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《調査設計》 

 

Ⅰ．調査テーマ 

「メタマテリアルにおける国内企業の開発動向と特許状況に関する調査」 

                

Ⅱ．調査目的 

本調査はメタマテリアルの国内における研究・開発動向、実用化の課題、市場動向ならび

に特許状況を調査、把握し、メタマテリアルとMEMSの融合によって期待されるビジネスチ

ャンスの創出を探る事を目的とした。 

 

Ⅲ．調査対象 

1. 調査対象技術/製品 

1） メタマテリアル技術/応用製品 

2） メタマテリアルとMEMSの融合技術/製品 

2. 調査対象研究・開発機関（大学、公的機関、企業） 

 

研究・開発機関 主要大学、公的機関、企業名 

大学 東京大学、大阪大学、京都大学、東北大学、山口大学、東京工業大学、芝浦工業

大学、東京農工大学、京都工芸繊維大学、大阪府立大学、信州大学、大妻女子大

学、公立はこだて大学、奈良先端科学技術大学院大学、防衛大学校、同志社大学、

電気通信大学 

他 

公的機関 物質・材料研究機構、理化学研究所 他 

企業 NEC、沖電気工業、豊田中央研究所、村田製作所、キヤノン、リコー、NTT物性科

学基礎研究所、パナソニック 他 

  

 

Ⅳ．調査のポイント 

 

1. メタマテリアルの国内における研究・開発動向、実用化の課題、市場動向ならびに特許

状況はどうか？ 



2. メタマテリアルとMEMSの融合によって期待されるビジネスチャンスの解明 

 

 

 

・弊社専門調査員によるインタビュー調査及び電話話取材法を実施した。又、弊社内デー

タ、関連文献、各種データベース等を補足活用した。 

Ⅴ．調査方法 

 

 Ⅵ．調査期間 

 

 2012 年 10 月～12 月 
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1.総括 

1）調査結果の要約 

項目 内容 

研究・開発動向 （1）メタマテリアルの材料の開発は金属を使用した場合、

透過損失が大きい事から、現状では合金系（主にアルミ添加

亜鉛＜AZO＞等は損失が少ない等報告されている。）、波長

の長い領域の誘電体についての研究が中心になっている。こ

の他、GAIN媒質を加える等、損失を補償する点も研究が進め

られている。 

（2）加工技術は100ｎｍ以下の製品は半導体製造技術、自己

組織化技術、ナノインプリント等検討が進められている。構

造等の提案は数多くされているが、量産技術等作る技術はこ

れからの状態である。 

（3）大学関係の開発は構造等の提案等が中心である。 

メタマテリアルの技術的課題

及び半導体製造技術の課題 

（1）今回の調査の結果、メタマテリアルの主な技術的課題

は以下の 3点である。 

①透過損失が大きい点 

②キラーアプリケーションが無い点 

③可視光領域で機能するナノオーダーのメタマテリアル

をいかに作るかの点 

（2）半導体製造技術の課題はウエハサイズ及びチップサイ

ズまで作製できるが、それ以上は小さく作れない点及び自己

組織化等ボトムアップの製法と比較すると製造コストが高

い点、欠陥率が高い点の3点があげられる。 

市場動向 （1）メタマテリアル市場の内、価格がついて市場投入され

ているのは小型アンテナのみである。この製品は電波領域

（波長領域）であり、加工技術がメタマテリアルのサイズに

マッチした。 

（2）波長が長い広角度ビーム走査アンテナ等電波領域の用

途からテラヘルツ波領域までの製品は市場に投入される可

能性があるが、可視光領域に関しては技術のブレークスルー

が無いと難しいという意見が多くなっている。 
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項目 内容 

特許状況 （1）メタマテリアルの日本での特許化は、海外勢が先行

し、日本がそれを追いかける傾向が、ここ数年、続いてい

る。ノイズを除いたメタマテリアルの2005年1月から2012

年11月時点までの公開特許件数は90件及び左手系の2005

年1月から2012年11月時点の公開特許件数は46件である。 

（2）「EBG」（電磁バンドギャップ）に関しては内容を確

認した結果、メタマテリアルと関連性があるのは非常に少

ないと推定される。 

（3）又、検索のキーワードを「EBG」から「Electromagnetic 

Band Gap」に変えて特許を検索した結果、12件あった。内

容を確認した結果、メタマテリアルと関連性があるのは非

常に少ないと推定される。 

（4）「EBG」（電磁バンドギャップ）に関してはメタマテ

リアルと関連性のある特許の件数は少なかったが、今回の

ヒアリング調査の結果、国内でプリント基板内部の隙間に

EBG構造を持ったメタマテリアルを配置しEMC対策を施し

た小型アンテナを製品化した企業があった。 

（5）今後、電子機器に通信機能が搭載されるようになる

見込みのため、EMC対策（電磁干渉抑制）は最重要になる

と予測される。特に高周波のギガヘルツ帯を使った無線機

器ではEBGが唯一のEMC対策になると予測される事からEBG

の特許でメタマテリアルと関連する特許の件数は増える

と推定される。 

 

メタマテリアルとMEMSの融合

によって期待されるビジネス

チャンス 

 

 

 

（1）今回のヒアリング調査の結果、MEMS とメタマテリア

ルとの融合技術/製品の開発の例としてあがったのはセン

サ（圧力センサ等/東北大学）、電圧チューナブル素子（バ

ラクター等）の 2製品である。両製品共に実用化時期はま

だ決ってはいない。 

（2）尚、メタマテリアルの製法は最終的には半導体製造

技術、ナノインプリントと自己組織化が組み合わさった形

（例；骨組みを半導体製造技術で作り、その上に自己組織

化の製法でナノ原子を並べる等）になると推定される。 
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2）用途別将来性 

（1）論文等から抽出したメタマテリアルの想定される用途を以下に示す。 

 

①EMC ボディ内装ハーネス 

②小型アンテナ（車載用、無線モジュール他） 

③漏れ波アンテナ（前方、正面、後方と自由に放射方向の変更、制御及び広角度のビー

ム走査が可能。広角度ビーム走査アンテナの開発等） 

④スーパーレンズ 

⑤ナイトビジョン 

⑥赤外カメラ 

⑦レーザーレーダ（車載用他） 

⑧ミリ波レーダ 

⑨LED ヘッドライト 

⑩モータ磁性材料 

⑪無線機器内部の電磁干渉、ノイズの抑制（EMC 対策） 

⑫左手系結合線路カプラ（平面構造でも小型で非常に強い結合の性能） 

⑬人工磁気壁（アンテナの薄型化/薄型 RFID タグ等） 

⑭マイクロ波伝送デバイス（フィルタ、共振器＜小型共振器、任意形状共振器）、方向

性結合器、電力分配器他/左手系） 

⑮レーザドーム材 

⑯周波数選択スクリーン 

⑰デュアルバンド回路 

⑱その他（医療機器） 

 

 

（2）ヒアリングを元に抽出した有望な用途及び望な主な要因及びメタマテリアルの使用理

由を次ページに示す。

3 



 

ヒアリングを元に抽出した有望な用途 
左記が有望な主な要因及びメタマテリアルの

使用理由 

①マイクロ波、ミリ波帯のデバイス、コ

ンポーネンツ；結合器、共振器、アンテ

ナ等のマイクロ波、ミリ波帯のデバイ

ス、コンポーネンツ 

②光学領域；スーパーレンズ（回折限界

を超える光学デバイス/超分解能スーパ

ーレンズ） 

③電波レーダシステム 

④移動体（船舶、航空機、自動車）通信

システムのビーム走査アンテナ 

⑤EV の新しいモータ等の磁性材料、レー

ダ断面積（PCS）、電波干渉を低減する

ための吸収・反射・遮蔽材料及び光学デ

バイス（LED ヘッドランプ、ナイトビジ

ョン） 

⑥高性能電磁シールド・吸収体 

⑦EBG 関係 

⑧人工磁気壁（アンテナの薄型化/薄型

IC タグ、RFID タグ等） 

⑨医療機器 

 

 

 

 

 

 

 

①メタマテリアルの使用理由（負の屈折率、

エバネセント波の増大、分散性等の性質を使

用）は高機能（例；広角度のビーム走査が可

能にあり、基本モードが漏えいするため励振

効率が良い等）の製品を簡単な構造で作れ、

小型化、薄型化、効率向上が図られ製造コス

トが下がる点が主に上げられる。その中で漏

れアンテナ、LED ヘッドランプの例では効率を

上げるために使用されている。 

②用途で実用化が早い製品はミリ波、マイク

ロ波の製品の他、放射、伝播関係、EMC、電力

伝送（無線電力伝送等）等高周波の製品であ

る。そのなかでミリ波、マイクロ波の製品は

競合製品（回路設計の変更を含む）がある事

から市場の伸びは不透明であるが、EMC（電磁

干渉の抑制等）に関しては特に人工磁気壁は

メタマテリアルを使用する事により効率が上

げられる事から有望である。又、EBG（電磁バ

ンドギャップ）も有望である。 

③メタマテリアルの課題の1つとして「キラー

アプリケーションが無い点がある」が、京都

大学が「シングルネガティブ物質を使用し生

体に金属を付け、ガン組織等を見つける技術」

を国内の病院と共同に開発を進めている技術

は注目される。同方法は従来の画像診断、CT

等と比較すると患者の負担が少なく、又、被

爆する心配が無い事から技術としては有望で

ある。京都大学では2～3年以内に結果を出し、

その後、臨床試験に進みたいと考えている。 

 

（3）上記の中で最も市場の立ち上がりが早く、市場性が高いのは小型アンテナである。NEC

が 2012 年に発売しており、他の無線機器へ搭載も決まっている。NEC は主に左手系の考え

（誘電率、透磁率が両方ともにマイナス）で、「電磁バンドギャップ＜EBG＞」（一定の帯

域で電磁波が通れない状態）に着目し開発を進めている。又、左手系が開発の中心である。 
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3）周波数別状況 

（1）メタマテリアルの用途の内、大きくは光関係の用途とテラヘルツ波から磁場（低す

ぎるものは除く）の2つに別れる。テラヘルツ波から磁場までは概念は同じである。 

（2）用途を主な周波数帯に主なアプリケーションを以下に示す。 

周波数 主なアプリケーション 

ミリ波～テラヘルツ波 ・電波レーダシステム 

・ビーム走査アンテナ 

・結合器、共振器、アンテナ等のデバイス、コンポーネンツ 

高周波帯 ・薄型 IC タグ 

・無線高性能電磁シールド 

・吸収体等 EMC 関係 

他（赤外線帯） ・LED ヘッドランプ等光学デバイス 

 

（3）製品化及び実用化が近いアンテナ関係はミリ波、テラヘルツ波が中心である。 

（4）上記の内、周波数が低いマイクロ波、ミリ波領域においては、比較的に構造作製が

容易であり、指向性制御アンテナなどの現実的な応用が検討されている。 可視光等一

方波長が短くなってくると、作製が困難になるのみならず、 物質内でのエネルギー損

失が顕著となり、 負の屈折を実現することが難しくなっている。 
（5）必要な材料及び技術を以下に示す。 

（1）メタマテリアルの材料に関しては、用途別にどの材料が最適か決まっていない。

ただし光の領域と光以外（テラヘルツ等）は材料が違う。 

（2）具体的には光領域は合金系、誘電体では誘電率が上がらない事から銀がベスト

であるがロスが多い。その他、金が使い易い。又、誘電体の可能性がある。光以外

（テラヘルツ等）の高周波からテラヘルツまでは完全導体であり、各周波数帯は概

念が同じである。高周波からテラヘルツの領域の材料は合金系、誘電体等が検討さ

れている（誘電率が高い材料が小さく出来る）。波長帯の内、マイクロ波の材料は

銅が中心になると見ている見識者もいる。 

（3）将来的には材料は単独の使用ではなく金属と誘電体の組み合わせ、更にそれに

特性の違う材料を加える等の方向に進むと予測している。 

（（4）周波数の内、金属系の材料は全ての周波数で使用が可能であるが、合金系、波

長の長い領域の誘電体は主に光以外のテラヘルツから磁場領域に適合性はあると推定

れる。逆に光用途は減衰が大きい事から金属以外は使いにくいと推定される。 
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4）実用化時期、ロードマップと将来性 

 
現状 

2015年前後 

（短期的） 

2020～2030年 

（中長期的） 

用途 ・大学関係の開

発は構造等の提

案等が中心 

・作成し易い事

から小型アンテ

ナ等低周波中心

の商品化から始

まる。 

 

