提出について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 合計残高試算表の提出について（令和4年1月分） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品の無償貸付申請書について（京都大学より移動） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 寄付受け入れ通知書について 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人弘前大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 規程・要領 対価発生業務にかかる積算及び配分要領の改正について 経理室 20220401 30 20520331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 無償貸付物品借受書の提出について（防衛装備庁） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 経済産業省所管に属する物品の令和3年度使用報告、令和4年度使用計画及び返還届について 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 資産無償貸付許可書について（国立大学法人北海道大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書について（国立大学法人京都大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 借受書の提出について（文部科学省） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 2021年度減損調査結果報告について 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 2021年度貴金属定期検査結果について（報告） 経理室財務班 20220401 5 20270331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務
国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第9条の2に係る除去費用等の指定について（依

頼）
経理室財務班 20220401 30 20520331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品借受書について（国立大学法人九州大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品受領書の提出について（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 物品返還申出書の提出について（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 貸付物品返還通知書（国立大学法人東北大学） 経理室財務班 20220401 10 20320331 電子 経理共有フォルダ 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 財務諸表（第20期事業年度） 経理室財務班 20220401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 事業報告書（第20期事業年度） 経理室財務班 20220401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -

総務部門 経理室 財務 決算報告書（第20期事業年度） 経理室財務班 20220401 永久 - 紙 経理室内 経理室 -



総務部門 経理室 財務 総勘定元帳（令和3年度） 経理室会計班 20220401 永久 - 電子 システム内保存 経理室 -

総務部門 経理室 財務 仕訳帳（令和3年度） 経理室会計班 20220401 10 20320331 電子 システム内保存 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 振替伝票(令和3年度) 経理室会計班 20220401 10 20320331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 資金繰り表（令和3年度） 経理室会計班 20220401 永久 - 電子 経理共有フォルダ 経理室 -

総務部門 経理室 財務 銀行勘定帳（令和3年度） 経理室会計班 20220401 10 20320331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 財務 源泉徴収支払リスト（令和3年分） 経理室会計班 20220401 10 20320331 紙 経理室内 経理室 廃棄

総務部門 経理室 資産 固定資産台帳（令和3年度） 経理室財務班 20220401 永久 - 電子 経理共有フォルダ 経理室 -

総務部門 経理室 資産 貴金属台帳（令和3年度） 経理室財務班 20220401 永久 - 電子 経理共有フォルダ 経理室 -

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「ポテンショガルバノスタットボード」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 任免 契約審査委員会委員の指名について 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「ソフトウェアライセンスの更新」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第2係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「ヘリウムイオン顕微鏡修理」に係る納期延長の申請について（承認） 調達室 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「銅リチウムクラッドシート」に係る納期延長の申請について（承認） 調達室 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
著作権の留保に関する承諾願いへの承諾について（件名：次期材料データプラットフォームのクラ

ウドアプリケーションおよび認証サービスの開発と移行）
調達第2係 20220401 10 20320331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「ソフトウェアライセンスの更新」に係る納期延長の申請について(承認) 調達第2係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「CRYSTMET(金属結晶構造データベース)」の変更契約による債権の発生について 調達室 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書について（件名：引張試験機の売払い） 調達第2係 20220401 10 20320331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「機構拠点間ネットワーク接続回線サービス等」（契約番号：W2021001240）の履行遅

延に伴う債権発生について
調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「銅リチウムクラッドシート」に係る納期延長の申請について（承認） 調達室 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
債権発生通知書の発行について（東京電力パワーグリッド株式会社に対する土地の貸付（202１年

度分））
調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「機構拠点間ネットワーク接続回線サービス等」に係る納入遅延申請について（承認） 調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「飛行時間二次イオン質量分析計 6Pin化対応作業」に係る納期遅延に伴う債権の発生に

ついて
調達第2係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査「件名：並木地区ＭＡＮＡ棟空調熱源機器更新工事」の結果について(通知) 調達室 20220401 10 20320331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 物品売払い請求書について 調達第2係 20220401 10 20320331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「スーパーキセノン/メタリングウェザーメータ用消耗品」に係る納期遅延に伴う債権の

発生について
調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「高Mn鋼板加工」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「スーパーキセノン/メタリングウェザーメータ用消耗品」に係る納期延長の申請につい

て（承認）
調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「飛行時間二次イオン質量分析計6Pin化対応作業」に係る納期遅延に伴う債権発生につい

て（承認）
調達第2係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「高Mn鋼板加工」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「固体3.2mmプローブ回転不良修理」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第2係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「固体3.2mmプローブ回転不良修理」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第2係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「飛行時間型二次イオン質量分析計（TOF-SIMS) GCIB用チラー交換」に係る納期遅延に

伴う債権の発生について
調達第2係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 契約
取引に関する契約条件の確認依頼「機構内ネットワーク基盤システム及びサービス」への回答につ

いて
調達第2係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書の発行について（契約品名：不用貴金属の売却） 調達第3係 20220401 10 20320331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 全省庁統一資格（令和４・５・６年度）更新申請について 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「富岳向けソフトウェアmVMCの最適応用のための行列更新実装の高度化およびチューニ

ング」に係る納期遅延に伴う債権の発生について
調達第１係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「磁場シールド型小型電子銃チャンバー」に伴う債権の発生について 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「固体3.2mmプローブ回転不良修理」に係る納期遅延の申請について（承認） 調達第2係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「デジタル式PLL機能付ロックインアンプ」に係る納期延長の申請について（承認） 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「磁場シールド型小型電子銃チャンバー」に係る納期延長の申請について（承認） 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「飛行時間型二次イオン質量分析計（TOF-SIMS）　GCIB用チラー交換」に係る納期遅延

に伴う債権の発生について（承認）
調達第2係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 覚書 新型コロナウイルス感染症対策に対応する派遣職員の在宅勤務に関する覚書の締結について 調達室 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 契約審査委員会運営要領の一部改正について 審査係 20220401 30 20520331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 契約 「契約者名・住所一括契約内容変更依頼書」の提出について 調達室 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 「会社役員賠償責任保険　変更届出書」の提出について 調達室 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 「会社役員賠償責任保険　変更届出書」の提出について 調達室 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 「会社役員賠償責任保険　変更届出書」の提出について 調達室 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「Ni基合金特許からの材料組成データファイルの作成」に係る納期遅延に伴う債権の発生

について
調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡
「令和３年度における国立研究開発法人物質・材料研究機構の中小企業者に関する契約の方針」に

ついて
審査係 20220401 30 20520331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 納期遅延の申請について（承認）契約件名「音響・振動データ収集ボード」 調達第１係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 物品の売り払い請求書について 調達第3係 20220401 10 20320331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書　法人カード利用手数料について 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
納期遅延の申請について（承認）　契約件名「Ni基合金特許からの材料組成データファイルの作

成」
調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査（桜地区　防災設備更新工事）の結果について（通知） 調達第１係 20220401 10 20320331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「富岳向けソフトウェアmVMCの最適応用のための行列更新実装の高度化およびチューニ

ング」に係る納期延長の申請について(承認）
調達第１係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「電源ユニット修理」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第１係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「電源ユニット修理」に係る納期延長の申請について（承認） 調達第１係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「酸化物超伝導線材熱処理用電気炉の修理」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第１係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「超高分解能走査型ヘリウムイオン顕微鏡修理」に係る納期遅延に伴う債権の発生につい

て
調達室 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 下請事業者との取引に関する調査について 審査係 20220401 3 20250331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「2次元高分解能2次イオン質量分析装置イオン源ターボ分子ポンプの交換修理」に係る納

期遅延に伴う債権の発生について
調達第１係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 低入札価格調査（件名：機構拠点間ネットワーク接続回線サービス等）の結果について（通知） 調達第3係 20220401 10 20320331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡
国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則第19条第4項に基づく随意契約（不落随意契

約）の締結について（Slack利用ライセンス）
調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請
契約件名「2次元高分解能2次イオン質量分析装置イオン源ターボ分子ポンプの交換修理」に係る納

期延長の申請について（承認）
調達第１係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 審査
意見招請案件「次期材料データプラットフォームのクラウドアプリケーションおよび認証サービス

の開発と移行」仕様書案への意見について（回答）
調達第2係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
意見招請案件「次期材料データプラットフォームの基盤システムの構築」仕様書案への意見につい

て（回答）
調達第１係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「1名用web会議等用ブース」（契約番号：W2021000340）の納入遅延に伴う債権の発生

及び納品完了に伴う工事完成引渡書の発行について
調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「1名用web会議等用ブース」に係る納入遅延申請について（承認） 調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「X線CT装置移設」（契約番号：W2020021421）の履行遅延に伴う債権の発生について 調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査
契約件名「銅およびコンスタンタン板材の接合体の作成」に係る納期遅延に伴う債権の発生につい

て
調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 コーポレートカード管理責任者変更届の提出について 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 覚書 新型コロナウイルス感染症対策に対応する派遣職員の在宅勤務に関する覚書の締結について 調達室 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づく令和２年度調達実

