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特開昭５２－４３８０３
玉井康勝、渡辺春夫、富田彰
「炭素質物質の接触式ガス化方法」
特開昭５３－３１５９８
渡辺春夫、中村登紀男
「磁性粉の製造方法」
特開昭５３－８７９６１
渡辺春夫、田村秀夫、中村登紀男
「磁性材料の製造方法」
特開昭５３－８８１９６
田村秀夫、渡辺春夫、中村登紀男
「磁性材料の製造方法」
特開昭５６－５８１３５
川角浩一、渡辺春夫、瀬戸順悦
「磁気記録媒体」
特開昭５６－１１１１２９ 渡辺春夫、川角浩一
「磁気記録媒体」
特開昭５７－１３５４３８ 渡辺春夫、川角浩一、近藤洋文、瀬戸順悦
「磁気記録媒体」
特開昭５７－１３８１１０ 北川正隆、中村登紀男、渡辺春夫、瀬戸順悦
「強磁性粉末」
特開昭６０－３１１４９
渡辺春夫、庄司浩士、瀬戸順悦
「光導電性トナー」
特開昭６０－３１１５０
渡辺春夫、瀬戸順悦、鈴木清介、福間敏明
「カラー画像形成方法」
特開昭６０－１５３０５３ 渡辺春夫、庄司浩士、川角浩一、瀬戸順悦
「光導電性トナー」
特開昭６０－１５３０５４ 渡辺春夫、庄司浩士、川角浩一、瀬戸順悦
「光導電性トナー」
特開昭６０－１５３０５５ 渡辺春夫、庄司浩士、川角浩一、瀬戸順悦
「光導電性トナー」
特開昭６０－１８５９５５ 渡辺春夫、庄司浩士、川角浩一、瀬戸順悦
「電子写真用感光体」
特開昭６１－１７５６４８ 渡辺春夫、川角浩一、庄司浩士、瀬戸順悦
「カラー画像形成方法」
特開昭６２－１９８８７８ 渡辺春夫、川角浩一、庄司浩士
「画像形成方法」
特開昭６３－１６７３７７ 渡辺春夫、川角浩一、庄司浩士
「画像形成方法」
特開昭６３－２１３３２５ 渡辺春夫、川角浩一、庄司浩士
「六方晶系フェライト磁性粉末」
特開昭６３－２７４１１５ 渡辺春夫、川角浩一、庄司浩士
「六方晶系フェライト磁性粉末」
特開昭６３－２９８８１５ 渡辺春夫、瀬戸順悦
「磁気記録媒体」
特開昭６４－４７９４７
渡辺春夫、瀬戸順悦、川角浩一、庄司浩士
「磁性粉の評価方法とこれに用いる評価装置」
特開昭６４－５５２８０
安田章夫、川角浩一、渡辺春夫、山平隆幸
「通電記録紙」
特開昭６４－６７３８１
安田章夫、渡辺春夫、伊東謙吾、瀬戸順悦
「カラー記録紙」
特開昭６４－８７３８９
安田章夫、渡辺春夫、伊東謙吾、瀬戸順悦
「カラー記録紙」
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25) 特開平１－９９２０２
渡辺春夫、川角浩一、庄司浩士
「六方晶系フェライト磁性粉末」
26) 特開平１－１０５７８５
安田章夫、渡辺春夫、伊東謙吾、瀬戸順悦
「通電感熱記録方法」
27) 特開平１－１２５２７５
安田章夫、渡辺春夫、伊東謙吾、瀬戸順悦
「発色記録紙」
28) 特開平１－１７２８４５
渡辺春夫、大山昌美、川角浩一、庄司浩士
「静電潜像現像用液体現像剤」
29) 特開平１－２５７８６０
渡辺春夫、大山昌美
「静電潜像現像用液体現像剤」
30) 特開平１－２５８２１７
渡辺春夫、庄司浩士、瀬戸順悦
「磁気記録媒体」
31) 特開平１－２６９５８７
渡辺春夫、安田章夫、伊東謙吾、庄司浩士
「通電感熱記録紙」
32) 特開平１－３１８９５３
渡辺春夫、瀬戸順悦
「磁気記録媒体用粒子材料の表面物性評価方法」
33) 特開平２－６９６３
渡辺春夫、大山昌美、安田章夫
「静電潜像現像材」
34) 特開平２－６９６４
渡辺春夫、大山昌美、安田章夫
「静電潜像現像材」
35) 特開平２－６９６５
渡辺春夫、大山昌美、安田章夫
「静電潜像現像材」
36) 特開平２－６９６６
渡辺春夫、大山昌美、安田章夫
「静電潜像現像剤」
37) 特開平２－６９６７
渡辺春夫、大山昌美、安田章夫
「静電潜像現像方法」
38) 特開平２－８１０７３
安田章夫、川角浩一、渡辺春夫
「画像形成方法」
39) 特開平２－１１１９７２
安田章夫、川角浩一、渡辺春夫
「画像形成方法」
40) 特開平２－１１３２７５
安田章夫、川角浩一、渡辺春夫
「画像形成方法」
41) 特開平２－１１５８６５
安田章夫、川角浩一、渡辺春夫
「画像形成方法」
42) 特開平２－１１５８６６
安田章夫、川角浩一、渡辺春夫
「画像形成方法」
43) 特開平２－１１６８６３
安田章夫、川角浩一、渡辺春夫
「画像形成方法」
44) 特開平２－１３８７０８
渡辺春夫、川角浩一、庄司浩士、瀬戸順悦
「六方晶系フェライト磁性粉末及びこれを用いた磁気記録媒体」
45) 特開平２－１４１９２３
近藤洋文、渡辺春夫、今井美樹
「磁気記録媒体」