・用途はミリ波、マイク

ロ波の製品、放射、伝播

関係、EMC、電力伝送（無

線電力伝送等）等高周波

の製品の市場投入。 

（波長が長い広角度ビー

ム走査アンテナ等電波領

域の用途からテラヘルツ

波領域までの製品の市場

投入） 

・メタマテリアルを使用

したEBG適用パソコン及

び高周波のギガヘルツ帯

を使った無線機器の市場

投入。 

・ミリ波、マイクロ波の製

品、放射、伝播関係、EMC、

電力伝送（無線電力伝送

等）等高周波の製品を中心

とした市場の拡大。 

・可視光領域の製品の市場

投入。 

・スーパーレンズ、クロー

キング（透明マント等）の

製品化。 

製法及び

技術面 

・製法はトップ

ダウンの半導体

製造技術もしく

はナノインプリ

ントで始まると

推定される。 

・材料に関して

は、用途別にど

の材料が最適か

決まっていな

い。 

・製法はボトムアップの

自己組織化の製法に進む

可能性が大きい。 

・材料は金属の他、光領

域は金、銀、誘電体及び

光領域以外（テラヘルツ

等）の高周波からテラヘ

ルツまでは金属、合金系、

誘電体等が中心になると

予測される。 

・最終的には製法は半導体

製造技術、ナノインプリン

トと自己組織化が組み合

わさった形（例；骨組みを

半導体製造技術で作り、そ

の上に自己組織化の製法

でナノ原子を並べる等）に

なると推定される。 

・材料に関しては将来的に

は単独の使用ではなく金

属と誘電体の組み合わせ、

更にそれに特性の違う材

料を加える等の方向に進

むと予測される。 

（1）周波数帯では、マイクロ波とミリ波領域の製品の実用化が早い。又、同領域は用途数

も多いが競合技術、製品及び回路設計でも改善可能の用途もある事が課題である。今回の調

査の結果、大学関係では用途が決っていない、もしくは出口が決っていない等のコメントも

多くあった。 

（2）尚、製法に関しては半導体製造技術、ナノインプリントで始まり、その後、ケミスト

リーの自己組織化に進む。そして最終的には半導体製造技術、ナノインプリントと自己組織

化が組み合わさった形になると推定される。半導体製造技術は回路の研究サイドからは低損
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失化が可能である事から期待している見識者が多くなっている。基本的にはコストがかかっ

ても最初は既にある製造技術の半導体製造技術、ナノインプリントで製品化が始まり、その

後、自己組織化技術等ボトムアップの生産技術に向かうと予測される。現時点で特に有望な

技術は構造を立体的に構築できる半導体製造技術である。特に半導体製造技術は通信用デバ

イス向けに特に有望である。 

（3）MEMS の融合技術/製品及び半導体製造技術の課題を以下に示す。 

・今回のヒアリング調査の結果、MEMS とメタマテリアルとの融合技術/製品の開発の例

としてあがったのはセンサ（圧力センサ等/東北大学）、電圧チューナブル素子（バラク

ター等）の 2製品である。両製品共に実用化時期はまだ決ってはいない。 

・半導体製造技術の課題はウエハサイズ及びチップサイズまで作製できるが、それ以上

は小さく作れない点及び自己組織化等ボトムアップの製法と比較すると製造コストが高

い点、欠陥率が高い点の 3 点があげられる。 

 

（4）材料に関しては、用途別にどの材料が最適か決まっていない。又、材料に関しては様々

な材料があり、どれがベストな材料かは決まっていない。ただし光の領域と光以外（テラヘ

ルツ等）は材料が違う。具体的には光領域は合金系、誘電体では誘電率が上がらない事から

銀がベストであるがロスが多い。その他、金が使い易い。又、誘電体の可能性がある。光領

域以外の高周波からテラヘルツまでは完全導体であり、各周波数帯は概念が同じである。高

周波からテラヘルツの領域の材料は合金系、誘電体等が検討されている。（誘電率が高い材

料が小さく出来る） 

（5）将来的には材料は単独の使用ではなく金属と誘電体の組み合わせ、更にそれに特性の

違う材料を加える等の方向に進むと予測している。 

（6）中国、米国では軍事関係での研究（マイクロ波とミリ波領域及びステルス関係）が活

発である。軍事関係は民生関係と比較するとコストを度外視して研究が可能である。将来

的には商業ベースに降りてくると予測される。 

（7）その他、自動車関係のユーザーは部品への採用の他、クローキングに関して関心度が

非常に高くなっており、安全性の向上のため運転席の両サイドの枠及び側面のドアを透明に

する等について開発を行っている。 

（8）メタマテリアルの特許の状況の内、2005年以降の特許検索及びヒアリングの結果、2005

年以降には基本特許はほとんど無いと推定される。その要因には透明マント、平面、2次元、

3次元等の基本特許の大半は2000年から2002年頃に出ている点と大学関係はサイエンスとし

て面白いという観点で開発が行われているケースが多く、商業ベースでは考えていないケー

スが多いためと推定される。 

 

 

 



2.市場概要 

1）メタマテリアルは金属、誘電体、磁性体、半導体、超伝導体等の小片からなる単位粒子

を波長に比べて十分小さな間隔で並べて構成した構造体であり、人工媒体とも呼ばれている。

メタマテリアルは以下の 3分類に分けられる。尚、フォトニクス結晶と違う点は波長、半波

長オーダーのフォトニック結晶と比べて違う点は更に小さい点である。 

 

分類 概要 

左手系材料 ・負の誘電率、透磁率を同時に実現する。負屈折率媒体及び磁性

材料、誘電体材料で自然界に存在しない特性を持つ材料で、ステ

ルス機能を示す材料（空間のひずみを誘電率、透磁率の空間分布

により人工的に持たせる事で電磁波の伝搬する軌道を変化させ

る材料）である。又、メタマテリアルの特性（左手系）は負の屈

折率、エバネセント波の増大、分散性である。 

右手系材料 

 

・誘電体を用いず、高い誘電率を得られる人工誘電体（金属ワイ

ヤやストリップを利用した人工誘電体レンズ）及び磁性材料を用

いずに磁性を得る人工磁性体（スプリットリング共振器を使用）

等）が出来る材料である。又、クローキングも含まれる。 

 

シングルネガティブ物

質 

 

・誘電率、透磁率のどちらかが負であり、主な用途は擬似表面プ

ラズモン共振器等である。 

 

2）メタマテリアルは取り扱えるスケールの金属と誘電体等を規則的に配列して構成されて

いる。人工的に作られた材料は配列の自由度が大きいため、制御できる誘電率、透磁率の範

囲は自然界に存在する材料と比較すると広く出来る。又、左手系材料は周波数分散性の特性

があり、周波数によって透磁率、誘電率の値が大きく変化することから、分散特性を制御で

きるメリットがある。（左手系ダイポールアンテナへの活用） 

更に自然界では、ミリ波、光波に磁気応答する材料は無いため、当該材料は透磁率を制御で

きる材料として有望である。尚、要求される作製技術は 2次元/3 次元微細加工、大面積化

技術、可変材料・MEMS 等である。 

 

3）製品化に関しては価格がついて市場投入されているのは小型アンテナのみである。この

製品は電波領域（波長領域）であり、又、サイズが大きかった事からメタマテリアルがマ

ッチングした。波長が長い広角度ビーム走査アンテナ等電波領域の用途からテラヘルツ波

領域までの製品は市場に投入される可能性があるが、可視光領域に関しては技術のブレー

クスルーが無いと難しいという意見が多くなっている。 

 

4）作る技術（加工技術）は 100ｎｍ以下の製品は半導体製造技術、自己組織化技術、ナノ

プリント等検討が進められている。構造等の提案は数多くされているが、量産技術等作る
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技術はこれからの状態である。基本的にはコストがかかっても最初は既にある製造技術の

半導体製造技術、ナノインプリントで製品化が始まり、その後、自己組織化技術等ボトム

アップの生産技術に向かうと予測される。現時点で特に有望な技術は構造を立体的に構築

できる半導体製造技術である。半導体製造技術は通信用デバイス向けに有望である。尚、

材料開発は加工技術と密接に関連している。特にテラヘルツ波、可視光メタマテリアルの

実用化に向けた課題は、「メタ原子を如何に短時間で大量に作るか」であり、細かい物を

大量に並べる製造技術が求められている。 

 

5）大学、公的機関サイドからは、材料メーカーに対して当分野への参入に関しての期待度

は非常に高くなっている。この要因には合金等の組み合わせなど新材料の探索が急務である

点があげられる。 
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3.技術的課題 

 

1）メタマテリアルの技術的課題を以下に示す。 

（1）透過損失が大きい点 

（2）キラーアプリケーションが無い点 

（3）可視光領域で機能するナノオーダーのメタマテリアルをいかに作るかの点 

 

2）メタマテリアルの透過損失が大きい点の課題に関しては、金属を使用した場合、透過損

失が大きい事から、現状では合金系（主にアルミ添加亜鉛＜AZO＞等は損失が少ない等報告

されている。）、波長の長い領域の誘電体についての研究が中心になっている。この他、GAIN

媒質（レーザ用の色素を加え増幅させ損失しないようにする等）を加える等、損失を補償す

る点も研究が進められている。又、狭い波長領域でしか動作しない事から波長を決めて開発

する動き（特に低周波の中で 1つの周波数に決めるもしくは低周波数内で 1ギガ～3ギガ等

広い範囲にする。）もある。尚、金属も電子が多くあり、特異な動きをし、広い波長領域に

使用が可能な事から右手/左手系複合（CRLH）メタマテリアルでは活発に研究が進められて

いる。 

 

3）その他、論文ベースでのメタマテリアルの主な課題、問題点を以下に示す。 

   

（1）メタマテリアルは薄型化、小型化等のメリットがあるが、透過損失が大きい事や

狭い波長帯域でしか動作できない事が課題である。 

（2）アンテナの用途では主に利用できる比帯域幅の拡大、アンテナの整合、低損失な

リアタンス素子の設計等が課題である。 

（3）吸収による損失の問題（構造素材が金属の場合）があり、プラズモニックな応答

を示し、かつ損失の小さな材料が模索されている。 

（4）左手系は波長が長くなる領域において、群速度が光速を超えて無限大となり、現

実的な物理的な現象を表さなくなる課題があり、ここ数年は対応として右手/左手系複

合（CRLH）メタマテリアルの開発が活発である。 

（5）メタマテリアルは設計の自由度は高いが、最適解を求めて計算によって試行錯誤

を繰り返すと解が収束するのに膨大な時間を要する点が課題である。 
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4.メタマテリアルの主要用途と有望用途 

 

メタマテリアルの想定される用途一覧 左記の内、有望な用途 

1）EMC ボディ内装ハーネス 

2）小型アンテナ（車載用、無線モジュー

ル他） 

3）漏れ波アンテナ（前方、正面、後方と

自由に放射方向の変更、制御及び広角

度のビーム走査が可能。広角度ビーム

走査アンテナの開発等） 

4）スーパーレンズ 

5）ナイトビジョン 

6）赤外カメラ 

7）レーザーレーダ（車載用他） 

8）ミリ波レーダ 

9）LED ヘッドライト 

10）モータ磁性材料 

11）無線機器内部の電磁干渉、ノイズの抑

制（EMC 対策） 

12）左手系結合線路カプラ（平面構造でも

小型で非常に強い結合の性能） 

13）人工磁気壁（アンテナの薄型化/薄型

RFID タグ等） 

14）マイクロ波伝送デバイス（フィルタ、

共振器＜小型共振器、任意形状共振

器）、方向性結合器、電力分配器他/左

手系） 

15）レーザドーム材 

16）周波数選択スクリーン 

17）デュアルバンド回路 

18）その他（医療機器他） 

1）マイクロ波、ミリ波帯のデバイス、コ

ンポーネンツ；結合器、共振器、アンテ

ナ等のマイクロ波、ミリ波帯のデバイ

ス、コンポーネンツ 

2）光学領域；スーパーレンズ（回折限界

を超える光学デバイス/超分解能スーパ

ーレンズ） 

3）電波レーダシステム 

4）移動体（船舶、航空機、自動車）通信

システムのビーム走査アンテナ 

5）EV の新しいモータ等の磁性材料、レー

ダ断面積（PCS）、電波干渉を低減する

ための吸収・反射・遮蔽材料及び光学デ

バイス（LED ヘッドランプ、ナイトビジ

ョン） 

6）高性能電磁シールド・吸収体 

7）EBG 関係 

8）人工磁気壁（アンテナの薄型化/薄型 IC

タグ、PFID タグ等） 

9）医療機器 

 

 

 

 

 

 

（1）用途の中で最も市場の立ち上がりが早く、市場性が高いのは小型アンテナである。NEC

が 2012 年に発売しており、他の無線機器へ搭載も決まっている。NEC は主に左手系の考え

（誘電率、透磁率が両方ともにマイナス）で、「電磁バンドギャップ＜EBG＞」（一定の帯

域で電磁波が通れない状態）に着目し開発を進めている。 

（2）尚、最も市場の立ち上がりが早く、市場性が高いのは小型アンテナである。NEC が 2012

年に発売しており、他の無線機器へ搭載も決まっている。主に左手系の考え（誘電率、透磁

率が両方ともにマイナス）で、「電磁バンドギャップ＜EBG＞」（一定の帯域で電磁波が通

れない状態）に着目し開発を進めている。又、左手系が開発の中心である。放射、伝播関係

の用途がアンテナの他、実用化が早いと推定される。 
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（3）周波数別状況を以下に示す。 