績の報告について（依頼）
審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 意見招請案件「高速高精細電子ビーム描画装置」仕様書案への意見について（回答） 調達第１係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 意見招請案件「高速高精細電子ビーム描画装置」仕様書案への意見について（回答） 調達第１係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 意見招請案件「高速高精細電子ビーム描画装置」仕様書案への意見について（回答） 調達第１係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 令和2年度官公需契約実績額等のとりまとめ等について 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 令和２年度における環境配慮契約の締結の実績について 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 令和２年度における環境物品等の締結の実績について 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 納期遅延の申請について（承認）　契約件名「銅及びコンスタンタン板材の接合体の作成」 調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 コーポレートカード利用取扱要領の一部改正について 審査係 20220401 30 20520331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 契約に係る取引停止等の措置要領の一部改正について 審査係 20220401 30 20520331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 契約審査委員会運営要領の一部改正について 審査係 20220401 30 20520331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 検査・検収事務実施要領の一部改正について 審査係 20220401 30 20520331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 監督事務実施要領の一部改正について 審査係 20220401 30 20520331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 規程類 競争契約に伴う技術審査要領の一部改正について 審査係 20220401 30 20520331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「X線CT装置移設」に係る履行遅延申請について（承認） 調達第3係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 債権発生通知書　法人カード利用手数料について 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「高精度ソースメジャーユニット」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第2係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 審査 契約件名「自動有機合成システム」に係る納期遅延に伴う債権の発生について 調達第１係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡 令和３年度「環境物品等の調達の推進を図るための方針」について 審査係 20220401 30 20520331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 承認申請 契約件名「自動有機合成システム」に係る納期延長の申請について 調達第１係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 事務連絡
「2021年度における国立研究開発法人物質・材料研究機構の障害者就労施設等からの物品等の調

達の推進を図るための方針」について
審査係 20220401 30 20520331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-4-1 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-5-1 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-5-2 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-5-3 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-5-4 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-5-5 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-5-6 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-5-7 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-5-8 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-6-1 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-6-2 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-6-3 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-7-1 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-7-2 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-7-3 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-8-1 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-8-2 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-8-3 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-8-4 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-9-1 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-9-2 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-9-3 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-9-4 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-10-1 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-10-2 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-10-3 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-10-4 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-10-5 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-10-6 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-10-7 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-11-1 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-11-2 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-11-3 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-11-4 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-11-5 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-11-6 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-12-1 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-12-2 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-12-3 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-12-4 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-12-5 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'21-12-6 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-1-1('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-1-2('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-1-3('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-1-4('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-1-5('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-1-6('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-1-7('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-1-8('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-1-9('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-2-1('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-2-2('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-2-3('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-2-4('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-2-5('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-2-6('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-2-7('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-2-8('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-2-9('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-3-1('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-3-2('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-3-3('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-3-4('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-3-5('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-3-6('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-3-7('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-3-8('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-3-9('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-3-10('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-3-11('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-3-12('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-3-13('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-3-14('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-3-15('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-1('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-2('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-3('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-4('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-5('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-6('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-7('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-8('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-9('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-10('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-11('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-12('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-13('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-14('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-15('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-16('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-17('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-18('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-19('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-20('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-21('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-22('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-23('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-24('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄



総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-25('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-26('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-27('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-28('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-29('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-30('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-31('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-32('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-33('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-34('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-35('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-36('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　'22-4-37('21) 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　契約済繰越1 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　契約済繰越2 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　契約済繰越3 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　契約済繰越4 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 調達室 証拠書類 証拠書類　（派遣） 審査係 20220401 5 20270331 紙 調達室 調達室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2021年度申請関係WF 総括 20220401 5 20270331 電子 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 総括 2021年度助成金関係WF 総括 20220401 5 20270331 電子 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 受託 2021年度受託事業関係WF 受託担当 20220401 5 20270331 電子 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

総務部門 競争的資金室 補助金 2021年度補助金関係WF 補助金担当 20220401 5 20270331 電子 競争的資金室353号室 競争的資金室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210251） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願および新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20210264) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210247) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20210139） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（4907） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210248) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について(放棄)（20190144WO100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210302） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210215） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20200263） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について(PCT/JP2020/0029266、20200037) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20210217） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20210217） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210139) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20200105） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210259） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書等の発行について（放棄）(知的財産室636US0) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（20190042) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210298） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210294） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20210204】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2022/011748） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作権の認定について（２２－ＰＤ－０１） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の譲渡および譲渡証書の発行について（2700） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210140) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210297） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210296） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210295） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210260) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20200038） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（知的財産室No.20210268) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（知的財産室No.20210268) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210256) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210211） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について(20210048WO100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210266） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の発行について（20200048） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210267） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について(知的財産室No.3482) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210217) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210217) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(22-KH-０2) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20200049） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 通知書 【20210203】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2022/007421） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 出願取下 特許出願の取下について（知的財産室No.20200217) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20190057JP100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210265） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210141) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210141) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210217) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210245） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20180323JP100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210264） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について(20200043JP100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210029） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210262） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210255） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210141) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について（知的財産室No.20210216JP100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.787EP0) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210138) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 同意書 持分譲渡による共有者の同意書の発行について（株式会社光波） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20200049） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210261） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権の放棄に関する届出書等の発行について 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210258） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200011】知的財産権出願通知書について(PCT/JP2020/027239) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 宣誓書 使用宣誓書の提出について（米国商標「NIMS（図形）」） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 宣誓書 使用宣誓書の提出について（米国商標「NIMS（文字）」） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 持分放棄証書の発行について(知的財産室No.3747) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210260） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210210) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20210051他7件） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20210126） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210256） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願および新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20210135) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（知的財産室No.20210246) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（知的財産室No.20210246) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210259） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について(20210047WO100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.5045) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210257） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20200103） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210206） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.713US0) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210217） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210213） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210112) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210216) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210205) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210212) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の譲渡および譲渡証書の発行について（2420） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の譲渡および譲渡証書の発行について（3482） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210251） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210093) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210240) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20200039） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210106) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210137) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210252） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210244) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210243) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210242) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210241) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210117) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210117) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20210122】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2022/001021） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願および新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20210114) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権移転等届出書の提出について（知的財産室No.2420) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(22-KH-０1) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210132) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.740US0) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210250） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の提出について（20200044JP100） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210249） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210248） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210101) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210247） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210216） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210244） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210243） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210242） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210241） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（知的財産室No.20210209) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（知的財産室No.20210209) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20200043US） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20180327JP100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210240） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20210051他7件） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 同意書 持分譲渡による共有者の同意書の発行について（株式会社光波） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210134） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210070) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について(２１-KH-０5) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210215） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210029） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20210214） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（知的財産室No.20210214) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（知的財産室No.20210214) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20210046） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20210046） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210103) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210213） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210090) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210211） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4900) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210136) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210212） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 持分放棄証書の発行について(知的財産室No.20180259JP100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210046) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 知的財産権の放棄に関する届出書等の発行について(5件) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について(20210123TW100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20180168） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（知的財産室No.20210082） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210102) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の提出について（20210130） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210210） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210095) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の発行について（20200078） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.781US0) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210109) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権通知書の提出について（知的財産室No.4983) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210037) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200013】知的財産権出願通知書について(PCT/JP2020/020143) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210119) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190225） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（知的財産室No.20210096) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（知的財産室No.20210096) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20180201JP100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20190055JP100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 【米国】名義変更に伴う譲渡証明書の発行について（350US0） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20210099） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20210099） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（774CH0） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について（21-KH-04） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210135） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210140） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210137） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.786US0) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20210108） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20210108） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 同意書 持分譲渡による共有者の同意書の発行について（株式会社JEOL RESONANCE）(3943) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について(放棄)（知的財産室No.780CN0) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 プログラム プログラム著作権の認定について（２１－ＰＤ－０１） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継、特許出願について(知財No.20180185) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210139） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210205） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210080) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210081) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210089) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、特許権等出願通知書について（知的財産室No.20210108) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210088) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210141） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210104) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 補償金 2020年度分実施特許補償金及び登録特許補償金の支払いについて 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の発行について（20210059） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（20180163、20180237、20180281) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権通知書の提出について（知的財産室No.4952) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210114） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210138） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210132） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20200006） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20200050） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 同意書 名義変更に伴う同意書等の発行について（株式会社協成） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210101） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210134） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210116） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210136） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190127US,CN） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210099) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210133） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20200159他15件） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210030) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書等の発行について（放棄）(知的財産室656DE0、656FR0) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.767US0) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210119） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20210041） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210117） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4939) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 同意書 持分譲渡による共有者の同意書の発行について（株式会社光波） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（知的財産室No.20210113) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（知的財産室No.20210113) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210087) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、特許権等出願通知書について（知的財産室No.20210065) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210065) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210111） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210022) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願および新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20210091) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210112） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210106） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210109） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210110） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、特許権等出願通知書について（知的財産室No.20210077) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210108） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4930) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200004) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200003) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.726US0) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200002) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20200226） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210042) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20200050） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20200154） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20200226） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210098) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210097) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210104） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.5033) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210083) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210064) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210103） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20200166） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の発行について(20170164CN200) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書の発行について(20170164EP200) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、特許権等出願通知書について（知的財産室No.20210028) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、特許権等出願通知書について（知的財産室No.20210027) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210102） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210086) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4925) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20180129JP100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210041) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210076) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190178） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.5001) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 持分放棄証書の発行について(知的財産室No.3862) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について（21-KH-03) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 権利の承継および特許出願について（知的財産室No.20200121) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210100） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210035) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 知的財産権の放棄に関する届出書等の発行について(7件) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書等の発行について（放棄）(知的財産室No.4007) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 【20210055】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2021/034361） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210099） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、特許権等出願通知書について（知的財産室No.20210026) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210078) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書の発行について（20190183） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210079) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210094) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210098） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210097） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210094） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210077） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20200159他16件） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 知的財産権出願通知書の発行について（20210052） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20200230） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210095） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210093） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20190203) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20190172） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200237) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210027） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210017） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210017） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210091） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（728IT0） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190173） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210067) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20200198） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20200198） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210090） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200208) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20190181】知的財産権出願通知書の発行について 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210028） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20210057】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2021/031105） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20210056】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2021/031156） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（職務発明の不認定、権利の非承継） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20210060】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2021/031778） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210003) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210008) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210043) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20200123） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210087） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210089） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200198) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210052） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210052） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210072) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200231) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 【中国】名義変更に伴う譲渡証明書の発行について（20190178） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210066) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210026） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200220】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/台湾） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210088） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210079） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.780US0) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.737US0) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210084) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20210053】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2021/030476） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20180087JP100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210044) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210069) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210086） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210085) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210019) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210039) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210082） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 出願取下 特許出願の取下について（知的財産室No.20200112) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210081） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210080） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について(20210049) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210038) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210075) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210084） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210083） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210066） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20190172） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20200013CN100） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210078） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願の取止めについて（知的財産室No.20210074) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210014) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について(20210050) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 【中国】名義変更に伴う譲渡証書、委任状及び解雇証明書の発行について（706CN0） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210002) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210076） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200042】知的財産権出願通知書の発行について 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210040) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210075） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210074） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210042） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 包括委任状の発行について（20210054） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20190119】知的財産権出願通知書について(PCT/JP2019/042089) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210015) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20200103他10件） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210013) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210023) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210044） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20210034） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失例外適用証明書について（知的財産室No.20210034） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210036) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210071) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210055） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210055） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書等の発行について（放棄）(知的財産室636EP、467DE0) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4965) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210073） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210067） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210069） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210071） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210072） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210070） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210034) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210046） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 持分放棄証書の発行について(知的財産室No.4421) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200218) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 包括委任状の発行について（20200227） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210004) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210002） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210035） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210064） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210045） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210020) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210037） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について（20190185） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
特許出願、新規性喪失例外適用証明書及び知的財産権出願通知書について（知的財産室