46) 特開平２－２０５８５３
渡辺春夫、安田章夫、川角浩一、土屋尭央、 鈴木清介
「画像形成材料」
47) 特開平３－９３２７７
渡辺春夫
「光応答素子及びその製造方法」
48) 特開平３－１０９５７２
油井康二、川角浩一、渡辺春夫、土屋尭央、 白倉明
「カラー現像用固形化トナー」
49) 特開平３－１０９５８８
油井康二、川角浩一、渡辺春夫、土屋尭央、 白倉明
「静電潜像現像装置」
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50) 特開平３－１８１９７１
白倉明、土屋尭央、渡辺春夫、川角浩一
「トナー保持装置及び電子写真装置」
51) 特開平３－１８１９７６
白倉明、土屋尭央、渡辺春夫、川角浩一
「電子写真装置」
52) 特開平３－１８１９７７
白倉明、土屋尭央、渡辺春夫、川角浩一
「電子写真装置」
53) 特開平３－１８２７８３
白倉明、土屋尭央、渡辺春夫、川角浩一
「電子写真装置」
54) 特開平３－１８４０６８
土屋尭央、白倉明、渡辺春夫、川角浩一
「電子写真装置」
55) 特開平３－１８９６６８
白倉明、土屋尭央、渡辺春夫、川角浩一
「電子写真装置」
56) 特開平３－１９６１５２
川角浩一、渡辺春夫、土屋尭央、白倉明
「静電潜像現像用湿式現像剤」
57) 特開平３－１９６１５３
川角浩一、渡辺春夫、土屋尭央、白倉明
「静電潜像現像用湿式現像剤」
58) 特開平３－１９６１５４
阿多誠文、矢倉雄次、川角浩一、渡辺春夫
「静電潜像現像用湿式現像剤」
59) 特開平３－１９６１５５
阿多誠文、矢倉雄次、川角浩一、渡辺春夫
「静電潜像現像用湿式現像剤」
60) 特開平３－１９６１５６
阿多誠文、川角浩一、渡辺春夫
「静電潜像現像用湿式現像剤」
61) 特開平３－１９６１５７
白倉明、土屋尭央、渡辺春夫、川角浩一
「湿式現像方法」
62) 特開平３－１９６１５８
安田章夫、渡辺春夫、川角浩一、白倉明、 土屋尭央
「静電潜像現像方法」
63) 特開平３－１９６１５９
土屋尭央、白倉明、渡辺春夫、川角浩一
「湿式現像剤の再生方法」
64) 特開平３－１９６１６０
渡辺春夫、川角浩一、土屋尭央、白倉明
「湿式現像方法」
65) 特開平３－１９６１７１
渡辺春夫、川角浩一、土屋尭央、白倉明
「画像形成材料」
66) 特開平３－１９６１７７
渡辺春夫、川角浩一、土屋尭央、白倉明
「静電潜像現像装置」
67) 特開平３－２２３７７０
阿多誠文、川角浩一、矢倉雄次、渡辺春夫
「静電潜像現像用湿式現像剤」
68) 特開平３－２３５９６２
渡辺春夫、川角浩一、阿多誠文、鈴木清介
「電子写真用感光体」
福間敏明、佐藤樹
69) 特開平３－２８５９７３
渡辺春夫
「シール及びシールシート」
70) 特開平３－２９２６１７
渡辺春夫、近藤洋文、川角浩一、岩崎和春、
「磁気記録用強磁性金属粒子」
岡本和広、太田栄治
71) 特開平４－６６１７
渡辺春夫、近藤洋文、川角浩一
「磁気記録用強磁性金属粒子」
72) 特開平４－１０６７２０
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「金属磁性粉末」
73) 特開平４－１２８３０３
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体用強磁性金属粒子」
74) 特開平４－１７６０１７
阿多誠文、近藤洋文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体用強磁性金属粒子」
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75) 特開平４－１７６０１８
太田栄治、岡本和広、渡辺春夫、阿多誠文、 町田方隆
「磁気記録媒体用強磁性金属粒子及びそれを用いた磁気記録媒体」
76) 特開平４－３０２８１７
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
77) 特開平４－３０２８１８
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
78) 特開平４－３０２８１９
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
79) 特開平４－３０２８２０
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
80) 特開平４－３０２８２１