周波数 

＜高い＞  光（LED、レーザ、赤外カメラ）＊市場形成が遅れる。 

 

 

テラヘルツ（ミリ波、レーダ） 

 

マイクロ波各種アンテナ、ステルス  

 

高周波（EMC、電力伝送） 

 

磁場（モータ磁性材料） 

周波数 

＜低い＞ 

 

（4）上記の内、周波数が低いマイクロ波、ミリ波領域においては、比較的に構造作製が容

易であり、指向性制御アンテナなどの現実的な応用が検討されている。 可視光等一方波長

が短くなってくると、作製が困難になるのみならず、 物質内でのエネルギー損失が顕著と

なり、 負の屈折を実現することが難しくなっている。 

（5）上記の周波数の内、金属系の材料は全ての周波数で使用が可能であるが、合金系、波

長の長い領域の誘電体は主に光以外のテラヘルツから磁場領域に適合性はあると推定され

る。 
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5.メタマテリアルの国内の研究・開発機関一覧 

1）大学 

大学名 主な技術分野・研究テーマ 主要部署名 

 

山口大学 ・マイクロ波メタマテリアル 

・伝送線路メタマテリアル 

・人工誘電体 

・人工磁性体 

・SNG（Single Negative）物質

・座標変換 

・クローキング 

・大学院 理工学研究科  

東北大学 ・ナノ作製技術、評価技術 

・金属ナノ構造作製のためのイ

ンプリント技術 

・メタマテリアルの自己組織的

作製 

・プラズモン共鳴、テラヘルツ、

フォトミキサー、分散制御 

・大学院 理学研究科 物理学専攻  

・大学院 工学研究科 ナノメカニクス専攻

・多元物質科学研究所  

 

京都大学 

 

・プラズマを構成要素とするメ

タマテリアルの機能と応用 

・周期多重極境界要素法による

電磁場解析 

・大学院 工学研究科 電子工学専攻 

・大学院 情報学研究科  

 

京都工芸繊維

大学 

・非相反メタマテリアルとビー

ム走査アンテナの応用 

・大学院 工芸科学研究科 電子システム工

学部門  

東京大学 ・金属のプラズマ共鳴構造、個

別分光、FDTD計算 

・大学院 工学系研究科付属光量子科学研究

センター  

・先端科学技術研究センター 

大阪大学 ・テラヘルツ波メタマテリアル

（テラヘルツ波領域での光学素

子） 

・熱幅射制御、低次元光波、プ

ラズモニクス、ナノ光回路 

・レーザーエネルギー学研究センター 

・基礎工学研究科 

 

東京工業大学 ・光アンテナ、プラズモニクス、

非線形光学効果 

・大学院総合理工学研究科  

 

東京農工大学 ・FDTD法と特殊媒質への応用 ・大学院 工学研究院  

大阪府立大学 ・光誘起力によるプラズモニッ

クナノ複合体の作製と光機能制

御 

・21世紀科学研究機構 ナノ科学・材料研究

センター  
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大学名 主な技術分野・研究テーマ 主要部署名 

 

信州大学 ・3次元メタマテリアル 

・フラクタル構造のメタマテリ

アル 

・理学部 物理科学科 光物性研究室  

 

大妻女子大学 ・クローキング媒体の設計方法 ・社会情報学部 情報デザイン専攻 

 

公立はこだて

未来大学 

・負の屈折率媒体と透明マント ・システム情報科学部 複雑系知能学科 

 

奈良先端科学

技術大学院大

学 

・スピン波メタマテリアル 

・金属ナノ構造との複合体を用

いたメタマテリアル 

・物質創成科学研究科  

 

防衛大学校 ・メタマテリアルのアンテナ応

用 

・電気情報学群 電気電子工学科  

電気通信大学 

 

・導体基板付きコプレーナ線路

を基にした右手/左手系複合伝

送線への応用 

・マイクロ波アクティブデバイ

ス 

・情報理工学研究科  

・その他、同志社大学（理工学部 電子工学科）、名古屋工業大学（アンテナへの応用大学

院工学研究科）、芝浦工業大学（システム理工学部 機械制御システム学科）が開発を行っ

ている。 
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2）公的機関 

公的機関名 主な技術分野・研究テーマ 主要部署名 

物質・材料研究機構 ・フィッシュネット型メタマ

テリアル 

・先端フォトニクス材料ユニット 

 

理化学研究所 ・共振型メタマテリアル 

・プラズモニック・メタマテ

リアル 

・人工磁性材料 

・高屈折物質 

・3次元金属微細加工法 

・3次元金属ナノ構造作製のた

めの多光子技術 

・近接場顕微鏡 

・基幹研究所  

・超精密加工技術開発チーム 

 

3）企業 

企業名 主な技術分野・研究テーマ 

NEC ・近距離無線モジュール向けの世界最小クラスのアンテナを販売中で

ある。当該製品はメタマテリアルの構成要素であるスプリットリング

共振器（SRR）をアンテナ素子として採用している。プリント基板に

SRRを複数積層した構造により、小型化と高放射効率を実現している。

又、組み込み型モジュールにおいて、機器に組み込んだ際のアンテナ

特性の変動を抑制し、全方向に高い感度を有する性能になっている。

 

豊田中央研究所 ・メタマテリアルを応用した光学フィルタ及びトポロジー最適化技術

の開発を主に行っている。 

キヤノン ・総合R&D本部 負可視領域イメージング部で半導体テラヘルツ波発

生デバイスとその応用について研究している。 

村田製作所 

 

・技術・事業開発本部 商品開発総括部において電子部品のメタマテ

リアルへの応用について研究を行っている。 

（1）上記の他、日本国内企業ではパナソニック、ソニー、沖電気工業、リコー、NTT物性科

学基礎研究所等、富士通、オリンパス、日立マクセル、住友金属鉱山等が開発を行っている。 

（2）左手系メタマテリアルの応用に関しては、特性を活かして各種マイクロ波伝送線路デ

バイス（フィルタ、共振器、方向性結合器、電力分配器等）とアンテナへの応用（放射特性

に制御性を持たせたものと小型化技術）、材料の開発が活発に行われている。材料の開発で

は共振モードの異なる大小の誘電体球を配して構成した材料等）及び応用については特別な

屈折率を与え、一定方向に放射できるレーダドーム材、周波数選択スクリーン等の開発が行

われている。 

（3）又、日本では 2006 年に「電磁メタマテリアル研究会」が立ち上がっており、マイクロ

波から紫外線領域までの広い範囲にわたる研究を行っている。 
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6..特許状況 
1）メタマテリアルの特許の概要 

（2005 年 1 月～、特許電子図書館を使用。検索日 2012 年 12 月 12 日） 

＜年次別公開特許件数と上位の企業名、研究機関名＞ 

年 メタマテ

リアル 

特許数の上位と件数 左手系 特許数の上位と件数 

2005年 1件 ルーセント1 0件 ― 

2006年 4件 理化学妍、山口大、名

古屋工業大、ハリス各

1 

2件 豊田中央研1、山口大1

 

 

2007年 1件 ハリス1 1件 セイコーエプソン1 

2008年 10件 山口大4、ハリス2、他

各1 

12件 山口大 8、他各1 

2009年 10件 NTTドコモ2、シーレイ

ト2、他各1 

10件 パナソニック6、他各1

 

 

2010年 23件 日立マクセル4、スリ

ーエム2、他各1 

10件 パナソニック2、イー

エムダブリュ2、他各1

2011年 21件 ソニー4、豊田中央研

2、他各1 

7件 各1（豊田中央研、京

都工芸繊維大、パナソ

ニック、ソニー等） 

 

 

2012年11月まで 20件 イーエムダブリュ4、

住友金属鉱山2、ザ・

ボーイング2、ホリン

ワース 

ファンド2、レイセオ

ン2、他各1 

4件 住友金属鉱山2、他各1

 

 

合計 90件  46件  

（1）メタマテリアルの2005年1月から2012年11月時点までの公開特許件数は90件及び左手

系の2005年1月から2012年11月時点の公開特許件数は46件である。尚、それぞれ内容を確認

し、明らかなノイズ（誤検索）は除いている。尚、電波を遮断する「EBG」に関しては2005

年1月から2012年11月時点までの公開特許件数は99件であるが、メタマテリアルと記載して

いるのは2件であり、左手系と記載しているのは0件である。「EBG」に関しては内容を確認

した結果、メタマテリアルと関連性があるのは非常に少ないと推定される。又、検索のキ

ーワードを「EBG」から「Electromagnetic Band Gap」に変えて特許を検索した結果、12

件あったが、メタマテリアルと関連性があるのは非常に少ないと推定される。 

（2）メタマテリアルの特許の状況の内、2005年以降の特許検索及びヒアリングの結果、2005

年以降には基本特許はほとんど無いと推定される。その要因には透明マント、平面、2次元、

3次元等の基本特許の大半は2000年から2002年頃に出ている点と大学関係はサイエンスとし

て面白いという観点で開発が行われているケースが多く、商業ベースでは考えていないケー

スが多いためと推定される。又、引用特許は特許の内容を確認したが、各特許の最後に引用
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特許が示されているケースは少なく、又、内容を可能の範囲で確認したが少ないと推定され

る。 

（3）今回の調査の結果、メタマテリアルの日本での特許化は、海外勢が先行し、日本がそ

れを追いかける傾向が、ここ数年、続いている事から海外の動向を追う事が必要である。 

（4）以下にNECのメタマテリアルの担当者の同テーマの特許関係の論文の主な内容と担当 

者の見解及び特許の概要を示す。 

 

①現状の状況では「EBG」に関しては、ほとんどが「空中線（アンテナ）」であり、そ

の次に「導波管」、「印刷回路（プリント配線板）」が続いている。「空中線（アンテ

ナ）」に関してはアンテナ間の干渉を低減する目的で利用されているケースが多いと推

定される。 

②又、「左手系」は「導波管」が1番多く、その次に「空中線（アンテナ）」、「イン

ピーダンス回路網」が続いている。「左手系」は「メタマテリアル」と「EBG」と比較

すると適用される技術分野が狭くなっている。「左手系」はアンテナへの給電のコント

ロール及び伝送線路での利用に関する特許が多くなっている。又、フィルタ回路等での

応用に関する件数も増えている。 

③尚、「メタマテリアル」に関しては技術分野が多岐に渡っているが、特に「光学利用」

の特許が多くなっており、電波というより広い電磁波の概念での利用や、より基本的な

特徴を利用した特許が多くなっている。 

④「EBG」は全体の大半が企業、その他は大学、公的研究機関になっている。又、「左

手系」は企業が全体の約60.0％、大学が約35.0％、公的研究機関が約15.0％になってい

る。 

⑤大学系の大半は山口大学である。同大学が2005年に出願した、マッシュルーム構造の

単位セル（きのこ）からビアによる縦配線（石突き）を取り除いた構造はNECの担当者

は「新しい発想」として基本特許と見ている。同大学の特許の特長は「実用化」という

より「実現性」にポイントが置かれている。 

⑥「メタマテリアル」は全体の約70.0％が企業である。尚、件数割合よりも出願人が海

外の企業及び研究機関の割合（件数）が多くなっている。 

① ⑦メタマテリアルの日本での特許化は、海外勢が先行し、日本がそれを追いかける傾向

が、ここ数年、続いている。又、メタマテリアルの材料（構造）の開発は積極的に大学

が関与している。 

 