No.20210033)
知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210001) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210043） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200199) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.2020190) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210032) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200212) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210024) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について（21-KH-02) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 商標出願 商標出願について(MInt) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210041） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200167) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.696EP0) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200215) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200096) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200096) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について（特許第5212589号）(知的財産室No.4745） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210032） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200209） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200209） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210040） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210031) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210031) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200207) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210039） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210021) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200209) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許補償金に関する覚書の締結について(廣崎尚登) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210012) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外規定の適用証明書について（知的財産室No.20200150） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 例外証明 新規性喪失の例外規定の適用証明書について（知的財産室No.20200150） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210036） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 持分放棄証書の発行について(知的財産室No.2040) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210038） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210025) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4838) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210033） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200201) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200187) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20200238) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200186) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210034） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210030） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 【中国】名義変更に伴う譲渡証書、委任状及び解雇証明書の発行について（276CN0） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200239) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210007) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200236) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200237） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210018) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 包括委任状の発行について（特許業務法人南青山国際特許事務所） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20190206) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20200110） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210010） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権出願通知書について（知的財産室No.20210010） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4574) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200239) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20190065】知的財産権出願通知書について(PCT/JP2019/038709) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金交付決定通知書について（20200104） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210023） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 イタリア国への委任状発行について(知的財産室NO.20170158EP100)（745EP0） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210025） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200211) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210014） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210013） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210021） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200150) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 委任状 オーストリア国への委任状発行について(知的財産室NO.20170158EP100)（745EP0） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210024） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200232) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 ノウハウ ノウハウの認定について（21-KH-01) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20200214) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210019） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210019） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200215） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200238） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200201） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210011) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20160163JP100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210017) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200232） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願、産業財産権出願通知書について（知的財産室No.20210016) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210010) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200153) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210018） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210022） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190119） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書
知的財産権設定登録等通知書等の発行について（放棄）(知的財産室

No.2594/3755/3813/3837/4010)
知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210012） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20210015) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210017） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
特許出願、新規性喪失例外適用証明書及び知的財産権出願通知書について（知的財産室

No.20210009)
知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200223】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2021/017111） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210010） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200225) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200170) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20210016) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4867) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200233) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200204) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200185） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200210) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210004） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210009） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200158】産業財産権出願通知書の提出について（US17/239931） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210007） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20210006) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 発明等届出に関する様式について（要領）の制定について 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.726EP0) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200185） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状の発行について（20190119） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 【20200159】知的財産権出願通知書の提出について（PCT/JP2021/016037） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 持分移転に伴う委任状の発行について（特許第6145602号）(知的財産室No.4066) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.4851) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 個別委任状の発行について(20200221/20200222) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200206) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20210008) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210231） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200194) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20190061） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20190206） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200167） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200004) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200003) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200002) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210003） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210011） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200214） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200188) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200187) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200186) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200199) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200225） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200198） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200217) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210006） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 通知書 知的財産権の放棄に関する届出書の発行について(4957) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20200123） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20200154） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200236) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国内優先 国内優先権主張出願について（20210005） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20210001） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 審決取消訴訟 赤色CASN特許(中国)の審決取消訴訟に関する弁護士事務所との契約締結について 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200153） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 国際出願促進交付金 国際出願促進交付金の交付申請について（20200166） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200213) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 知的財産権設定登録等通知書の提出について（知的財産室No.20180139JP100) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転
特許権の持分移転登録申請書の発行について（第5777032号・第5783512号）(知的財産室

No.4150・4151）
知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 継続寄託申請書の発行について（知財No.20180105） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 継続寄託申請書の発行について（知財No.20180105） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状について（知的財産室No.20200143） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状について（知的財産室No.20200143） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200219) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明
特許出願、新規性喪失例外適用証明書及び知的財産権出願通知書について（知的財産室

No.20200181)
知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状について（知的財産室No.20200141） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 委任状 委任状について（知的財産室No.20200141） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200233) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200132） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 特許出願について（知的財産室No.20200141） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200188) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 持分移転 特許権の持分移転登録申請書の発行について（特許第5252583号）(知的財産室No.3482） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200213） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について(知的財産室No.20200212) 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄



外部連携部門 知的財産室 職務発明 職務発明の認定、権利の承継について（知的財産室No.20200170） 知的財産室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 知的財産室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 個人情報 個人情報ファイル関係 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 総括・庶務 2021年度年間契約調書 企業連携室 20220401 3 20250331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 総括・庶務 2021年度後援、協賛等名義使用関係 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 総括・庶務 外部連携部門コンサルティング業務の委嘱等について 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 成果活用普及 2021年度共同出願契約 企業連携室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 成果活用普及 2021年度知財譲渡契約 企業連携室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 成果活用普及 2021年度実施許諾契約 企業連携室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 成果活用普及 2021年度実施報告・請求 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 事業化推進 2021年度NIMSベンチャー事業報告書 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 事業化推進 2021年度NIMSベンチャー認定 企業連携室 20220401 30 20520331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 事業化推進 2021年度NIMS WEEK開催関係 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 事業化推進 2021年度ＪＳＴ新技術説明会 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 事業化推進 2021年度出資業務 企業連携室 20220401 10 20320331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 事業化推進 2021年度事業化に係る外部機関との業務提携 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2021年度資金受領型共同研究契約（21-001～21-203） 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2021年度一般型共同研究契約（21-001～21-122） 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2021年度無資金型共同研究契約（21-001～21-033） 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2021年度資金拠出型共同研究契約（21-001） 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2021年度秘密保持契約（21-001～21-161） 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2021年度有償業務実施契約（21-001～21-067） 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2021年度無償業務実施契約（21-001～21-133） 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2021年度基本契約 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2021年度MOＰ 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2021年度外部連携組織設置契約 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2021年度その他契約 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2021年度共同研究審査委員会 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2021年度特別試験研究費の認定 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 企業・学術連携 2021年度共同研究事業報告・経理報告 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