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
81) 特開平４－３０２８２２
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
82) 特開平４－３４３４０２
町田方隆、阿多誠文、渡辺春夫
「金属磁性粉末」
83) 特開平４－３５４３０３
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体用強磁性金属微粒子」
84) 特開平４－３６４７０３
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体用強磁性金属微粒子」
85) 特開平４－３７２７１３
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
86) 特開平４－３７２７１４
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
87) 特開平４－３７２７１５
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
88) 特開平４－３７３１０１
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体用強磁性金属微粒子」
89) 特開平４－３７３１０２
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体用強磁性金属微粒子」
90) 特開平５－２０６７６
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「強磁性金属微粒子」
91) 特開平５－２０６７７
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「強磁性金属微粒子」
92) 特開平５－４０９３４
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体用強磁性金属微粒子」
93) 特開平５－６６６１６
矢倉雄次、阿多誠文、川角浩一、渡辺春夫
「静電潜像現像用湿式現像剤」
94) 特開平５－８１６４８
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
95) 特開平５－８１６４９
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
96) 特開平５－８１６５０
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
97) 特開平５－８１６５１
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
98) 特開平５－８９４４９
町田方隆、阿多誠文、渡辺春夫
「磁気記録媒体用金属磁性粉末」
99) 特開平５－１０１３７５
町田方隆、阿多誠文、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
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100) 特開平５－１１４１３１
町田方隆、阿多誠文、渡辺春夫
「磁気記録媒体用金属磁性粉末」
101) 特開平５－１２９１２０
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁性体」
102) 特開平５－１２９１２１
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁性体」
103) 特開平５－１２９１２２
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁性体」
104) 特開平５－１５９９１５
梁田鉄之助、阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁性体」
105) 特開平５－１５９９２１
渡辺春夫、阿多誠文、町田方隆
「磁性体およびその製造方法」
106) 特開平５－１６６６２２
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「強磁性カーボンとその製造方法」
107) 特開平５－１８２８１８
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁性体」
108) 特開平５－２２５５５２