＜主なニューカマー＞ 

＜メタマテリアル＞ 

年次 ニューカマー 

2005年 ①ルーセント テクノロジーズ 

2006年 ① 理化学研 

② 山口大 

③ 名古屋工業大 

④ハリス コーポレーション 

2007年 ― 
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年次 ニューカマー 

2008年 ① 情報通信研究機構 

② ヒューレットーパッカード デベロップメント 

③ デ・ロジェモント、エル 

④ タマティーエルオー 

⑤ ザ・リージェンツ オブ ユニバーシティ オブ カルフ

ォルニア 

2009年 ① 国際メタマテリアル総合研究所 

② NTTドコモ 

③ NEC 

④ アルカテル 

⑤ シーリート エルエルシー 

⑥ アイメック 

⑦ レイスパン 

2010年 ① 日立マクセル 

② パナソニック 

③ 東芝 

④ 九州大 

⑤ 村田製作所 

⑥スリーエム イノベーション プロティズ カンパニー 

⑦ フラウンホッファー 

⑧ トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュ

ファクチャリング 

⑨ クリーンマリー アンド ウエスト フィールド カレ

ッジ 

⑩ 台湾積體電路製造 

⑪ 小塚 洋司 

⑫ リコー 

2011年 ① NTT 

② タイコエレクトロニクス サービス ゲーエムベーハー 

③ ミツビシ・エレクトロリック・リサーチ・ラボラトリーズ・

インコーポレイテッド 

④ ポーラ化成工業 

⑤ 豊田中研 

⑥ ソニー 

⑦ ザ・ボーイング・カンパニー 

⑧ イーエムダブリュ カンパニーリミテッド 

⑨ 龍谷大学 

⑩ パナソニック電工 

⑪ 大学共同利用機関法人 

⑫ 國立交通大學 
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年次 ニューカマー 

2012年 ① 住友金属鉱山 

② ハンドヘルド プロダクト イン コーポレーティッド 

③ 半導体理工学研究センター 

④ キヤノン 

⑤ 広島大学 

⑥ レイセオン カンパニー 

⑦ クリスチャン エム パットリッツ コンサルティング エ

ルエルシー 

⑧ ホリンワース ファンド、エル、エル、 シー 

⑨ ザ アルゾナ ボード オブ リージェンツ 

⑩ アイティーティー  

・「メタマテリアル」の主なニューカマーは上記に示すように2008年以降、年々、増えてき

ており、又、海外の企業も増えてきている。 
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＜左手系＞ 

年次 ニューカマー 

2005年 

 

― 

2006年 ①豊田中央研②山口大 

 

2007年 ①セイコーエプソン 

 

2008年 ①横浜国立大②村田製作所③松下電器産業④京都工芸繊維大 

2009年 ① ザ・リージェンツ オブ ユニバーシティ オブ カルフ

ォルニア 

② レイスパン 

 

2010年 

 

① アルカテル-ルーセント ユーエスエー  

② 富士ゼロックス 

 

2011年 

 

① タイコエレクトロニクス サービス ゲーエムベーハー 

② ソニー 

③ イーエムダブリュ カンパニーリミテッド 

④ NEC 

2012年 ① 住友金属鉱山②国立高等専門学校機構 

③ ホリンワース ファンド、エル、エル、 シー 

 

・「左手系」のメタマテリアルに関する主なニューカマーは「メタマテリアル」の企業、研

究機関と重複しているケースが多くなっている。ニューカマーの数は「メタマテリアル」と

比較すると特許を見る範囲では増加傾向は示していない。 
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＜分類及び比率＞ 

・2005年1月以降の特許の発明の名称を分類し、比率した表を以下に示す。 

1. メタマテリアル 

件数比率 内容 

（単位；件） 構成比

（％）

アンテナ 14 15.6 

光関係 

（光学、光デバイス

等） 

12 13.3 

無線及び通信 7 7.8 

その他 57 63.3 

合計 90 100.0

1） メタマテリアルは技術分野が多岐に渡っているが、トータルの件数90件の内、特に「ア

ンテナ」、「光関係」の特許件数が多くなっており、2分野で全体の約28.9％を占めて

いる。 

2） 上記の「その他」には電波反射体、回路等が複数有る他、名称に複数の用語が使われて

いるケースも多くなっている。尚、発明の名称がメタマテリアルの場合及び名称に複数

の用語が使われているケースは「その他」に入れている。 

 

2. 左手系 

件数比率 内容 

（単位；件） 構成比

（％）

アンテナ 12 26.1 

フィルタ 7 15.2 

導波管 2 4.3 

その他 25 54.4 

合計 46 100.0

1） 左手系の特許の名称の内、多いのはメタマテリアルと同様にアンテナが最も多く、全体

の約26.1％を占めている。 

2） 次にフィルタ、導波管が続いているが、フィルタはパナソニック及び導波管は山口大学

など、同一の企業、大学が同一テーマで多く出願している点が要因である。
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7.主な公開特許の項順、公開番号/登録番号、発明の名称等 

1） メタマテリアル 

（1）アンテナ 

出願番号 

公開番号 

出願人 

 

発 明の名称 

:２０１２－４６４６７ 

:２０１２－１８６８０３ 

:ハンド ヘルド プロダクツ イン

コーポレーティッド 

:メタマテリアルアンテナを使用し

いるＲＦＩＤデバイス て 

出願日 : ２０１２年３月２日 

公開日 : ２０１２年９月２７日

発明者 : インジウン・ポール・

ワン 外１名  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２０１０－１１３２１３ 

２０１１－２４４１３６ 

日本電信電話株式会社 

アンテナ装置 

  

出願日 :２０１０年５月１７日 

公開日 :２０１１年１２月１日 

発 明者 :安藤 篤也 外２名 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２０１０－８０６１ 

２０１１－１４７０６２ 

富士ゼロックス株式会社 

ア ンテナ装置 

出願日 :２０１０年１月１８日 

公開日 :２０１１年７月２８日 

発明者 :井口 大介 

   
出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００９－２４８８８８ 

２０１１－９７３３４ 

株式会社村田製作所 

アンテナ装置  

出願日 :２００９年１０月２９日

公開日 :２０１１年５月１２日 

発明者 :東條 淳  

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

発明の名称 

 

 

２０１１－５５２８７８ 

２０１２－５１９４４９ 

イーエムダブリュ カンパニー 

リミテッド 

メタマテリアルを用いた多重帯

域及び広帯域アンテナ及びそれ

を備える通信装置  

出願日 :２０１０年３月２日

公表日 :２０１２年８月２３

日 

発明者 :リョウ、ビュン フー

ン 外２名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

発明の名称 

 

 

２０１１－５５２８７７ 

２０１２－５１９４４８ 

イーエムダブリュ カンパニー 

リミテッド 

メタマテリアルを用いた多重帯

域及び広帯域アンテナ及びそれ

を備える通信装置  

出願日 :２０１０年３月２日

公表日 :２０１２年８月２３

日 

発明者 :リョウ、ビュン フー

ン 外２名  

22 



 

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

発明の名称 

 

 

 

 

 

２０１１－５３６２５７ 

２０１２－５０９００３ 

イーエムダブリュ カンパニー 

リミテッド 

ヘリカル構造の内部のカップリ

ングを用いたメタマテリアルア

ンテナ  

出願日 :２００９年１１月１７

日 

公表日 :２０１２年４月１２日

発明者 :リョウ、ビュン フーン

外３名 

    

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

発明の名称 

 

 

２０１１－５３６２３９ 

２０１２－５０８５３８ 

イーエムダブリュ カンパニー 

リミテッド 

ＣＲＬＨ－ＴＬメタマテリアル

アンテナ  

出願日 :２００９年１１月１１

日 

公表日 :２０１２年４月５日 

発明者 :リョウ、ビュン フーン

外２名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

発明の名称 

 

 

 

 

２０１０－５４６６９０ 

２０１１－５２５７２１ 

イーエムダブリュ カンパニー 

リミテッド 

磁気誘電体を用いたメタマテリ

アルアンテナ  

出願日 :２００９年２月３日

公表日 :２０１１年９月２２

日 

発明者 :リョウ、ビュン フー

ン 外３名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

 

 

２０１０－５５０７３２ 

２０１１－５１４１２１ 

ザ・ボーイング・カンパニー 

フェーズドアレイアンテナの走

査角増強レンズ  

出願日 :２００９年２月２５

日 

公表日 :２０１１年４月２８

日 

発明者 :ラム， タイ アン 外

２名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

２００９－５２５７９９ 

２０１０－５０２１３１ 

レイスパン コーポレーション 

メタマテリアル構造に基づくア

ンテナ  

出願日 :２００７年８月２４

日 

公表日 :２０１０年１月２１

日 

発明者 :アシュール，マハ 外

２名  
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出願番号 

公表番号 

出願人 

 

発明の名称 

 

 

 

 

２００７－５３４８８９ 

２００８－５１７４９３ 

デ，ロシェモント，エル，ピエー

ル 

セラミックアンテナモジュール

及びその製造方法  

出願日 :２００５年１０月３

日 

公表日 :２００８年５月２２

日 

発明者 :デ，ロシェモント，エ

ル．，ピエール  

出願番号 

公表番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

 

 

２００４－５５７２４１ 

２００６－５０８６１１ 

ハリス コーポレイション 

高効率スロット給電マイクロス

トリップパッチアンテナ  

出願日 :２００３年１１月１９

日 

公表日 :２００６年３月９日 

発明者 :キレン，ウィリアム デ

ィー 外２名 

    

国際出願番号 

国際公開番号 

 

出願人 

発明の名称 

 

 

ＰＣＴ／ＪＰ２０１０／００２

２７８ 

ＷＯ２０１０／１１６６７５ 

日本電気株式会社 

共振器アンテナ  

国際出願日 :２０１０年３月２９日

国際公開日 :２０１０年１０月１４

日 

発明者 :安道 徳昭 外１名 
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（2）光関係（光学、光デバイス等） 

出願番号 

公開番号 

出願人 

 

 

発明の名称 

 

 

２０１１－１３５７４６ 

２０１２－３２６５ 

アイティーティー マニュファク

チャリング エンタープライジー

ズ， インコーポレイテッド 

メタマテリアルを含む構造を使

用した光学的変調  

出願日 :２０１１年６月１７日

公開日 :２０１２年１月５日 

発明者 :ロバート ジョセフ ア

ルマシー 外２名  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００９－２８８５３１ 

２０１１－１２８４７２ 

株式会社豊田中央研究所 

波長変換装置  

出願日 :２００９年１２月１９日

公開日 :２０１１年６月３０日 

発明者 :井上 良徳 

   

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００９－２７０３６５ 

２０１１－１１２９４２ 

株式会社豊田中央研究所 

光 偏向素子 

出願日 :２００９年１１月２７日

公開日 :２０１１年６月９日 

発明者 :野村 壮史 外５名  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

 

 

２００８－２９６１４７ 

２０１０－１２３１９３ 

株式会社東芝 

光で情報を記録する光記録シス

テム  

出願日 :２００８年１１月１９

日 

公開日 :２０１０年６月３日 

発明者 :上口 裕三 外１名  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

２００８－１８１０６０ 

２０１０－２０１３６ 

株式会社リコー 

微小構造体とその製造方法、微小

構造体を有する光制御素子とそ

の製造方法  

出願日 :２００８年７月１１

日 

公開日 :２０１０年１月２８

日 

発明者 :守 哲司  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

２００６－３４５０８４ 

２００８－１５８１１４ 

独立行政法人情報通信研究機構

光学システム  

出願日 :２００６年１２月２１

日 

公開日 :２００８年７月１０日

発明者 :前川 聡  
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出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

 

 

２００５－１７９６２１ 

２００６－３５０２３２ 

独立行政法人理化学研究所 

光学材料、それを用いた光学素子

およびその作製方法  

出願日 :２００５年６月２０日

公開日 :２００６年１２月２８

日 

発明者 :田中 拓男 外１名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

 

発明の名称 

 

 

 

２００９－５４７３２８ 

２０１０－５１７０９４ 

ヒューレット－パッカード デベ

ロップメント カンパニー エル．

ピー． 

光処理のためのメタマテリアル

構造及び光を処理する方法  

出願日 :２００８年１月２９

日 

公表日 :２０１０年５月２０

日 

発明者 :ブラットコボスキ， 

アレクサンダー  

⑨出願番号 

公表番号 

出願人 

 

発明の名称 

 

 

 

２００９－５３９４１７ 

２０１０－５１１８７２ 

スリーエム イノベイティブ プ

ロパティズ カンパニー 

光検出装置及び方法  

出願日 :２００７年１１月１

９日 

公表日 :２０１０年４月１５

日 

発明者 :スミス，テリー エル．

外２名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

発明の名称 

 

 

 

 

 

２００９－５３９４１６ 

２０１０－５１１８７１ 

スリーエム イノベイティブ プ

ロパティズ カンパニー 

光検出装置及び方法  

出願日 :２００７年１１月１９

日 

公表日 :２０１０年４月１５日

発明者 :スミス，テリー エル．

外２名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

発明の名称 

 

 

 

２００９－５１１００８ 

２００９－５３７８６２ 

アルカテル－ルーセント ユーエ

スエー インコーポレーテッド 

メタマテリアルを用いる非線形

光デバイス  

出願日 :２００７年５月１４日

公表日 :２００９年１０月２９

日 

発明者 :チョウドリー，アレフ

外１名  
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出願番号 

公表番号 

出願人 

 

 

発明の名称 

 

 

 

２００８－５１６０００ 

２００８－５４６２１７ 

ヒューレット－パッカード デベ

ロップメント カンパニー エル．

ピー． 

スーパーレンズ素子を用いて光

学的に結合された集積回路層  

出願日 :２００６年６月９日 

公表日 :２００８年１２月１８

日 

発明者 :ワン，シン－ユアン  
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（3）無線及び通信 

出願番号 

公開番号 

出願人 

 

 

発明の名称 

 

 

 

 

 