外部連携部門 企業連携室 寄付金 2021年度寄付金受入（1～20） 企業連携室 20220401 5 20270331 電子 研究本館管理棟352室 企業連携室 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 委員会 研究スペース・設備委員会委員の指名について 研究スペース管理係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の受理 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 特定施設廃止に伴う土壌汚染対策法に基づく確認申請書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助事業実績報告書の提出について 施設企画管理係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（千現地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（千現地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（並木地区）の実施制限解除のお知らせ 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 環境 2021年度汚染負荷量賦課金申告書の申告について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 千現地区及び桜地区における電気技術主任者選任又は解任届出書の提出について 施設企画管理係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 令和２年度産業廃棄物管理票に関する報告書（播磨地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（千現地区）の実施制限解除のお知らせ 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請（並木地区）に対する確認通知書 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請（並木地区）に対する確認通知書 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請（並木地区）に対する確認通知書 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請（並木地区）に対する確認通知書 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 千現地区及び桜地区における電気技術主任者選任又は解任届出書について（通知） 施設企画管理係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路許可許可書（道路内への庇の設置） 施設企画管理係 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（千現地区）の受理 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の受理 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 文教施設応急危険度判定士の登録事務手続きについて（回答） 施設企画管理係 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（並木地区）の実施制限解除のお知らせ 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書(桜地区)の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 委員会 研究スペース・設備委員会 研究スペース管理係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の受理 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 令和２年度産業廃棄物管理票に関する報告書の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置(桜地区)の実施制限解除のお知らせ 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書(桜地区)の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（桜地区）の受理 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 PCB 2020年度　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況の届出書提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設廃止届出書(桜地区)の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設廃止届出書（千現地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書(桜地区)の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（千現地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（並木地区）の実施制限解除のお知らせ 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ 2020年度実績　定期報告書及び中長期計画書 千現地区施設維持第1係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の受理 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 特定施設廃止に伴う土壌汚染対策法に基づく確認申請書（千現地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 特定施設廃止に伴う土壌汚染対策法に基づく確認申請書(桜地区)の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（並木地区）の実施制限解除のお知らせ 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書（桜地区）に対する確認通知書 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書（桜地区）に対する確認通知書 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書（千現地区）に対する確認通知書 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書（千現地区）に対する確認通知書 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の受理 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 特定施設廃止に伴う土壌汚染対策法に基づく確認申請書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（千現地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設廃止届出書（千現地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 特定施設廃止に伴う土壌汚染対策法に基づく確認申請書（千現地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（並木地区）の実施制限解除のお知らせ 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（千現地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（千現地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書（並木地区）に対する確認通知書 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書（並木地区）に対する確認通知書 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の受理 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 桜地区における電気技術主任者選任又は解任届出書の提出について 施設企画管理係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 協議 交通信号機の回線使用料及び電気料金の分担負担額に関する覚書についての回答 並木地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 令和３年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金交付申請書の提出について 施設企画管理係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 省エネ 冬季の省エネルギーの取組について（依頼） 施設企画管理係 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書（千現地区）に対する確認通知書 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書（千現地区）に対する確認通知書 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（千現地区）の受理 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事 令和３年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金交付決定通知書について 施設企画管理係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 電気 桜地区における電気技術主任者選任又は解任届出書について（通知） 施設企画管理係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（千現地区）の実施制限解除のお知らせ 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設廃止届出書（桜地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（桜地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 特定施設廃止に伴う土壌汚染対策法に基づく確認申請書（桜地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 道路 道路許可申請書について 施設企画管理係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄



安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設廃止届出書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置（並木地区）の実施制限解除のお知らせ 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書（桜地区）に対する確認通知書 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書（桜地区）に対する確認通知書 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 特定施設廃止に伴う土壌汚染対策法に基づく確認申請書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設設置届出書（並木地区）の受理 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 ガス
国立研究開発法人物質・材料研究機構並木地区におけるガス供給事業者の変更に伴う委任状の提出

について
施設企画管理係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 特定施設廃止に伴う土壌汚染対策法に基づく確認申請書（並木地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書（並木地区）に対する確認通知書 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法に基づく確認申請書（並木地区）に対する確認通知書 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法に基づく特定施設廃止届出書（千現地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 下水道法に基づく特定施設廃止届出書（千現地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
令和３年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金にかかる補助事業事故報告書の

提出について
施設企画管理係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 工事
平成31年度国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金に関する額の確定について（通

知）
施設企画管理係 20220401 10 20320331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 高圧ガス ヘリウム回収圧縮機使用貸借依頼書の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 廃棄物 産業廃棄物処理委託契約書の締結について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 土壌汚染対策法 特定施設廃止に伴う土壌汚染対策法に基づく確認申請書（千現地区）の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 下水 理事長交代に伴う下水道法に基づく氏名変更等届出書の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全・基盤施設部門 施設企画管理室 水質汚濁防止法 理事長交代に伴う水質汚濁防止法に基づく氏名等変更届出書の提出について 千現地区施設維持第2係 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 施設企画管理室長 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 原子力規制委員会「表示付認証機器使用変更届」の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 (SPring-8)外来放射線作業者登録申請(2022年度)の提出について(山下 良之) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 (SPring-8)外来放射線作業者登録申請(2022年度)の提出について(GUEYE  Ibrahima) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 原子力規制委員会「許可使用に係る氏名等の変更届」の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２３０装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２３１装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(外部従事者(KANG Xun)(林 浩章)) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2022年度)の提出について(SPring-8(永村 直佳)) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2022年度)の提出について(SPring-8(長田 貴弘)) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2022年度)の提出について(SPring-8(小原 真司)) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2022年度)の提出について(SPring-8(園部 量崇)) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2022年度)の提出について(SPring-8(冨中 悟史)) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2022年度)の提出について(SPring-8(柳樂 知也)) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2022年度)の提出について(SP-8(遊佐斉)) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任報告について（千現・並木・桜地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任について（千現・並木・桜地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２２８装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第１２０・１２１装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 クレーン設置報告書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 クレーン廃止報告書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（R3年度下期） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故 事故「電子ビーム蒸着器電源部付近での感電事故」報告書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(酒井 智香子)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 R3年度 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(Ｒ4.2.8、R4.2.17) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 冷凍保安責任者代理者届書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 2021年度用認定登録依頼書兼管理区域立入許可願(J-PARC)の提出について(柳樂  知也) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第１６０装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故
事故（路面凍結における転倒事故）の発生にかかる「災害・事故発生報告書」及び「災害・事故防

止対策等の結果報告書」の提出について
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者証明書の再発行について(SPring-8)(門林 宏和) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（桜地区第１３・１４装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（桜地区第１１・１２装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更届の提出について（並木地区第１４１装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２５１装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
令和4年度放射線業務従事者登録継続に係る証明・承諾書(量研機構)の提出について(井村将隆)(長

谷 正司)２名
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について(エックス線装置　カット面検査装置)　(中村 詩現) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波
高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２４７・２４８・２４９・２５０装

置）
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故
事故（並木地区MANA棟402事故）の発生にかかる「災害・事故防止対策等の結果報告書」の提出

について
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について(エックス線装置　MiniFlex600)　(櫻井 裕也) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 冷凍保安責任者代理者届書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 事故 事故（並木地区MANA棟402事故）の発生にかかる「災害・事故発生報告書」の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２４６装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者証明書の提出について(SPring-8)(門林 宏和) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 火薬 火薬類譲受許可申請書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 2021年度用認定登録依頼書兼管理区域立入許可願(J-PARC)の提出について(上路 林太郎) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２２９装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２２８装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について(エックス線装置　.PHI Quantes)　(松下 能孝) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区研究本館２０３室） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２４５装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 長瀬ランダウアWEB担当者変更申込書の提出 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 令和3年下期核燃料物質管理報告書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 令和3年下期核燃料物質管理報告書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故
事故（段差転倒による足首亀裂骨折）の発生にかかる「災害・事故発生報告書」及び「災害・事故

防止対策等の結果報告書」の提出について
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故
事故（サンプルホルダー移動時の切傷）の発生にかかる「災害・事故防止対策等の結果報告書」の

提出について
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２２７装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 被ばく歴等証明書の提出について（量子科学技術研究開発機構（雨倉 宏）） 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 利用申込書の提出について 安全管理室長 20220401 5 20270331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 立入検査結果通知書 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２４２装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２４４装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(久保田 圭)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(酒井 智香子) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(久保田 圭) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故 事故「駐車場車止めに躓き転倒」にかかる対策等の結果報告書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区自衛消防組織設置（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区自衛消防組織設置（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について(エックス線装置：MiniFlex600)　(宮川 仁) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について(エックス線装置：SmartLab)　(介川 裕章) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区自衛消防隊副隊長、各班長、各副班長の指名について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 並木地区自衛消防隊通報連絡班長の指名について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２２６装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２４３装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故 事故「車止めに躓き転倒」災害・事故報告書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について(エックス線装置：D8 DISCOVER)　(長田 貴弘) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故 事故（サンプルホルダー移動時の切傷）の発生にかかる「災害・事故発生報告書」の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２２５装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 量研機構：個人管理登録票の提出について（長谷 正司） 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8 (高際 良樹) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(藤田 裕一)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(若井 史博) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について (若井 史博) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 遅延理由書と機械等移転届の同時提出について(Ｘ線装置　MiniFlex600)　(島村 清史) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 遅延理由書と機械等移転届の同時提出について(Ｘ線装置　MiniFlex II)　(土谷 浩一)(澤口 孝宏) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(周 偉男) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(河野 孝史) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について(エックス線装置　.EMPYREAN)　(許亜) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(河野 孝史) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等移転届の提出について(Ｘ線装置XGT-2700)(堤 祐介) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(廣澤  哲) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２２４装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(周 偉男) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(磯上 慎二)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(許 健)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について(エックス線装置　.EMPYREAN)　(原田　尚之) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における軽微変更届書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(垣澤 英樹) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 被ばく歴等証明書の提出について（JAEA（間宮 広明）） 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(金 済徳)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(下田 一哉) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故
事故（並木ナノグリーン棟404号室漏水事故）の発生にかかる「災害・事故発生報告書」及び「災