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体用強磁性金属微粒子、ならびにその金属微粒子を用いた磁気記録媒体」
109) 特開平５－２２５５５３
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体用強磁性金属微粒子、ならびにその金属微粒子を用いた磁気記録媒体」
110) 特開平５－２３４０６７
阿多誠文、町田方隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体用強磁性金属微粒子、ならびにその金属微粒子を用いた磁気記録媒体」
111) 特開平５－２６３０６５
野口勉、渡辺春夫、宮下真由美
「発泡ポリスチレン収縮剤およびこれを用いた発泡ポリスチレンの回収方法ならびに
回収システム」
112) 特開平６－２８９１４
高橋賢一、田中浩一、野田和宏、渡辺春夫、
「イオン電導性高分子固体電解質」
113) 特開平６－２２３８４２
高橋賢一、野田和宏、田中浩一、渡辺春夫、
「高分子固体電解質」
114) 特開平６－２８３１７３
日隈弘一郎、田中浩一、渡辺春夫、
「リチウム電池正極活物質の製造方法」
115) 特開平６－２９３９９１
野田和宏、高橋賢一、田中浩一、渡辺春夫、日隈弘一郎
「アルミニウム非水電解液並びにそれを用いた電池及びアルミニウム電析方法」
116) 特開平７－５４９７
宇高融、野田和宏、安田章夫、渡辺春夫、日隈弘一郎
「光学フィルタ」
117) 特開平７－８５４５３
太田栄治、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
118) 特開平７－８５４５４
太田栄治、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
119) 特開平７－８５４５７
岡本和広、佐々木太郎、渡辺春夫、渡辺勝子、日隈弘一郎
「磁気記録媒体」
120) 特開平７－１１４７２０
渡辺春夫、岡本和広、渡辺勝子
「磁気記録媒体」
121) 特開平７－３１９１９６
石崎晴朗、渡辺春夫、太田栄治
「被転写体」
122) 特開平７－３１９２１９
太田栄治、渡辺春夫、石崎晴朗
「静電潜像現像用湿式現像剤」
123) 特開平８－１５８８９
石崎晴朗、渡辺春夫、太田栄治
「被転写体」
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124) 特開平８－１５９２２
太田栄治、渡辺春夫、石崎晴朗
「静電潜像現像用湿式現像剤」
125) 特開平８－１５９２３
太田栄治、渡辺春夫、石崎晴朗
「静電潜像現像用湿式現像剤」
126) 特開平８－６９１３３
太田栄治、渡辺春夫、石崎晴朗
「静電潜像現像用湿式現像剤の製造方法」
127) 特開平８－６９１３４
太田栄治、渡辺春夫、石崎晴朗
「静電潜像現像用湿式現像剤」
128) 特開平８－９５３１２
太田栄治、渡辺春夫、石崎晴朗
「静電潜像現像用湿式現像剤」
129) 特開平８－１２３０６１
石崎晴朗、渡辺春夫、太田栄治
「被転写体及びこれを用いた静電画像記録方法」
130) 特開平８－１２４１４３
太田栄治、石崎晴朗、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
131) 特開平８－２０３０６３
岡本和広、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
132) 特開平９－２７１１４
栗原研一、阿多誠文、松手雅隆、渡辺春夫
「磁気記録媒体」
133) 特開平９－７５７１６
渡辺春夫
「脱酸素材料」
134) 特開平９－９９６５４
冨田秀実、サムフイ、渡辺春夫、久源良明
「インク廃液からの染料回収方法及びバインダー樹脂回収方法並びにリサイクルインクリ
ボン製造方法」
135) 特開平９－１０６５３４
太田栄治、石崎晴朗、渡辺春夫
「磁気記録媒体及びその製造方法」
136) 特開平９－１６５４６６
冨田秀実、サムフイ、渡辺春夫、楠美佐雄
「インクリボンからバインダー樹脂を回収する方法及び染料を回収する方法、それらの方
法に使用するインク回収装置及びインク回収ヘッド、並びにリサイクルインクリボン製
造方法」
137) 特開平９－１６９５５３
渡辺春夫、野口勉
「塊状充填材料及びその製造方法」
138) 特開平９－１７３８３１
渡辺春夫、稲垣靖史
「脱酸素材料及びその製造方法」
139) 特開平９－２４４３０５
太田栄治、渡辺春夫、石崎晴朗