２０１２－３５３３９ 

２０１２－１８２９８１ 

ミツビシ・エレクトリック・リサ

ーチ・ラボラトリーズ・インコー

ポレイテッド 

エネルギーを無線で交換するシ

ステムおよび方法  

出願日 :２０１２年２月２１日

公開日 :２０１２年９月２０日

発明者 :ビンナン・ワン 外３名 

出願番号 

公開番号 

出願人 

 

 

発明の名称 

 

 

 

２０１１－３２８４２ 

２０１１－２０５８８１ 

ミツビシ・エレクトリック・リサ

ーチ・ラボラトリーズ・インコー

ポレイテッド 

エネルギーを無線で交換するよ

うに構成されるシステム、エバネ

ッセント波の結合を介して電磁

エネルギーを無線で伝達する方

法および電磁エネルギーを無線

で交換するように構成されるシ

ステム  

出願日 :２０１１年２月１８日

公開日 :２０１１年１０月１３

日 

発明者 :ビンナン・ワン 外１名 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

 

２０１０－１０７１６６ 

２０１１－１８８４６６ 

國立交通大學 

多周波二重通信サーキュレータ 

出願日 :２０１０年５月７日 

公開日 :２０１１年９月２２日 

発明者 :張 榮原 外１名  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

 

 

２０１０－１１０６６６ 

２０１１－７２１７６ 

学校法人 龍谷大学 

無接触電力伝送装置  

出願日 :２０１０年５月１２日 

公開日 :２０１１年４月７日 

発 明者 :粟井 郁雄 外１名 
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出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２００９－１０４０７８ 

２０１０－２５８５８８ 

パナソニック株式会社 

携帯無線機  

出願日 :２００９年４月２２日 

公開日 :２０１０年１１月１１日

発明者 :宇野 博之 外１名  

出願番号 

公開番号 

出願人 

 

発明の名称 

 

 

２００８－２２４１８２ 

２００９－１５３０９５ 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モ 

無線通信システム  

出願日 :２００８年９月１日

公開日 :２００９年７月９日

発明者 :丸山 珠美 外２名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２００９－５１１３０７ 

２００９－５３７２５９ 

アイメック 

ＵＷＢレーダによる共振タグの

検出  

出願日 :２００７年５月２２日

公表日 :２００９年１０月２９

日 

発明者 :リースベト・ラハエ 外

１名  
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（4）その他 

 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２０１１－５９８８３ 

２０１２－１９５８８６ 

国立大学法人広島大学 

チップ間通信システム及び半導

装置 体 

出願日 :２０１１年３月１７日

公開日 :２０１２年１０月１１

日 

発明者 :吉川 公麿 外３名 

   
出願番号 

公開番号 

出 人 願 

２０１１－３７１１５ 

２０１２－１７５５２２ 

株式会社半導体理工学研究セン

ター 

  

出願日 :２０１１年２月２３日

公開日 :２０１２年９月１０日

発 明者 :真田 篤志 

発明の名称 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称  

メタマテリアル 

２０１１－６３８０ 

２０１２－１５１５２３ 

キヤノン株式会社 

メタ マテリアル 

出願日 :２０１１年１月１４日

公開日 :２０１２年８月９日 

発 明者 :山田 大輔 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２０１０－２３７４００ 

２０１２－９０２２５ 

住友金属鉱山株式会社 

干渉型電波反射体  

出願日 :２０１０年１０月２２

日 

公開日 :２０１２年５月１０日

発 明者 :山田 厚 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２０１０－２３７３９９ 

２０１２－８９７８５ 

住友金属鉱山株式会社 外１名 

干渉 型電波遮蔽または吸収体 

出願日 :２０１０年１０月２２

日 

公開日 :２０１２年５月１０日

発 明者 :山田 厚 外２名 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称  

２０１０－１４４９５５ 

２０１２－１０１５０ 

株式会社村田製作所 

電気部品、電気回路基板、インピ

ーダンス整合方法、および、電気

回路の部分構造 

  

出願日 :２０１０年６月２５日 

公開日 :２０１２年１月１２日 

発 明者 :東條 淳 

出願番号 

公開番号 

出願人 

 

発明の名称  

２０１１－１４４４８８ 

２０１１－２３４３９７ 

タイコ エレクトロニクス サービ

ス ゲーエムベーハー 

メタマテリアル構造に基づくデバ

ス イ 

出願日 :２０１１年６月２９日 

公開日 :２０１１年１１月１７日

発明者 
:
アックアワー，マハ 外３

名  

出願番号 

公開番号 

出願人 

 

 

発 明の名称 

２０１１－１２７４０８ 

２０１１－２５４４８２ 

ザ リージェンツ オブ ザ ユニ

バーシティ オブ カリフォルニ

ア 

メタ マテリアル 

出願日 :２０１１年６月７日 

公開日 :２０１１年１２月１５

日 

発明者 :スミス，デビッド アー

ル 外３名  
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出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称  

２０１０－１０５３００ 

２０１１－２３２２９０ 

ポーラ化成工業株式会社 

テラヘルツ波を用いた皮膚角層

成分の計測方法  

出願日 :２０１０年４月３０日

公開日 :２０１１年１１月１７

日 

発明者 :水越 興治 外１名  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２０１０－７０７５８ 

２０１１－２０５７９３ 

ソニー株式会社 

無線 通信装置、及び電子機器 

出願日 :２０１０年３月２５日 

公開日 :２０１１年１０月１３日

発明者 :平林 崇之  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２０１０－２５９７０９ 

２０１１－１７６７９３ 

ソニー株式会社 

撮像 装置 

出願日 :２０１０年１１月２２日

公開日 :２０１１年９月８日 

発明者 :椛澤 秀年 外２名  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称  

２０１０－１９５９９ 

２０１１－１５８６６５ 

ソニー株式会社 

メタマテリアル部材の製造方法

メタマテリアル部材 及び 

出願日 :２０１０年１月２９

日 

公開日 :２０１１年８月１８

日 

発明者 :椛澤 秀年 外１名  
出願番号 

公開番号 

出願人 

 

発 明の名称 

２００９－２８７５４６ 

２０１１－１２７５２９ 

大学共同利用機関法人自然科学

研究機構 外１名 

半導体レーザー励起によるエン

点火用固体レーザー装置 ジン 

出願日 :２００９年１２月１８

日 

公開日 :２０１１年６月３０日

発明者 :常包 正樹 外２名  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００９－２５３４０５ 

２０１１－９９７１５ 

パナソニック電工株式会社 

電磁波放射装置および電磁波検

装置 出 

出願日 :２００９年１１月４日

公開日 :２０１１年５月１９日

発明者 :足立 雅和 外２名  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称  

２００９－２０８７９７ 

２０１１－６１４８４ 

ソニー株式会社 

半導体装置および通信装置  

出願日 :２００９年９月１０日 

公開日 :２０１１年３月２４日 

発明者 :奥洞 明彦  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００９－１９７０１６ 

２０１１－４９８６３ 

株式会社東芝 

高周 波用電極 

出願日 :２００９年８月２７日 

公開日 :２０１１年３月１０日 

発明者 :才田 大輔 外３名  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００９－１２６９７９ 

２０１０－２６３５９２ 

小塚 洋司 

選択周波数増幅機能を持つ電磁

波透過構造体  

出願日 :２００９年４月３０日

公開日 :２０１０年１１月１８

日 

発明者 :小塚 洋司  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称  

２００９－２８２１８ 

２０１０－１８７０６２ 

日立マクセル株式会社 

メタ マテリアル 

出願日 :２００９年２月１０日

公開日 :２０１０年８月２６日

発明者 :太田 憲雄 外１名  
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出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００９－８７９１ 

２０１０－１６５４３８ 

日立マクセル株式会社 

記憶媒体、記憶媒体への情報書

き込み方法、及び記憶媒体から

報読み出し方法 の情 

出願日 :２００９年１月１９

日 

公開日 :２０１０年７月２９

日 

発明者 :粟野 博之  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称  

２００９－１３８８ 

２０１０－１６１５３３ 

国立大学法人山口大学 

不可視包囲体  

出願日 :２００９年１月７日 

公開日 :２０１０年７月２２日 

発明者 :真田 篤志  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称  

２００８－３１２０４５ 

２０１０－１３６２５１ 

日立マクセル株式会社 

スキャナ機構、及びこれを用い

写機 た複 

出願日 :２００８年１２月８日

公開日 :２０１０年６月１７日

発明者 :太田 憲雄 外１名  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称  

２００８－３０６４９５ 

２０１０－１２８４６８ 

日立マクセル株式会社 

メタマテリアルプリズムを用い

察装置及び観察方法 た観 

出願日 :２００８年１２月１

日 

公開日 :２０１０年６月１０

日 

発明者 :太田 憲雄 外１名  
出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００８－２４３６４５ 

２０１０－８１００１ 

独立行政法人情報通信研究機構

２Ｄ互換３Ｄ表示装置及び３Ｄ

装置 視 

出願日 :２００８年９月２４日 

公開日 :２０１０年４月８日 

発明者 :サブリ・グルブズ 外３名 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称  

２００９－１４１２７３ 

２０１０－５３４４２ 

国立大学法人九州大学 外２名 

金ナノロッドの配向方法ないし

固定化方法とその基板等 配向 

出願日 :２００９年６月１２

日 

公開日 :２０１０年３月１１

日 

発明者 :米村 弘明 外２名  
出願番号 

公開番号 

出願人 

 

発明の名称  

２００８－１４３６７２ 

２００９－２７２５９２ 

株式会社国際メタマテリアル総

合研究所 

人工 材料の構成方法 

出願日 :２００８年５月１日 

公開日 :２００９年１１月１９

日 

発明者 :小塚 洋司  

出願番号 

公開番号 

出願人 

 

発明の名称  

２００８－５０７９ 

２００９－１６８５３４ 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ド

コモ 

伝搬特性推定方法及びプログラ

ム  

出願日 :２００８年１月１１

日 

公開日 :２００９年７月３０

日 

発明者 :丸山 珠美 外２名  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称  

２００７－２９９３７５ 

２００９－１２２６０６ 

日本電気株式会社 

波長 変換装置、検出装置 

出願日 :２００７年１１月１９

日 

公開日 :２００９年６月４日 

発明者 :桐原 明宏  
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出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００７－８８６７９ 

２００８－２５２２９３ 

国立大学法人山口大学 

３次元左手系メタマテリアル  

出願日 :２００７年３月２９日

公開日 :２００８年１０月１６

日 

発明者 :真田 篤志  
出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００７－８０４４５ 

２００８－２４４６８３ 

国立大学法人山口大学 

３次 元左手系メタマテリアル 

出願日 :２００７年３月２７

日 

公開日 :２００８年１０月９

日 

発明者 :真田 篤志  
出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称  

２００６－３２９１５２ 

２００８－１４７７３７ 

国立大学法人山口大学 

１次 元左手系メタマテリアル 

出願日 :２００６年１２月６

日 

公開日 :２００８年６月２６

日 

発明者 :真田 篤志  
出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００７－３１０３７１ 

２００８－１４１７６０ 

ハリス コーポレイション 

高効率インタディジタルフィル

タ  

出願日 :２００７年１１月３０

日 

公開日 :２００８年６月１９日

発明者 :ウィリアム ディーン 

キレン 外１名  
出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００７－２２４２０１ 

２００８－１７５２３ 

ハリス コーポレイション 

高効率方向性結合器  

出願日 :２００７年８月３０

日 

公開日 :２００８年１月２４

日 

発明者 :ウィリアム ディーン

キレン 外１名  
出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００７－２２８２２０ 

２００７－３１８８１３ 

ハリス コーポレイション 

高効率３ポート回路  

出願日 :２００７年９月３日

公開日 :２００７年１２月６

日 

発明者 :ウィリアム ディーン

キレン 外１名  
出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称  

２００５－５７７６３ 

２００６－２４５９２６ 

国立大学法人山口大学 

メタマテリアルでなる正負誘電

率媒質あるいは正負透磁率媒質

とそれらを用いた表面波を伝播

導波路 する 

出願日 :２００５年３月２日

公開日 :２００６年９月１４

日 

発明者 :真田 篤志  

出願番号 

公開番号 

出願人 

 

発 明の名称 

２００５－２６０７３５ 

２００６－１１４４８９ 

国立大学法人 名古屋工業大学 

外１名 

誘電体メタマテリアル、および

体メタマテリアル 磁性 

出願日 :２００５年９月８日

公開日 :２００６年４月２７

日 

発明者 :大里 齊 外１名  
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出願番号 

公開番号 

出願人 

 