害・事故防止対策等の結果報告書」の提出について
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（千現地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２２３装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(金 済徳) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(辻井 直人) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（桜地区ビーム実験棟２０３室） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（桜地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安検査における定期自主検査報告書（事前検査記録）の提出について（並木地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 特定物質等の原料使用の証明書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波
高周波利用設備変更許可申請書に係る委任状の提出について（桜地区第６・７・８・９・１０装

置）
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書に係る委任状の提出について（並木地区第２２１・２２２装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書に係る委任状の提出について（千現地区第２４１装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任報告について（千現・並木地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故
事故「構内歩行中におけるスロープ箇所での左足首の打撲」にかかる対策等の結果報告書の提出に

ついて
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故
事故（上水供給バルブ腐食による漏水事故）の発生にかかる「災害・事故防止対策等の結果報告

書」の提出について
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故
事故「ファインプロセス実験棟103室空調機からの水漏れ」にかかる対策等の結果報告書の提出に

ついて
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(小原 真司)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故 事故「構内歩行中におけるスロープ箇所での左足首の打撲」災害・事故報告書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任について（千現・並木地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者証明書の提出について(物性研)(寺田典樹) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者証明書、承諾書の提出について(物性研)(廣井卓思) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(大橋直樹・村上大晟) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(小熊 博幸) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(長田貴弘) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(TANG Jingmin) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２２０装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第９１装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(中野 智志)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(高際 良樹) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(大熊 学) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更届の提出について（千現地区第１８５装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について(Ｘ線装置　Xtalab mini II)　(梅山 大樹) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 機械等設置届の提出について(Ｘ線装置　MX-80Labo)　(SUN  Hong-Tao) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(並木 航) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（R3年度上期） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（千現地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故
事故「ファインプロセス実験棟103室空調機からの水漏れ」発生かかる災害・事故発生報告書の提

出について
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 R3年度 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(Ｒ3.7.30) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設における保安検査申請書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２４０装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者証明書の提出についてJRR-3　(長谷 正司) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(蔭浦 泰資) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(長谷川 源) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 令和３年上期核燃料物質管理報告書の提出について（桜地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 令和３年上期核燃料物質管理報告書の提出について（並木地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第９５装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 R3年度 放射線業務従事者等の教育訓練講習「受講修了証」の発行について(Ｒ3.7.19) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２３９装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故
事故（上水供給バルブ腐食による漏水事故）の発生にかかる「災害・事故発生報告書」の提出につ

いて
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者証明書兼放射線作業承諾書の再提出について(東北大)(清水康雄) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(飯田 裕希) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区　放射線障害予防規程　変更届の原子力規制庁受領について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（並木地区ＮａｎｏＧＲＥＥＮ棟１

階エントランスホール）
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防
消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の提出について（千現地区研究本館管理ゾーン３

階）
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区放射線障害予防規程変更届の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 原子力規制庁受領「令和２年度放射線管理状況報告書」 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
(諸岡哲朗)KEK外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾

書の提出について
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者等承認申請書(2021年度)の提出について(山崎 裕一) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故
事故「エアコン保守作業時のバルブ誤操作による漏水事故」発生かかる災害・事故発生報告書及び

災害・事故防止対策等の結果報告書の提出について
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 千現地区における高圧ガス製造事業届書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 令和２年度放射線管理状況報告書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第１６２装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
(岩間 司)KEK外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書

の提出について
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(岩間 司) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
(松本 凌)KEK外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書

の提出について
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（並木地区第２１８・２１９装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス製造施設休止届書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区自衛消防組織設置（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現地区自衛消防隊副隊長、各班長、各副班長の指名について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(矢治  光一郎) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
(寺嶋健成)KEK外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾

書の提出について
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 実効線量及び価線量算定記録(外部被ばく及び内部被ばく(令和２年度))について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(津田 俊輔) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 被ばく歴等証明書の提出について（量子科学技術研究開発機構（雨倉 宏）） 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(名嘉 節)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 令和３年度放射線業務従事者名簿の登録について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 令和２年度測定記録・算定記録の登録について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(門林宏和)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区国際ナノアーキテクトニクス研究拠点棟１０５室） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 機械等 機械等設置届書の提出について（並木地区高圧力特殊実験棟２１５室） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(村上大晟) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
2021年度放射線業務従事者登録申請書・放射線業務従事者承認書(あいちシンクロトロン光セン

ター)( TANG Jingmin )
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(首藤浩文)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(首藤 浩文) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故
事故「エアコン保守作業時のバルブ誤操作による漏水事故」発生にかかる災害・事故発生報告書の

提出について
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(上田 茂典) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(山下良之) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(宮川仁)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 2021年度用認定登録更新依頼書(J-PARCユーザー用)の提出について(柴田曉伸)) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(園部量崇) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請書(2021年度)SPring-8の提出について(量子物質創製G ４名) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(瀬川 浩代)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 千現区防火・防災計画作成（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火・防災管理者選任（解任）届出書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火・防災管理者の選任について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8 (小原真司) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高周波 高周波利用設備変更許可申請書の提出について（千現地区第２３８装置） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(川上恒作)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8 (勝矢良雄) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(KANG Xun) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(川上 亘作) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(園部 量崇) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 個人管理登録票(量研機構)の提出について(井村将隆) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8 (CHEN Zixi)) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(山崎  裕一)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(中野 智志)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(CHEN Zixi) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(林浩章) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 教育訓練の記録の登録について（R3.4.20 岩間司) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 事故
事故「研磨機への給水部からの漏水」発生かかる災害・事故発生報告書及び災害・事故防止対策等

の結果報告書の提出について
安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(井村 将隆)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

てKEK(市原文彦)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8(中谷友也)(桜庭裕弥) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て(KEK)(佐久間博)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8 (冨中 悟史)) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(TANG Jingmin) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 桜地区消防計画作成（変更）届出書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任報告について（千現地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て(KEK)(伊藤 仁彦)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 高圧ガス 高圧ガス保安統括者届書の提出について（千現地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8 (吉中 奎貴)) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て(KEK)(坂井伸之・海老名 保男)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
外来放射線作業者個人管理登録票及び業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書の提出につい

て(KEK)(増田卓也)
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 安全管理者の指名について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 安全衛生委員会委員の指名について（千現地区・並木地区・桜地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者の選任について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の再発行についてSPring-8 (LIU Ran)) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
2021年度放射線業務従事者登録申請書・放射線業務従事者承認書(あいちシンクロトロン光セン

ター)( 山下良之 )
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
2021年度放射線業務従事者登録申請書・放射線業務従事者承認書(あいちシンクロトロン光セン

ター)(山下良之 )
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線
2021年度放射線業務従事者登録申請書・放射線業務従事者承認書(あいちシンクロトロン光セン

ター)( 山下良之 )
安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄



安全管理室 安全管理室 放射線 機械等移転届の提出について(Ｘ線装置ZEISS Xradia 520 Versa)(増田卓也) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録証明書の提出について(雨倉 宏) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 2021年度用認定登録依頼書兼管理区域立入許可願(J-PARCユーザー用)の提出について(茂筑高士) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8 (角谷正友)) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 外来放射線作業者登録申請(2021年度)の提出についてSPring-8 (LIU Ran)) 安全管理室長 20220401 1 20230331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 放射線業務従事者登録の申請について(LIU Ran) 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 放射線 千現地区放射線障害予防規程に基づく放射線施設長の選任及び解任について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 消防 防火管理者選任（解任）届出書の提出について 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 総括安全衛生副管理者の選任について（桜地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 総括安全衛生副管理者の選任について（千現地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

安全管理室 安全管理室 安全衛生 衛生管理者の選任について（千現地区） 安全管理室長 20220401 30 20520331 電子 文書決裁システム 安全管理室 廃棄