発明の名称  

２００５－６６４７５ 

２００５－２６０９６５ 

ルーセント テクノロジーズ イ

ンコーポレーテッド 

制御可能な屈折特性を備えた媒

質  

出願日 :２００５年３月１０

日 

公開日 :２００５年９月２２

日 

発明者 :エリック デー．アイ

ザックス 外１名  
出願番号 

公表番号 

出願人 

発 明の名称 

２０１２－５０２１７８ 

２０１２－５２２４２３ 

ザ・ボーイング・カンパニー 

負屈折率メタマテリアルレンズ

を使用した高周波ビームのステ

ング アリ 

出願日 :２０１０年３月２３

日 

公表日 :２０１２年９月２０

日 

発明者 :ラム， タイ アン 外

３名 

    

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

 

 

発明の名称 

 

 

 

２０１１－５５３０３７ 

２０１２－５１９０５８ 

ザ アリゾナ ボード オブ リー

ジェンツ オン ビハーフ オブ 

ザ ユニバーシティ オブ アリ

ゾナ 

固体音響メタマテリアル、及び、

音の焦点を合わせるためにこれ

を使用する方法  

出願日 :２０１０年３月２日

公表日 :２０１２年８月２３

日 

発明者 :デイミア ピエール 

エー 外２名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

発 明の名称 

２０１１－５５１２２３ 

２０１２－５１８３７３ 

ホリンワース ファンド，エル．

エル．シー． 

メタマテリアル電力増幅器シス

 テム 

出願日 ２０１０年２月１８

日 

公表日 ２０１２年８月９日

発明者 デュピュイ アレクサ

ンダー 外２名 

    
出願番号 

公表番号 

出願人 

 

発明の名称 

 

 

２０１１－５４３５９７ 

２０１２－５１４３８７ 

ホリンワース ファンド，エル．

エル．シー． 

ＲＦフロントエンドモジュール

びアンテナシステム およ 

出願日 :２００９年１２月１７

日 

公表日 :２０１２年６月２１日

発明者 :イ チェン‐ジョン 外

６名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２０１１－５３９５７０ 

２０１２－５１１１２６ 

ザ・ボーイング・カンパニー 

流体と表面の間の粘性力を低減

システム及び方法 する 

出願日 :２００９年１１月１８

日 

公表日 :２０１２年５月１７日

発明者 :パラッツォーリ， クラ

ウディオ ジー． 外２

名  
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出願番号 

公表番号 

出願人 

発 明の名称 

２０１１－５２９０１０ 

２０１２－５０４３６８ 

レイセオン カンパニー 

多層メタマテリアルアイソレー

タ  

出願日 :２００９年９月２２

日 

公表日 :２０１２年２月１６

日 

発明者 :マシュー・エー・モー

トン 外２名  
出願番号 

公表番号 

出願人 

 

 

発明の名称 

 

 

 

２０１１－５２５２９５ 

２０１２－５０１２３７ 

クリスチャン エム パットリッ

ツ コンサルティング エルエル

シー 

バイオＭＥＭＳセンサ及び装置

びにその方法 なら 

出願日 :２００９年９月２日

公表日 :２０１２年１月１９

日 

発明者 :デミール，ヒルミ ヴ

ォルカン 外２名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

発 明の名称 

２０１０－５３４０５７ 

２０１１－５０８４６８ 

レイスパン コーポレーション 

フィルタ設計方法およびメタマ

アル構造ベースのフィルタテリ 

出願日 :２００８年１１月１７

日 

公表日 :２０１１年３月１０日

発明者 :アコー、マハ  

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

発 明の名称 

２００９－５４８７７０ 

２０１０－５３２５９０ 

台湾積體電路製造股▲ふん▼有

限公司 

メタマテリアルを用いた伝送線

路の設計方法  

出願日 :２００８年１月２４

日 

公表日 :２０１０年１０月７

日 

発明者 :ワイランド、クリスト

ファー 

    

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

発明の名称 

 

 

２０１０－５０７９８４ 

２０１０－５３０７９５ 

クイーン マリー アンド ウエ

ストフィールド カレッジ 

静電噴射装置および静電噴射方

法  

出願日 :２００８年５月１９

日 

公表日 :２０１０年９月１６

日 

発明者 :スターク ジョン ピ

ー．， ダブリュー． 外

３名  
出願番号 

公表番号 

出願人 

 

 

 

発明の名称  

２０１０－５０７５３４ 

２０１０－５２６３１８ 

トヨタ モーター エンジニアリ

ング アンド マニュファクチャ

リング ノース アメリカ，イン

コーポレイティド 外１名 

アクティブレーダシステム  

出願日 :２００８年５月１日

公表日 :２０１０年７月２９

日 

発明者 :ヨナク，サーダー エ

イチ． 外１名  
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出願番号 

公表番号 

出願人 

 

 

 

発 明の名称 

２０１０－５０１４４５ 

２０１０－５２４０２０ 

フラウンホッファー－ゲゼルシ

ャフト ツァ フェルダールング

デァ アンゲヴァンテン フォア

シュンク エー．ファオ 

サブ波長分解能で画像を検出す

めのコンセプト るた 

出願日 :２００８年４月７日

公表日 :２０１０年７月１５

日 

発明者 :シェカリンスキー ウ

ラディーミル 外２名 

出願番号 

公表番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

２００９－５０７９９５ 

２００９－５３５９４２ 

レイスパン コーポレーション 

メタマテリアル構造に基づくア

ンテナ、デバイス、及びシステ

ム  

出願日 :２００７年４月２７

日 

公表日 :２００９年１０月１

日 

発明者 :アックアワー，マハ 

外３名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２００８－５５５３９６ 

２００９－５２７９４３ 

シーリート エルエルシー 

可変 メタマテリアル装置 

出願日 :２００７年２月１６

日 

公表日 :２００９年７月３０

日 

発明者 :ハイド，ロデリック，

エー． 外３名  
出願番号 

公表番号 

出願人 

 

発明の名称 

 

 

２００８－５４７３７２ 

２００９－５２１６８０ 

シーレイト リミテッド ライア

ビリティー カンパニー 

多段式波形検出器  

出願日 :２００６年１２月１８

日 

公表日 :２００９年６月４日 

発明者 :ハイド，ローデリック，

エー． 外４名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

 

発 明の名称 

２００７－５２２８０６ 

２００８－５０７７３３ 

ザ リージェンツ オブ ザ ユニ

バーシティ オブ カリフォルニ

ア 

メタ マテリアル 

出願日 :２００５年７月２２

日 

公表日 :２００８年３月１３

日 

発明者 :スミス，デビッド ア

ール 外３名  
国際出願番号 

 

国際公開番号 

 

出願人 

発 明の名称 

ＰＣＴ／ＪＰ２００９／０６４

９０８ 

ＷＯ２０１０／０２６９０８ 

株式会社村田製作所 

メタマテリアルおよびその製造

方法  

国際出願日 :２００９年８月２７

日 

国際公開日 :２０１０年３月１１

日 

発明者 :東條 淳  
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国際出願番号 

 

国際公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

ＰＣＴ／ＪＰ２００９／０６４

９０７ 

ＷＯ２０１０／０２６９０７ 

株式会社村田製作所 

メタマテリアル  

国際出願日 :２００９年８月２７

日 

国際公開日 :２０１０年３月１１

日 

発明者 :東條 淳  

国際出願番号 

 

国際公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

ＰＣＴ／ＪＰ２００９／０６４

９０６ 

ＷＯ２０１０／０２６９０６ 

株式会社村田製作所 

メタ マテリアル 

ＰＣＴ／ＪＰ２００９／０６４９０

６ 

ＷＯ２０１０／０２６９０６ 

株式会社村田製作所 

メタ マテリアル 

国際出願番号 

 

国際公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

ＰＣＴ／ＪＰ２００８／０７０

４０９ 

ＷＯ２００９／０８１６６３ 

株式会社村田製作所 

帯域除去フィルタおよび帯域除

ィルタ付きコネクタ 去フ 

国際出願日 :２００８年１１月１０

日 

国際公開日 :２００９年７月２日 

発明者 :東條 淳  

国際出願番号 

 

国際公開番号 

出願人 

発 明の名称 

ＰＣＴ／ＪＰ２００７／０７３

９９７ 

ＷＯ２００８／０７２６８４ 

タマティーエルオー株式会社 

蓄 電池 

国際出願日 :２００７年１２月１３

日 

国際公開日 :２００８年６月１９日

発明者 :大塚 寛治  
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2） 左手系  

（1）アンテナ 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

２０１０－２６４０９ 

２０１１－１６６４１６ 

株式会社豊田中央研究所 

アン テナ装置 

出願日 : ２０１０年２月９日 

公開日 : ２０１１年８月２５日

発明者 : 村松 潤哉 外４名  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２００９－１８７９８２ 

２０１１－４１１００ 

国立大学法人京都工芸繊維大学

マイクロ波共振器装置とその調

整方法及びそれを用いたアンテ

装置 ナ 

出願日 :２００９年８月１４日

公開日 :２０１１年２月２４日

発 明者 :上田 哲也 外１名 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２００９－５６７４５ 

２０１０－２１２９８０ 

株式会社豊田中央研究所 

アン テナ装置 

出願日 : ２００９年３月１０日

公開日 : ２０１０年９月２４日

発 明者 : 村松 潤哉 外４名 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００８－１５１０７３ 

２００９－２９６５５９ 

株式会社豊田中央研究所 

アン テナ装置 

出願日 :２００８年６月９日 

公開日 :２００９年１２月１７

日 

発 明者 :村松 潤哉 外４名 

出願番号 

公開番号 

出願人 

 

発明の名称 

 

 

 

２００７－４６６５４ 

２００８－２１１５４７ 

国立大学法人横浜国立大学 外

１名 

アンテナおよびアンテナの製造

 方法 

出願日 :２００７年２月２７日

公開日 :２００８年９月１１日

発 明者 :新井 宏之 外２名 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

２００６－２２００２９ 

２００８－２８９６７ 

国立大学法人山口大学 

ストリップ線路型右手／左手系

複合線路またはストリップ線路

型左手系線路でなる偏波方向が

可変なアンテナ 

  

 

38 



 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２００６－２２００２８ 

２００８－２８９６６ 

国立大学法人山口大学 

ストリップ線路型右手／左手系

複合線路とそれを用いたアンテ

ナ  

出願日 :２００６年８月１１

日 

公開日 :２００８年２月７日

発明者 :真田 篤志 

    

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２００６－２２００２７ 

２００８－２８９６５ 

国立大学法人山口大学 

ストリップ線路型左手系線路で

なるアンテナ 

  

出願日 :２００６年８月１１日

公開日 :２００８年２月７日 

発 明者 :真田 篤志 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００５－２２８８８６ 

２００６－２９５８７３ 

株式会社豊田中央研究所 

周期構造を有するアンテナ  

出願日 :２００５年８月５日 

公開日 
:
２００６年１０月２６

日 

発明者 :飯塚 英男 外１名  
出願番号 

公表番号 

出願人 

発 明の名称 

２０１１－５５１２２３ 

２０１２－５１８３７３ 

ホリンワース ファンド，エル．

エル．シー． 

メタマテリアル電力増幅器シス

 テム 

出願日 :２０１０年２月１８日

公表日 :２０１２年８月９日 

発明者 :デュピュイ アレクサ

ンダー 外２名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

２００９－５２５７９９ 

２０１０－５０２１３１ 

レイスパン コーポレーション 

メタマテリアル構造に基づくア

テナ ン 

出願日 :２００７年８月２４日

公表日 :２０１０年１月２１日

発明者 :アシュール，マハ 外２

名  

国際出願番号 

国際公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

ＰＣＴ／ＪＰ２００７／０６２

８５３ 

ＷＯ２００８／００７５４５ 

国立大学法人山口大学 

ストリップ線路型の右手／左手

系複合線路または左手系線路と

らを用いたアンテナ それ 

国際出願日 :２００７年６月２７日

国際公開日 :２００８年１月１７日

発明者 :真田 篤志  
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（2）フィルタ 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

 

２００８－２６１４５８ 

２０１０－９３５３７ 

パナソニック株式会社 

左手系フィルタ 

 

  

出願日 :２００８年１０月８日 

公開日 :２０１０年４月２２日 

発 者 明 :田村 昌也 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００８－１２４３０６ 

２００９－２７３０８３ 

パナソニック株式会社 

左 手系フィルタ 

出願日 :２００８年５月１２日 

公開日 
:
２００９年１１月１９

日 

発 者 明 :田村 昌也 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

２００８－１２４３０５ 

２００９－２７３０８２ 

パナソニック株式会社 

左手 系フィルタ 

出願日 :２００８年５月１２日

公開日 :２００９年１１月１９

日 

発明者 :田村 昌也  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

２００８－１２４３０４ 

２００９－２７３０８１ 

パナソニック株式会社 

左手 系フィルタ 

出願日 :２００８年５月１２日

公開日 :２００９年１１月１９

日 

発 明者 :田村 昌也 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２００８－１２４３０３ 

２００９－２７３０８０ 

パナソニック株式会社 

左手 系フィルタ 

出願日 :２００８年５月１２日

公開日 :２００９年１１月１９

日 

発明者 :田村 昌也  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２００７－２５７３０１ 

２００９－８９１２３ 

パナソニック株式会社 

左手 系フィルタ 

出願日 : ２００７年１０月１日

公開日 : ２００９年４月２３日

発 明者 : 田村 昌也 外１名 

出願番号 

公表番号 

出願人 

発明の名称  

２０１０－５３４０５７ 

２０１１－５０８４６８ 

レイスパン コーポレーション 

フィルタ設計方法およびメタマ

アル構造ベースのフィルタテリ 
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（3）導波管 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