情報基盤統括部門 ICT室 規程・規則 機構アカウント管理要領の改正について ICT室 20220401 30 20520331 電子
文書決裁

システム
ICT室 廃棄

情報基盤統括部門 ICT室 規程・規則 情報化統括責任者（ＣＩＯ）の任命について ICT室 20220401 10 20320331 電子
文書決裁

システム
ICT室 廃棄

情報基盤統括部門 ICT室 規程・規則 情報化統括責任者補佐官（ＣＩＯ補佐官）の任命について ICT室 20220401 10 20320331 電子
文書決裁

システム
ICT室 廃棄

情報基盤統括部門 ICT室 規程・規則 情報化統括責任者補佐官（ＣＩＯ補佐官）の任命について ICT室 20220401 10 20320331 電子
文書決裁

システム
ICT室 廃棄

情報セキュリティ統括室
情報セキュリティ統括

係
指名・解除 国立研究開発法人物質・材料研究機構情報セキュリティ監査責任者の指名及び指名解除について

情報セキュリティ統括

室
20220401 10 20320331 電子

文書決裁

システム

情報セキュリティ統括

室
廃棄

情報セキュリティ統括室
情報セキュリティ統括

係
指名・解除 国立研究開発法人物質・材料研究機構情報セキュリティ委員会委員の指名について

情報セキュリティ統括

室
20220401 10 20320331 電子

文書決裁

システム

情報セキュリティ統括

室
廃棄

情報セキュリティ統括室
情報セキュリティ統括

係
指名・解除 統括情報セキュリティ責任者及びCSIRT責任者の指名について

情報セキュリティ統括

室
20220401 10 20320331 電子

文書決裁

システム

情報セキュリティ統括

室
廃棄

情報セキュリティ統括室
情報セキュリティ統括

係
指名・解除 国立研究開発法人物質・材料研究機構情報セキュリティ監査責任者の指名及び指名解除について

情報セキュリティ統括

室
20220401 10 20320331 電子

文書決裁

システム

情報セキュリティ統括

室
廃棄

情報セキュリティ統括室
情報セキュリティ統括

係
認可・契約 令和２年度第二GSOC運用経費の精算について（依頼）

情報セキュリティ統括

室
20220401 10 20320331 電子

文書決裁

システム

情報セキュリティ統括

室
廃棄

情報セキュリティ統括室
情報セキュリティ統括

係
文書 情報セキュリティ統括室長達の改正について

情報セキュリティ統括

室
20220401 30 20520331 電子

文書決裁

システム

情報セキュリティ統括

室
廃棄

情報セキュリティ統括室
情報セキュリティ統括

係
委嘱 個人情報ファイル関係

情報セキュリティ統括

室
20220401 10 20320331 電子

文書決裁

システム

情報セキュリティ統括

室
廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 共同研究 Nonexclusive Rights Agreement for Photographs（承諾書）の提出について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 共同研究 共同利用研究　承諾書の提出について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 共同研究 共同利用研究員申請書の提出について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 招聘 身元保証書の発行について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 招聘 身元保証書の発行について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 共同研究 共同利用研究　承諾書の提出について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委員会 遺伝子組換え実験/微生物実験　安全委員会実験計画書審査結果報告について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 申請書 ソフトウェアライセンスの登録者変更申請書の提出について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委任 契約事務の委任について（回答） 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄



機能性材料研究拠点 拠点運営室 同意書 生物遺伝資源提供同意書の締結について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委任 令和3年度日米科学技術協力事業の実施に伴う動産等の使用責任者の委任について（回答） 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 覚書 出張作業等に関する安全衛生覚書の取り交わしについて（株式会社神戸製鋼所） 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 同意書 生物遺伝資源提供同意書の締結について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 招聘 身元保証書の発行について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 届出 データマネジメントプラン兼簡略型データマネジメントプラン届出書の提出について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 招聘 身元保証書の発行について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 証明書 エンドユーザー証明書（ブルカージャパン株式会社）への押印について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 同意書 生物遺伝資源提供同意書の締結について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委員会 遺伝子組換え実験/微生物実験　安全委員会実験計画書審査結果報告について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 依頼 兼業依頼状について（NIMS-TOHOKU戦略的パートナーシップ制度） 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 同意書 「所属機関の長の同意書」の提出について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委員会 微生物実験安全委員会実験計画書審査結果報告について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委嘱 学位論文審査委員会委員の委嘱について (回答) 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委嘱 学位論文審査委員会委員の委嘱について (回答) 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委員会 微生物実験安全委員会実験計画書審査結果報告について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 申請書 受入研究員等　申請書の提出について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 秘密保持 秘密保持契約書の締結について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 申請書 研究助成申請書の提出について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 推薦状 研究助成推薦書の提出について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 推薦状 研究助成推薦書の提出について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 出張 出張の依頼について 拠点運営室 20220401 3 20250331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄



機能性材料研究拠点 拠点運営室 共同研究 2022年度国立大学法人東北大学金属材料研究所共同研究承諾書の提出について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 共同研究 2022年度国立大学法人東北大学金属材料研究所共同研究承諾書の提出について 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

機能性材料研究拠点 拠点運営室 委託 検査業務の委託について（回答） 拠点運営室 20220401 5 20270331 紙 拠点運営室 拠点運営室 廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

委託業務完了届について（「全固体電池を実現する接合プロセス技術革新」）（一般財団法人ファ

インセラミックスセンター）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】委託業務完了届の提出について（令和３年度科学技術試験研究委託事業「全固体電池を実

現する接合プロセス技術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委嘱

「次世代交通システムを支える基盤自立電源の開発」に係る研究開発推進委員会委員の委嘱につい

て（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 3 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 講演の依頼について（全固体電池のプロセスサイエンス）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 3 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
共同研究 共同研究承諾書の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 講演の依頼について（第23回エネルギー・材料研究拠点（GREEN）シンポジウム）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 3 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委嘱 共同研究課題審査委員会の委員委嘱について（回答）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 3 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】令和２年度委託業務実績報告書の訂正及び再提出について（「全固体電池を実現する接合

プロセス技術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】令和元年度委託業務実績報告書の訂正及び再提出について（「全固体電池を実現する接合

プロセス技術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
共同研究 サンプル取り扱いに関する誓約書の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

委託費の額の確定について（令和2年度科学技術試験研究委託事業「全固体電池を実現する接合プ

ロセス技術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
申請 LCA活用推進コンソーシアム入会申込書の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
共同研究 受領書の発行について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】令和元年度科学技術試験研究委託事業による取得資産の所有権移転について

（委託業務題目：「全固体電池を実現する接合プロセス技術革新」【配算体：DAA020】）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 講演の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 3 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】

令和元年度科学技術試験研究委託事業による取得資産の所有権移転について（委託業務題目：「全固体電池を

実現する接合プロセス技術革新」（ファインセラミックスセンター）【配算体：DAA020】）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 3 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
申請 「IQ-FORM」利用申込書の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 1 20230331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
申請

「再生可能エネルギー最大導入に向けた電気化学材料研究拠点ワークショップ」に対する協賛名義

使用の依頼について（回答）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 3 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委嘱 兼業依頼書の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 3 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
共同研究 研究成果有体物提供契約書の取り交わしについて

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委嘱

「次世代交通システムを支える基盤自立電源の開発」に係る研究開発推進委員会委員の委嘱につい

て（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 3 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委嘱 検収担当者の委嘱について（回答）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 3 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
規程 「IoT社会を支える分散型独立電源の技術開発」に係る研究開発推進委員会の廃止について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 3 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
規程 「次世代交通システムを支える基盤自立電源の開発」に係る研究開発推進委員会の設置について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 3 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【DCG020】令和３（2021）年度　国立研究開発法人科学技術振興機構　研究成果展開事業　共創の場形成支援（共創の

場形成支援プログラム　本格型）「【政策重点分野：環境エネルギー分野】先進蓄電池研究開発拠点／先進蓄電池研究開

発拠点に関する国立研究開発法人物質・材料研究機構による研究開発」委託研究変更契約書について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 3 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】令和３年度科学技術試験研究委託事業の再委託契約の締結について

（「全固体電池を実現する接合プロセス技術革新」（材料の易焼結化や反応相生成を抑制する表面層形成など

を可能とする、粉末製造・粉末表面制御プロセスの開発））（一般財団法人ファインセラミックスセンター）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】令和２年度委託業務成果報告書の提出について（「全固体電池を実現する接合プロセス技

術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄



エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】令和２年度委託業務成果報告書の提出について（「全固体電池を実現する接合プロセス技

術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】令和２年度委託業務成果報告書の提出について（「全固体電池を実現する接合プロセス技

術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】令和２年度再委託業務成果報告書について（「全固体電池を実現する接合プロセス技術

革新（一般財団法人ファインセラミックスセンター）」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】令和２年度再委託業務成果報告書について（「全固体電池を実現する接合プロセス技術

革新（一般財団法人ファインセラミックスセンター）」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】令和２年度再委託業務成果報告書について（「全固体電池を実現する接合プロセス技術

革新（一般財団法人ファインセラミックスセンター）」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】令和２年度委託業務実績報告書の提出について（「全固体電池を実現する接合プロセス技

術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】令和２年度委託業務実績報告書の提出について（「全固体電池を実現する接合プロセス技

術革新」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】

平成30年度科学技術試験研究委託事業による物品の借受書について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
共同研究 承諾書の提出について（施設利用共同研究）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】平成30年度科学技術試験研究委託事業による取得資産の所有権移転について

（委託業務題目：「ナノ材料科学環境拠点」【配算体：DAA01】）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【再委託】令和２年度委託業務実績報告書について（「全固体電池を実現する接合プロセス技術革

新（一般財団法人ファインセラミックスセンター）」）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
委託

【受託】令和３年度科学技術試験研究委託事業の契約について（全固体電池を実現する接合プロセ

ス技術革新）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 5 20270331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
申請 液体水素試験機附帯設備整備に係る「土壌汚染状況調査結果報告書」の提出について

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 10 20320331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

エネルギー・環境材料研究拠点
エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
出張 出張の依頼について（依頼）

エネルギー・環境材料

研究拠点運営室
20220401 3 20250331 紙 エネルギー・環境材料研究拠点運営室

エネルギー・環境材料

研究拠点
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 個人情報 個人情報ファイル関係
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
20220401 5 20270331 電子 磁性・スピントロニクス材料研究拠点

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 服務 服務 磁石パートナーシップ
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
20220401 5 20270331 紙 磁性・スピントロニクス材料研究拠点

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
廃棄

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 服務 服務 拠点起案文書
磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
20220401 5 20270331 紙 磁性・スピントロニクス材料研究拠点

磁性・スピントロニク

ス材料研究拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 個人情報 個人情報ファイル関係
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20220401 5 20270331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 服務 服務 委嘱、兼業依頼
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20220401 5 20270331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託 決裁文書管理ファイル
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20220401 5 20270331 紙 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託 H30科学技術試験研究委託事業による取得資産の所有権移転について
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20220401 5 20270331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

元素戦略磁性材料研究拠点 委託 委託 H31科学技術試験研究委託事業による取得資産の所有権移転について
元素戦略磁性材料研究

拠点企画室
20220401 5 20270331 電子 元素戦略磁性材料研究拠点企画室

元素戦略磁性材料研究

拠点
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
共同研究員申請書の提出について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 1 20230331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ　特別会員の指名について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 5 20270331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
拠点長達の制定について「国立研究開発法人物質・材料研究機構水素研究会の設置について」

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 30 20520331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
「新構造材料技術研究組合2021年度第1回通常総会の開催について(ご案内)」の回答について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 10 20320331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
共同研究承諾書の提出について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 1 20230331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2021年度第1回研究会への講演依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2021年度第1回研究会への参加依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
国立研究開発法人物質・材料研究機構 水素研究会委員の指名について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 5 20270331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

NIMSインフラ構造材料パートナーシップ　特別会員通知書の発行について　※所属先変更による

再発行

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 5 20270331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
入国緩和に関する査証申請に必要な「誓約書」の発行について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄



構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
共同研究員申請書の提出について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 1 20230331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料サマースクールへの講演依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料サマースクールへの参加依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（サステナブルな鋼構造系インフラ用の高性能鋼材と利用技術の研究開発）

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（サステナブルな鋼構造系インフラ用の高性能鋼材と利用技術の研究開発）

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験(日立金属:12-1)に関する2021年度中間精算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 10 20320331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験(日立金属:1-1)に関する2021年度中間精算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 10 20320331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験(日立金属:5177)に関する2021年度中間精算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 10 20320331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験(日立金属:3027)に関する2021年度中間精算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 10 20320331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験(大平洋製鋼:4912)に関する2021年度中間精算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 10 20320331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
国立研究開発法人物質・材料研究機構 水素研究会委員の指名について(第２回指名)

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 5 20270331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2021年度第2回研究会への参加依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
国立研究開発法人物質・材料研究機構 水素研究会委員の指名について(第3回指名)

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 5 20270331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
国立研究開発法人物質・材料研究機構 水素研究会委員の指名について(第3回指名)

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 5 20270331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2021年度第3回研究会への講演依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2021年度第3回研究会への参加依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

出張の依頼について(国立大学法人 東京海洋大学大学院 海洋科学技術研究科 海洋システム工学専

攻 間仁田 悠平氏)

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
共同研究員申請書の提出について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 1 20230331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2021年度第4回研究会への講演依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2021年度第4回研究会への参加依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会疲労データシート検討会）

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会腐食データシート検討会）

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会クリープデータシート検討会）

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
出張依頼について（回答）

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
出張の依頼について（東京医科歯科大学大学院　真中智世氏）

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
出張の依頼について（東京医科歯科大学大学院　真中智世氏）

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
国有財産の使用許可について（申請）

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 5 20270331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会　宇宙関連材料強度データシート検討会）

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
共同研究承諾書（原型炉研究開発共同研究）の提出について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 1 20230331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
「国有財産使用許可書」の受領に伴う「承諾書」の提出について(伺い)

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 5 20270331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2021年度第5回研究会への参加依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室

委員の委嘱について

（構造材料データシート懇談会）

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄



構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
「NIMSインフラ構造材料パートナーシップ」入会申込受諾通知書について（岐阜大学_國枝教授）

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 5 20270331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
共同研究員申請書の提出について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 1 20230331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
NIMSインフラ構造材料パートナーシップ2021年度第5回研究会への講演依頼について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験(日立金属:12-1)に関する2021年度期末精算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 10 20320331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験(日立金属:1-1)に関する2021年度期末精算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 10 20320331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験(日立金属:5177)に関する2021年度期末精算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 10 20320331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験(日立金属:3027)に関する2021年度期末精算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 10 20320331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
クリープ試験(大平洋製鋼:4912)に関する2021年度期末精算について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 10 20320331

電子

・紙

文書決裁ｼｽﾃﾑ

事務室

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
「新構造材料技術研究組合2021年度第２回総会(臨時)の開催について(ご案内)」の回答について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 10 20320331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
一般社団法人水素バリューチェーン推進協議会 入会申込書の提出について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 5 20270331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
出張の依頼について（東京医科歯科大学大学院　真中智世氏）

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
再利用公募の省略について(2022構造拠点（施）第01317号)

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 1 20230331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
中空試験片高圧水素中材料試験法規格化検討委員会に係る委員委嘱について

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 3 20250331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

構造材料研究拠点
構造材料研究拠点運営

室

構造材料研究拠点運営

室
再利用公募の省略について(2022構造拠点(施)第01462号

構造材料研究拠点/運営

室長
20220401 1 20230331 電子 文書決裁ｼｽﾃﾑ

構造材料研究拠点運営

室
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
令和2（2020）年度「WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業」に係る完了通知書の提出に

ついて
事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
令和3（2021）年度「WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業」に係る完了通知書の提出に

ついて
事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点外部MANA主任研究者の委嘱について 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
令和２（2020）年度「WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業」に係る実施計画変更の承認

について（通知）
事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
令和4（2022）年度WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業に係る実施計画書の提出につい

て（回答）
事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
共同研究承諾書の提出について 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
委嘱 客員研究員の委嘱について（依頼） 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
共同研究承諾書の提出について 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
課題申請書の提出について 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出席の依頼について（依頼） 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
委嘱 外来研究員の委嘱について（依頼） 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
受入研究員等申請書の提出について 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
化審法・第一種特定化学物質該当製品の用途確約書を提出してよろしいか 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
貴金属材料借用契約書の締結について 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
委嘱 客員研究員の委嘱について（依頼） 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
受入研究員等申請・承認書の提出について 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄



国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）アカデミー拠点における拠点長の交代について（通

知）
事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
承諾書の提出について 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
平成31（2019）年度WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業に係る委託費の確定について

（通知）
事務部門長 20220401 5 20270331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
平成31（2019）年度WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業に係る委託費の確定について

（通知）
事務部門長 20220401 5 20270331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
平成31（2019）年度WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業に係る委託費の確定について

（通知）
事務部門長 20220401 5 20270331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
平成31（2019）年度WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業に係る委託費の確定について

（通知）
事務部門長 20220401 5 20270331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
平成31（2019）年度WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業に係る委託費の確定について

（通知）
事務部門長 20220401 5 20270331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
委員会

人を対象とする研究の実施に関する規程に基づく人を対象とする研究に関する倫理等委員会委員の

指名について
事務部門長 20220401 10 20320331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
委員会

人を対象とする研究の実施に関する規程に基づく統括研究管理者、ヒト由来試料・情報管理者及び

人を対象とする研究に関する倫理等委員会委員の指名について
事務部門長 20220401 10 20320331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類 拠点長達の改正について 事務部門長 20220401 30 20520331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
規程類 拠点長達の改正について 事務部門長 20220401 30 20520331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
共同研究承諾書の提出について 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
共同研究承諾書の提出について 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出席の依頼について（依頼） 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
共同研究承諾書の提出について 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
共同研究承諾書の提出について 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
出張 出張の依頼について（依頼） 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点

申請書・証明書・承諾

書
技術研修申請書の提出について 事務部門長 20220401 5 20270331 電子 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

WPI アカデミー国際頭

脳循環の加速・拡大事

業

受託事業
令和３（2021）年度「WPIアカデミー国際頭脳循環の加速・拡大事業」に係る業務委託契約の締結

について（国際ナノアーキテクトニクス研究拠点（MANA）によるWPI事業推進）
事務部門長 20220401 5 20270331 紙 MANA事務部門

国際ナノアーキテクト

ニクス研究拠点
廃棄

先端材料解析研究拠点 運営室 出張依頼 出張の依頼について（依頼）(大石　健太) 馬場 恵子 20220401 3 20250331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室 先端材料解析研究拠点 廃棄

先端材料解析研究拠点 運営室 確認書
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る輸入新規化学物質用途確認書（試験研究用又

は試薬用）の提出について(端 健二郎)
馬場 恵子 20220401 5 20270331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室 先端材料解析研究拠点 廃棄

先端材料解析研究拠点 運営室 出張依頼 出張の依頼について（依頼）(竹澤　伸吾) 馬場 恵子 20220401 3 20250331 電子 先端材料解析研究拠点/運営室 先端材料解析研究拠点 廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MDR 材料データリポジトリ（MDR）におけるデータ公開申込について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 出張 出張依頼について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 委嘱 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム幹事の委嘱について部門長印の押印 MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄



統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMSデータ駆動材料開発パートナーシップ登録事項変更届（法人）について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 確認書 共同研究企業からの開発サンプルの受け入れと非保証確認書の提出について（株式会社デンカ） MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 確認書 共同研究企業からの開発サンプルの受け入れと非保証確認書の提出について（株式会社デンカ） MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 承諾書 令和３年度インターンシップに関する受入れについて MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 保証書 身元保証書の発行について MaDIS運営統括室 20220401 3 20250331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員入会申込書(法人）ついて MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（個人）について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 推薦書 第23回（2021年度）サー・マーティン・ウッド賞受賞候補者推薦（他推）について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 誓約書 査証申請に必要な誓約書の発行について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 誓約書 査証申請に必要な誓約書の再発行について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 誓約書 査証申請に必要な誓約書の再発行について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員入会申込書(法人）ついて MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 MaDISパートナーシップ登録事項変更通知書の発行について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 材料データリポジトリ利用規約の廃止について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 材料データリポジトリの利用等に関する達の廃止について MaDIS運営統括室 20220401 30 20520331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 MDRデータ公開約款の制定について MaDIS運営統括室 20220401 30 20520331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 MDR公開データ利用約款の制定について MaDIS運営統括室 20220401 30 20520331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 誓約書 Residence trackの誓約書、Matters to Agreeの同意につきまして MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 誓約書 外国人レジデンストラックへの部門長自署と押印について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MDR MDRデータ公開申込について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 協定 知的財産プロデューサーの派遣に関する協定の締結について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員アカデミア会員入会申込書について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 MDR公開データ利用約款の改訂について MaDIS運営統括室 20220401 30 20520331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 MDRデータ公開約款の改訂について MaDIS運営統括室 20220401 30 20520331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 出張 出張依頼について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MDR MDRデータ公開申込について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MDR MDRデータ公開申込について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MDR MDRデータ公開申込について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員入会申込書(法人）ついて MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 委嘱 学位論文審査委員会委員の委嘱について（承諾書） MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ入会申込書（法人）について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄



統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員アカデミア会員入会申込書について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ退会届（法人）について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 MDRセルフ登録サービス利用約款の制定について MaDIS運営統括室 20220401 30 20520331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ退会届（法人）について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 NIMS データ駆動材料開発パートナーシップ退会届（法人）について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 覚書 個人情報の取り扱いに関する覚書への押印について MaDIS運営統括室 20220401 10 20320331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 パートナーシップ関係 MaDISパートナーシップ退会届受理について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 規程 統合型材料開発・情報基盤部門材料データセットの貸出しに関する達の改正について MaDIS運営統括室 20220401 30 20520331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 MIコンソ関係 マテリアルズインテグレーションコンソーシアム会員入会申込書(法人）ついて MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門 運営統括室 協定 知的財産プロデューサーの派遣に関する協定の締結について MaDIS運営統括室 20220401 5 20270331 電子 統合型材料開発・情報基盤部門運営統括室
統合型材料開発・情報

基盤部門運営統括室
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
STAM Science and Technology of Advanced Materials (STAM)編集委員会委員の委嘱について（依頼） 出版チーム　若林弘美 20220401 5 20270331

電子媒

体
文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
STAM

Science and Technology of Advanced Materials: Methods (STAM Methods)編集委員会委員の委

嘱について（依頼）
出版チーム　若林弘美 20220401 5 20270331

電子媒

体
文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
招聘 客員研究者の招聘依頼任期延長について

材料データプラット

フォームセンター長 谷

藤 幹子

20220401 3 20250331
電子媒

体
文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
図書 電子ブック閲覧に伴う、電子書籍プラットフォーム（Maruzen e-Book Library)への利用申込申請

図書チームリーダー 小

野寺千栄
20220401 5 20270331

電子媒

体
文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
確認書 マイクロソフト製品及びサービスの使用に伴う諸条件に関する確認書

理事長特別補佐

畑田史孝
20220401 10 20320331 紙 材料データプラットフォームセンター長室

材料データプラット

フォームセンター長
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
招聘 外国籍研究者の査証延長申請に係る身元保証書の提出について（LIU,XUN）

材料データ解析GL　吉

川英樹
20220401 5 20270331

電子媒

体
文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
招聘 客員研究者の招聘依頼について

材料データプラット

フォームセンター長 谷

藤幹子

20220401 3 20250331
電子媒

体
文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
招聘 客員研究者の招聘依頼について

材料データプラット

フォームセンター長 谷

藤幹子

20220401 3 20250331
電子媒

体
文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
STAM

Science and Technology of Advanced Materials (STAM)編集委員会の構成および委員の委嘱につ

いて（依頼）
出版チーム　若林弘美 20220401 5 20270331

電子媒

体
文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
STAM

Science and Technology of Advanced Materials: Methods (STAM Methods)編集委員会の構成お

よび委員の委嘱について（依頼）
出版チーム　若林弘美 20220401 5 20270331

電子媒

体
文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

統合型材料開発・情報基盤部門
材料データプラット

フォームセンター
招聘 客員研究者の招聘依頼について

材料データプラット

フォームセンター長 谷

藤幹子

20220401 3 20250331
電子媒

体
文書決裁システム

材料データプラット

フォームセンター
廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 動物実験 2021年度 動物実験委員会関連 事務統括室 20220401 5 20270331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 国際標準化 2021年度 国際標準化関連 事務統括室 20220401 3 20250331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 共用設備 2021年度 共用設備等の指定及び指定解除関連 事務統括室 20220401 10 20320331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 規程改正 「施設及び設備利用約款」の改正 事務統括室 20220401 30 20520331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 委員の委嘱 2021年度 遺伝子組み換え実験安全委員会委員及び微生物実験安全委員会関連 事務統括室 20220401 5 20270331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 出張の依頼等 2021年度 出張の依頼等 事務統括室 20220401 5 20270331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 播磨地区 播磨地区　「広エネルギー帯域先端材料解析ビームライン (BL15XU)」資産の取り扱い 事務統括室 20220401 5 20270331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 共用設備 共用設備等の指定及び指定解除に係る手続きの変更 事務統括室 20220401 5 20270331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 GaNプロジェクト
2019年度 文科省委託事業「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領

域）」関連
事務統括室 20220401 5 20270331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 外部支援 2021年度 NIMS Open Facilityユーザースクール関連 事務統括室 20220401 5 20270331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 外部支援 2021年度 NIMS Open Facility　利用関連 事務統括室 20220401 5 20270331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄



技術開発・共用部門 事務統括室 播磨地区 播磨地区　広エネルギー帯域先端材料解析ビームライン（BL15XU）関連 事務統括室 20220401 10 20320331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 共用設備 2021年度 共用装置等（カテゴリー3）の指定等 事務統括室 20220401 10 20320331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室
グループリーダーの指

名
2021年度 サブグループリーダーの指名 事務統括室 20220401 30 20520331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 部門長逹関連 天野・小出共同ラボ　ラボ長の業務分担に関する達の廃止 事務統括室 20220401 30 20520331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 GaNプロジェクト
2020年度 文科省委託事業「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領

域）」関連
事務統括室 20220401 5 20270331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門 事務統括室 部門長逹関連 低温応用ステーション利用要領の改正 事務統括室 20220401 30 20520331 紙 技術開発・共用部門 事務統括室 技術開発・共用部門 廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼 第20回ナノテクノロジー総合シンポジウム組織委員の委嘱について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 3 20250331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼 第20回ナノテクノロジー総合シンポジウム組織委員の委嘱について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 3 20250331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

選考結果
「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム令和３年度学生研修プログラム」選考結果につい

て

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 3 20250331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼 第20回ナノテクノロジー総合シンポジウムプログラム委員の委嘱について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 3 20250331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼 令和３年度秀でた利用成果及び技術スタッフ表彰選定委員の委嘱について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 3 20250331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

講演依頼
令和３年度文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム学生研修プログラム成果発表会における

講演について（依頼）

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 3 20250331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

講演依頼
令和3年度　文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム利用成果発表会への出席について（依

頼）

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 3 20250331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

その他
令和３年度文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム学生研修プログラム修了証書の発行につ

いて

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 3 20250331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 令和３年度「職能名称付与委員会委員」の委

嘱について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 3 20250331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

講演依頼
「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム令和３年度技術スタッフ表彰」表彰式への出席及

びポスター発表について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 3 20250331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

表彰 令和3年度技術スタッフ職能名称付与に係る証書の発行について

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 3 20250331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

講演依頼
ナノテクノロジープラットフォーム令和3年度「秀でた利用成果」表彰式への出席、秀でた利用成

果発表会での講演及びポスター展示説明員について（依頼）

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 3 20250331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

講演依頼
第20回ナノテクノロジー総合シンポジウムにおける海外有識者講演謝金について(Dr. Martin L.

Green, Prof. Claudia Draxl)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 3 20250331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

講演依頼 第20回ナノテクノロジー総合シンポジウムにおける講演について(依頼)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 3 20250331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

表彰
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム令和3年度秀でた利用成果/技術スタッフ表彰・表彰

状の発行について

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 3 20250331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

出席依頼 令和4年度米国NNCI施設利用研修プログラム選考結果について(通知)

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 3 20250331 紙 ナノテクノロジープラットフォームセンター

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

廃棄

技術開発・共用部門

マテリアル先端リサー

チインフラセンター運

営室

表彰 「マテリアル先端リサーチインフラ施設及び設備利用約款」の制定について

ナノテクノロジープ

ラットフォームセン

ター

20220401 10 20320331 紙 マテリアル先端リサーチインフラセンター運営室

マテリアル先端リサー

チインフラセンター運

営室

廃棄

微細構造解析プラットフォーム事務局 申請者リスト 令和3年度
個人情報ファイル関係

R2年度　微細構造解析プラットフォーム申請者リスト　電子媒体

微細構造解析プラット

フォーム事務局
20220401 2 20240331 電子 微細構造解析プラットフォーム事務局

微細構造解析プラット

フォーム事務局
廃棄