２００９－１２３９７４ 

２０１０－２７３１７０ 

国立大学法人山口大学 

右手 ／左手系複合導波管 

出願日 : ２００９年５月２２日

公開日 : ２０１０年１２月２日

発 明者 : 真田 篤志 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

２００８－１０３２３９ 

２００９－２５３９４０ 

国立大学法人山口大学 

右手／左手系複合導波管および

製造方法 その 

出願日 :２００８年４月１１日

公開日 :２００９年１０月２９

日 

発 明者 :真田 篤志 外１名 
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（4）その他 

出願番号 

公開番号 

出願人 

 

発 明の名称 

２０１１－５４８２１ 

２０１２－１９１５３０ 

独立行政法人国立高等専門学校

機構 

差動 伝送線路 

出願日 :２０１１年３月１１日

公開日 :２０１２年１０月４日

発 明者 :中山 英俊 外１名 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２０１０－２３７４００ 

２０１２－９０２２５ 

住友金属鉱山株式会社 

干渉型電波反射体  

出願日 :２０１０年１０月２２

日 

公開日 :２０１２年５月１０日

発明者 :山田 厚  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２０１０－２３７３９９ 

２０１２－８９７８５ 

住友金属鉱山株式会社 外１名 

干渉 型電波遮蔽または吸収体 

出願日 :２０１０年１０月２２

日 

公開日 :２０１２年５月１０日

発 明者 :山田 厚 外２名 

出願番号 

公開番号 

出願人 

 

発明の名称 

 

 

 

２０１１－１４４４８８ 

２０１１－２３４３９７ 

タイコ エレクトロニクス サー

ビス ゲーエムベーハー 

メタマテリアル構造に基づくデ

イス バ 

出願日 :２０１１年６月２９日

公開日 :２０１１年１１月１７

日 

発明者 :アックアワー，マハ 外

３名  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

２００９－２５３４０５ 

２０１１－９９７１５ 

パナソニック電工株式会社 

電磁波放射装置および電磁波検

出 置 装 

出願日 :２００９年１１月４日

公開日 :２０１１年５月１９日

発 明者 :足立 雅和 外２名 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２００９－２０８７９７ 

２０１１－６１４８４ 

ソニー株式会社 

半導 体装置および通信装置 

出願日 : ２００９年９月１０日

公開日 : ２０１１年３月２４日

発 明者 : 奥洞 明彦 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２００８－２７９４３７ 

２０１０－１０９６７２ 

パナソニック株式会社 

左手系共振器、この左手系共振

器を用いた左手系フィルタ、お

よび、この左手系フィルタを用

電子機器 いた 

出願日 :２００８年１０月３０

日 

公開日 :２０１０年５月１３日

発 明者 :田村 昌也 外１名 
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出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００８－１８８６３３ 

２０１０－２８５３４ 

富士ゼロックス株式会社 

右手 ・左手系複合線路素子 

出願日 : ２００８年７月２２日

公開日 : ２０１０年２月４日 

発 明者 : 井口 大介 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

２００８－１８６９２１ 

２０１０－２８４１７ 

パナソニック株式会社 

左手系共振器、および、左手系

ルタ フィ 

出願日 :２００８年７月１８日

公開日 :２０１０年２月４日 

発明者 :田村 昌也 

    

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

 

２００７－８８６７９ 

２００８－２５２２９３ 

国立大学法人山口大学 

３次元左手系メタマテリアル  

出願日 :２００７年３月２９日

公開日 :２００８年１０月１６

日 

発 明者 :真田 篤志 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００７－８０４４５ 

２００８－２４４６８３ 

国立大学法人山口大学 

３次 元左手系メタマテリアル 

出願日 : ２００７年３月２７日

公開日 : ２００８年１０月９日

発 明者 : 真田 篤志 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２００７－１５６０２ 

２００８－１８２５９８ 

株式会社村田製作所 

左手系伝送線路、ハイパスフィ

ルタおよび通信装置  

出願日 :２００７年１月２５日

公開日 :２００８年８月７日 

発 明者 :東條 淳 外４名 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発 明の名称 

２００６－３２９１５２ 

２００８－１４７７３７ 

国立大学法人山口大学 

１次 元左手系メタマテリアル 

出願日 : ２００６年１２月６日

公開日 : ２００８年６月２６日

発明者 : 真田 篤志  

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２００６－２３５２４３ 

２００８－６０９０１ 

松下電器産業株式会社 

伝送線路型共振器と、これを用

いた高周波フィルタ、高周波モ

ジュールおよび無線機器  

 

出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２００７－１２３０７８ 

２００７－３０６５６３ 

セイコーエプソン株式会社 

バンドパスフィルタ、バンドパ

スフィルタを備える電子装置、

およびバンドパスフィルタの製

方法 造 

出願日 :２００７年５月８日 

公開日 :２００７年１１月２２

日 

発明者 :ホルディ ボナチェ ア

ルバセテ 外５名  
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出願番号 

公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２００５－５８４４３ 

２００６－２４５９８４ 

国立大学法人山口大学 

ビア を用いない左手系媒質 

出願日 : ２００５年３月３日 

公開日 : ２００６年９月１４日

発明者 : 真田 篤志  

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

発 明の名称 

２０１１－５５１２２３ 

２０１２－５１８３７３ 

ホリンワース ファンド，エル．

エル．シー． 

メタマテリアル電力増幅器シス

 テム 

出願日 :２０１０年２月１８日

公表日 :２０１２年８月９日 

発明者 :デュピュイ アレクサ

ンダー 外２名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

発 明の名称 

２００９－５４８１６４ 

２０１０－５２１８３０ 

イーエムダブリュ カンパニー 

リミテッド 

ＲＦスイッチ及びＲＦスイッチ

える装置 を備 

出願日 :２００８年２月４日 

公表日 :２０１０年６月２４日

発明者 :リョウ、ビュン フーン

外４名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

 

発明の名称 

 

 

２００９－５４４０１８ 

２０１０－５１５３４７ 

アルカテル－ルーセント ユー

エスエー インコーポレーテッ

ド 

分散デュプレクサを使用した基

アーキテクチュア 地局 

出願日 :２００７年１２月１４

日 

公表日 :２０１０年５月６日 

発明者 :フィッシャー，ジョー

ジ  

出願番号 

公表番号 

出願人 

 

 

発明の名称 

 

 

２００９－５１１１５２ 

２００９－５３８０５１ 

ザ リージェンツ オブ ザ ユニ

バーシティ オブ カリフォルニ

ア 

無限波長周波数におけるメタ物

質右手系／左手系複合伝送線路

いた電力結合器 を用 

出願日 :２００７年５月４日 

公表日 :２００９年１０月２９

日 

発明者 :デュピュイ アレクサ

ンドル 外２名  

出願番号 

公表番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

２００９－５０７９９５ 

２００９－５３５９４２ 

レイスパン コーポレーション 

メタマテリアル構造に基づくア

ンテナ、デバイス、及びシステ

ム  

 

国際出願番号 

 

国際公開番号 

出願人 

発明の名称  

ＰＣＴ／ＪＰ２０１０／０５１

４７３ 

ＷＯ２０１０／０９０２０２ 

日本電気株式会社 

高周 波電力増幅器 

国際出願日 :２０１０年２月３日 

国際公開日 :２０１０年８月１２日

発明者 :分島 彰男  
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国際出願番号 

 

国際公開番号 

出願人 

発 明の名称 

ＰＣＴ／ＪＰ２００９／００２

０３７ 

ＷＯ２００９／１３９１３９ 

パナソニック株式会社 

左手系共振器とこれを用いた左

フィルタ 手系 

国際出願日 :２００９年５月１１日

国際公開日 :２００９年１１月１９

日 

発明者 :田村 昌也  

国際出願番号 

 

国際公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

ＰＣＴ／ＪＰ２００８／０５３

９６４ 

ＷＯ２００８／１１１４６０ 

国立大学法人京都工芸繊維大学

伝送線路マイクロ波装置  

国際出願日 :２００８年３月５日 

国際公開日 :２００８年９月１８日

発明者 :上田 哲也  

国際出願番号 

 

国際公開番号 

出願人 

発明の名称 

 

 

ＰＣＴ／ＪＰ２００７／０６８

０９５ 

ＷＯ２００８／０３８５４２ 

国立大学法人山口大学 

２次元左手系メタマテリアル  

国際出願日 : ２００７年９月１８日

国際公開日 : ２００８年４月３日 

発明者 : 真田 篤志  
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8.成立している特許の概要 

1）特許庁の「公報テキスト検索」を使用し、7年間の成立特許の検索を行なった。（公報種

別；特許公報＜公告、特許＞、期間；2005年1月1日から2012年12月） 

2）その結果、ノイズ（推定を含む）を除いたメタマテリアルの成立特許件数は 12 件及び

左手系の成立特許件数は 15 件である。 

（1）メタマテリアル 

項番 公報番号 発明の名称 概要 

1 特許 5017654 ３次元左手系メタマテリアル

国立大学法人山口大学 

(21)【出願番号】特願２００７－８８６

７９（Ｐ２００７－８８６７９） 

(22)【出願日】平成１９年３月２９日（２

００７．３．２９） 

(65)【公開番号】特開２００８－２５２

２９３（Ｐ２００８－２５２２９３Ａ）

(43)【公開日】平成２０年１０月１６日

（２００８．１０．１６） 

【審査請求日】平成２１年１１月９日

（２００９．１１．９） 

2 特許 4918594 
メタマテリアル構造に基づく

アンテナ 

タイコ エレクトロニクス サービス ゲ

ーエムベーハー 

(21)【出願番号】特願２００９－５２５

７９９（Ｐ２００９－５２５７９９） 

(86)(22)【出願日】平成１９年８月２４

日（２００７．８．２４） 

(65)【公表番号】特表２０１０－５０２

１３１（Ｐ２０１０－５０２１３１Ａ）

(43)【公表日】平成２２年１月２１日（２

０１０．１．２１） 

(86)【国際出願番号】ＰＣＴ／ＵＳ２０

０７／０７６７９１ 

(87)【国際公開番号】ＷＯ２００８／０

２４９９３ 

(87)【国際公開日】平成２０年２月２８

日（２００８．２．２８） 

【審査請求日】平成２１年７月２９日

（２００９．７．２９） 

3 特許 4843611 
セラミックアンテナモジュー

ル及びその製造方法 

デ，ロシェモント，エル．，ピエール 

(21)【出願番号】特願２００７－５３４

８８９（Ｐ２００７－５３４８８９） 

(86)(22)【出願日】平成１７年１０月３

日（２００５．１０．３） 

(65)【公表番号】特表２００８－５１７
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４９３（Ｐ２００８－５１７４９３Ａ）

(43)【公表日】平成２０年５月２２日（２

００８．５．２２） 

(86)【国際出願番号】ＰＣＴ／ＵＳ２０

０５／０３５６７８ 

(87)【国際公開番号】ＷＯ２００６／０

３９６９９ 

(87)【国際公開日】平成１８年４月１３

日（２００６．４．１３） 

【審査請求日】平成２０年１０月２日

（２００８．１０．２） 

4 特許 4800407 携帯無線機 

パナソニック株式会社 

【全頁数】２１ 

(21)【出願番号】特願２００９－１０４

０７８（Ｐ２００９－１０４０７８） 

(22)【出願日】平成２１年４月２２日（２

００９．４．２２） 

(65)【公開番号】特開２０１０－２５８

５８８（Ｐ２０１０－２５８５８８Ａ）

(43)【公開日】平成２２年１１月１１日

（２０１０．１１．１１） 

【審査請求日】平成２１年１０月８日

（２００９．１０．８） 

5 特許 4795344 メタマテリアル 

ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシ

ティ オブ カリフォルニア 

(21)【出願番号】特願２００７－５２２

８０６（Ｐ２００７－５２２８０６） 

(86)(22)【出願日】平成１７年７月２２

日（２００５．７．２２） 

(65)【公表番号】特表２００８－５０７

７３３（Ｐ２００８－５０７７３３Ａ）

(43)【公表日】平成２０年３月１３日（２

００８．３．１３） 

(86)【国際出願番号】ＰＣＴ／ＵＳ２０

０５／０２６０５２ 

(87)【国際公開番号】ＷＯ２００６／０

２３１９５ 

(87)【国際公開日】平成１８年３月２日

（２００６．３．２） 

【審査請求日】平成２０年６月６日（２

００８．６．６） 

6 特許 4734652 光学システム 

独立行政法人情報通信研究機構 

(21)【出願番号】特願２００６－３４５

０８４（Ｐ２００６－３４５０８４） 

(22)【出願日】平成１８年１２月２１日

（２００６．１２．２１） 
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(65)【公開番号】特開２００８－１５８

１１４（Ｐ２００８－１５８１１４Ａ）

(43)【公開日】平成２０年７月１０日（２

００８．７．１０） 

【審査請求日】平成２１年３月２６日

（２００９．３．２６） 

7 特許 4669744 
光学材料、それを用いた光学

素子およびその作製方法 

独立行政法人理化学研究所 

(21)【出願番号】特願２００５－１７９

６２１（Ｐ２００５－１７９６２１） 

(22)【出願日】平成１７年６月２０日（２

００５．６．２０） 

(65)【公開番号】特開２００６－３５０

２３２（Ｐ２００６－３５０２３２Ａ）

(43)【公開日】平成１８年１２月２８日

（２００６．１２．２８） 

【審査請求日】平成２０年６月１２日

（２００８．６．１２） 

8 特許 4648041 
制御可能な屈折特性を備えた

媒質 

アルカテル－ルーセント ユーエスエー 

インコーポレーテッド 

(21)【出願番号】特願２００５－６６４

７５（Ｐ２００５－６６４７５） 

(22)【出願日】平成１７年３月１０日（２

００５．３．１０） 

(65)【公開番号】特開２００５－２６０

９６５（Ｐ２００５－２６０９６５Ａ）

(43)【公開日】平成１７年９月２２日（２

００５．９．２２） 

【審査請求日】平成２０年２月１８日

（２００８．２．１８） 

9 特許 4644824 ３次元左手系メタマテリアル

国立大学法人山口大学 

(21)【出願番号】特願２００７－８０４

４５（Ｐ２００７－８０４４５） 

(22)【出願日】平成１９年３月２７日（２

００７．３．２７） 

(65)【公開番号】特開２００８－２４４

６８３（Ｐ２００８－２４４６８３Ａ）

(43)【公開日】平成２０年１０月９日（２

００８．１０．９） 

【審査請求日】平成２１年１１月９日

（２００９．１１．９） 

10 特許 4308484 

オブジェクトとセンサとを含

む装置およびオブジェクトを

励起するステップとフィール

ド強度を検出するステップと

を有する方法 

アルカテル－ルーセント ユーエスエー 

インコーポレーテッド 

21)【出願番号】特願２００２－１９６

３６９（Ｐ２００２－１９６３６９） 

(22)【出願日】平成１４年７月４日（２
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００２．７．４） 

(65)【公開番号】特開２００３－１５８

４１６（Ｐ２００３－１５８４１６Ａ）

(43)【公開日】平成１５年５月３０日（２

００３．５．３０） 

【審査請求日】平成１６年１２月２４日

（２００４．１２．２４） 

11 特許 4303204 
高効率スロット給電マイクロ

ストリップパッチアンテナ 

ハリス コーポレイション 

(21)【出願番号】特願２００４－５５７

２４１（Ｐ２００４－５５７２４１） 

(86)(22)【出願日】平成１５年１１月１

９日（２００３．１１．１９） 

(65)【公表番号】特表２００６－５０８

６１１（Ｐ２００６－５０８６１１Ａ）

(43)【公表日】平成１８年３月９日（２

００６．３．９） 

(86)【国際出願番号】ＰＣＴ／ＵＳ２０

０３／０３７１７８ 

(87)【国際公開番号】ＷＯ２００４／０

５１７９２ 

(87)【国際公開日】平成１６年６月１７

日（２００４．６．１７） 

12 特許 3928055 

負透磁率または負誘電率メタ

マテリアルおよび表面波導波

路 

国立大学法人山口大学 

(21)【出願番号】特願２００５－５７７

６３（Ｐ２００５－５７７６３） 

(22)【出願日】平成１７年３月２日（２

００５．３．２） 

(65)【公開番号】特開２００６－２４５

９２６（Ｐ２００６－２４５９２６Ａ）

(43)【公開日】平成１８年９月１４日（２

００６．９．１４） 

【審査請求日】平成１８年１０月６日

（２００６．１０．６） 
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（2）左手系  

項番 公報番号 発明の名称 概要 

1 特許 5071859 
右手／左手系複合導波

管およびその製造方法

国立大学法人山口大学 

(21)【出願番号】特願２００８－１０３２３

９（Ｐ２００８－１０３２３９） 

(22)【出願日】平成２０年４月１１日（２０

０８．４．１１） 

(65)【公開番号】特開２００９－２５３９４

０（Ｐ２００９－２５３９４０Ａ） 

(43)【公開日】平成２１年１０月２９日（２

００９．１０．２９） 

【審査請求日】平成２３年３月９日（２０１

１．３．９） 

2 特許 5056599 アンテナ装置 

株式会社豊田中央研究所 

(21)【出願番号】特願２００８－１５１０７

３（Ｐ２００８－１５１０７３） 

(22)【出願日】平成２０年６月９日（２００

８．６．９） 

(65)【公開番号】特開２００９－２９６５５

９（Ｐ２００９－２９６５５９Ａ） 

(43)【公開日】平成２１年１２月１７日（２

００９．１２．１７） 

【審査請求日】平成２３年３月１１日（２０

１１．３．１１） 

3 特許 5045349 左手系フィルタ 

パナソニック株式会社 

(21)【出願番号】特願２００７－２５７３０

１（Ｐ２００７－２５７３０１） 

(22)【出願日】平成１９年１０月１日（２０

０７．１０．１） 

(65)【公開番号】特開２００９－８９１２３

（Ｐ２００９－８９１２３Ａ） 

(43)【公開日】平成２１年４月２３日（２０

０９．４．２３） 

【審査請求日】平成２２年７月２７日（２０

１０．７．２７） 

4 特許 5017654 
３次元左手系メタマテ

リアル 

国立大学法人山口大学 

(21)【出願番号】特願２００７－８８６７９

（Ｐ２００７－８８６７９） 

(22)【出願日】平成１９年３月２９日（２０

０７．３．２９） 

(65)【公開番号】特開２００８－２５２２９

３（Ｐ２００８－２５２２９３Ａ） 

(43)【公開日】平成２０年１０月１６日（２

００８．１０．１６） 

【審査請求日】平成２１年１１月９日（２０
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０９．１１．９） 

5 特許 4992345 

伝送線路型共振器と、

これを用いた高周波フ

ィルタ、高周波モジュ

ールおよび無線機器 

パナソニック株式会社 

(21)【出願番号】特願２００６－２３５２４

３（Ｐ２００６－２３５２４３） 

(22)【出願日】平成１８年８月３１日（２０

０６．８．３１） 

(65)【公開番号】特開２００８－６０９０１

（Ｐ２００８－６０９０１Ａ） 

(43)【公開日】平成２０年３月１３日（２０

０８．３．１３） 

【審査請求日】平成２１年２月２４日（２０

０９．２．２４） 

6 特許 4926243 

無限波長周波数におけ

るメタ物質右手系／左

手系複合伝送線路を用

いた電力結合器 

ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ 

オブ カリフォルニア 

(21)【出願番号】特願２００９－５１１１５

２（Ｐ２００９－５１１１５２） 

(86)(22)【出願日】平成１９年５月４日（２

００７．５．４） 

(65)【公表番号】特表２００９－５３８０５

１（Ｐ２００９－５３８０５１Ａ） 

(43)【公表日】平成２１年１０月２９日（２

００９．１０．２９） 

(86)【国際出願番号】ＰＣＴ／ＵＳ２００７

／０６８２５６ 

(87)【国際公開番号】ＷＯ２００７／１３６

９８３ 

(87)【国際公開日】平成１９年１１月２９日

（２００７．１１．２９） 

【審査請求日】平成２２年４月２７日（２０

１０．４．２７） 

7 特許 4918594 
メタマテリアル構造に

基づくアンテナ 

タイコ エレクトロニクス サービス ゲーエ

ムベーハー 

(21)【出願番号】特願２００９－５２５７９

９（Ｐ２００９－５２５７９９） 

(86)(22)【出願日】平成１９年８月２４日（２

００７．８．２４） 

(65)【公表番号】特表２０１０－５０２１３

１（Ｐ２０１０－５０２１３１Ａ） 

(43)【公表日】平成２２年１月２１日（２０

１０．１．２１） 

(86)【国際出願番号】ＰＣＴ／ＵＳ２００７

／０７６７９１ 

(87)【国際公開番号】ＷＯ２００８／０２４

９９３ 

(87)【国際公開日】平成２０年２月２８日（２

００８．２．２８） 
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52 

【審査請求日】平成２１年７月２９日（２０

０９．７．２９） 

8 特許 4861312 

光回路と回路素子およ

びそれらを形成する方

法 

 

ザ・トラスティーズ・オブ・ザ・ユニバーシ

ティ・オブ・ペンシルバニア 

21)【出願番号】特願２００７－５１６８２０

（Ｐ２００７－５１６８２０） 

(86)(22)【出願日】平成１７年６月２０日（２

００５．６．２０） 

(65)【公表番号】特表２００８－５０３７７

６（Ｐ２００８－５０３７７６Ａ） 

(43)【公表日】平成２０年２月７日（２００

８．２．７） 

(86)【国際出願番号】ＰＣＴ／ＵＳ２００５

／０２１７８５ 

(87)【国際公開番号】ＷＯ２００６／０９１

２１５ 

(87)【国際公開日】平成１８年８月３１日（２

００６．８．３１） 

【審査請求日】平成２０年６月２０日（２０

０８．６．２０） 

9 特許 4645351 
周期構造を有するアン

テナ 

株式会社豊田中央研究所 

21)【出願番号】特願２００５－２２８８８６

（Ｐ２００５－２２８８８６） 

(22)【出願日】平成１７年８月５日（２００

５．８．５） 

(65)【公開番号】特開２００６－２９５８７

３（Ｐ２００６－２９５８７３Ａ） 

(43)【公開日】平成１８年１０月２６日（２

００６．１０．２６） 

【審査請求日】平成１９年１０月２６日（２

００７．１０．２６） 

10 特許 4644824 
３次元左手系メタマテ

リアル 

国立大学法人山口大学 

21)【出願番号】特願２００７－８０４４５（Ｐ

２００７－８０４４５） 

(22)【出願日】平成１９年３月２７日（２０

０７．３．２７） 

(65)【公開番号】特開２００８－２４４６８

３（Ｐ２００８－２４４６８３Ａ） 

(43)【公開日】平成２０年１０月９日（２０

０８．１０．９） 

【審査請求日】平成２１年１１月９日（２０

０９．１１．９） 

11 特許 3978505 

ストリップ線路型右手

／左手系複合線路また

はストリップ線路型左

国立大学法人山口大学 

(21)【出願番号】特願２００６－２２００２

９（Ｐ２００６－２２００２９） 
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手系線路でなる偏波方

向が可変なアンテナ 

(22)【出願日】平成１８年８月１１日（２０

０６．８．１１） 

【審査請求日】平成１８年１１月８日（２０

０６．１１．８） 

12 特許 3978504 

ストリップ線路型右手

／左手系複合線路とそ

れを用いたアンテナ 

国立大学法人山口大学 

(21)【出願番号】特願２００６－２２００２

８（Ｐ２００６－２２００２８） 

(22)【出願日】平成１８年８月１１日（２０

０６．８．１１） 

【審査請求日】平成１８年１１月８日（２０

０６．１１．８） 

13 特許 3978503 
ストリップ線路型左手

系線路でなるアンテナ

国立大学法人山口大学 

21)【出願番号】特願２００６－２２００２７

（Ｐ２００６－２２００２７） 

(22)【出願日】平成１８年８月１１日（２０

０６．８．１１） 

【審査請求日】平成１８年１１月８日（２０

０６．１１．８） 

14 特許 3978502 
ストリップ線路型左手

系線路 

国立大学法人山口大学 

21)【出願番号】特願２００６－２２００２６

（Ｐ２００６－２２００２６） 

(22)【出願日】平成１８年８月１１日（２０

０６．８．１１） 

【審査請求日】平成１８年１１月８日（２０

０６．１１．８） 

15 特許 3947793 
ビアを用いない左手系

媒質 

国立大学法人山口大学 

(21)【出願番号】特願２００５－５８４４３

（Ｐ２００５－５８４４３） 

(22)【出願日】平成１７年３月３日（２００

５．３．３） 

(65)【公開番号】特開２００６－２４５９８

４（Ｐ２００６－２４５９８４Ａ） 

(43)【公開日】平成１８年９月１４日（２０

０６．９．１４） 

【審査請求日】平成１８年１０月６日（２０

０６．１０．６） 
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