「静電潜像現像用湿式現像剤」
140) 特開平９－２５３４８１
渡辺春夫
「脱酸素剤及びその製造方法」
141) 特開平９－２５３４８２
渡辺春夫
「脱酸素剤及びその製造方法」
142) 特開平９－３１５４６４
渡辺春夫
「緩衝剤及びその製造方法」
143) 特開平１０－１５５６０
稲垣靖史、野口勉、渡辺春夫
「高分子凝集剤および排水処理方法」
144) 特開平１０－１７６１６
稲垣靖史、野口勉、渡辺春夫
「高分子電解質の製造方法」
145) 特開平１０－１７７４１
稲垣靖史、野口勉、渡辺春夫
「高分子電解質およびその製造方法」
146) 特開平１０－２８８６０
渡辺春夫、照井恒一、久源良明
「脱酸素剤及びその製造方法」
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147) 特開平１０－９９８６７
稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉、黒宮美幸
「廃水処理方法」
148) 特開平１０－１０１７２５ 稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉
「芳香性ポリマーのスルホン化方法」
149) 特開平１０－１０１７３０ 稲垣靖史、野口勉、渡辺春夫、黒宮美幸
「高分子凝集剤及び廃水処理方法」
150) 特開平１０－１０１７３１ 稲垣靖史、野口勉、渡辺春夫、黒宮美幸
「高分子電解質およびその製造方法」
151) 特開平１０－１０１７３２ 稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉
「水溶性高分子電解質の製造方法及び水溶性高分子電解質」
152) 特開平１０－１０１７３３ 稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉、黒宮美幸
「高分子電解質およびその製造方法」
153) 特開平１０－１０１７３４ 稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉
「磁気記録媒体」
154) 特開平１０－１０１８７３ 稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉、黒宮美幸
「高分子電解質組成物及びその製造方法」
155) 特開平１０－１０２３９７ 稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉、黒宮美幸
「紙用添加剤及びこれを用いた紙」
156) 特開平１０－１２４８５３ 岸井典之、亀井隆広、鈴木淳子、渡辺春夫、
「磁気記録媒体及びクリーニングテープ」
小林健、栗原研一
157) 特開平１０－１２４８５４ 亀井隆広、岸井典之、鈴木淳子、渡辺春夫、
「磁気記録媒体及びクリーニングテープ」
小林健、栗原研一
158) 特開平１０－１２４８５５ 亀井隆広、岸井典之、鈴木淳子、渡辺春夫、
「磁気記録媒体及びクリーニングテープ」
小林健、栗原研一
159) 特開平１０－１２４８５６ 岸井典之、亀井隆広、鈴木淳子、渡辺春夫、
「磁気記録媒体及びクリーニングテープ」
小林健、栗原研一
160) 特開平１０－１２４８５７ 亀井隆広、岸井典之、鈴木淳子、渡辺春夫、
「磁気記録媒体及びクリーニングテープ」
小林健、栗原研一
161) 特開平１０－１２４８５８ 岸井典之、亀井隆広、鈴木淳子、渡辺春夫、
「磁気記録媒体及びクリーニングテープ」
小林健、栗原研一
162) 特開平１０－１２８１２７ 稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉、黒宮美幸
「イオン交換樹脂及びその製造方法」
163) 特開平１０－１３４３４１ 岸井典之、亀井隆広、鈴木淳子、渡辺春夫、
「磁気記録媒体及びクリーニングテープ」
小林健、栗原研一
164) 特開平１０－１３４３４２ 岸井典之、亀井隆広、鈴木淳子、渡辺春夫、
「磁気記録媒体及びクリーニングテープ」
小林健、栗原研一
165) 特開平１０－１４３８４３ 岸井典之、亀井隆広、鈴木淳子、渡辺春夫、
「磁気記録媒体及びクリーニングテープ」
小林健、栗原研一
166) 特開平１０－１４９５３６ 亀井隆広、岸井典之、鈴木淳子、渡辺春夫、
「磁気記録媒体及びクリーニングテープ」
小林健、栗原研一
167) 特開平１０－１４９５３７ 亀井隆広、岸井典之、鈴木淳子、渡辺春夫、
「磁気記録媒体及びクリーニングテープ」
小林健、栗原研一
168) 特開平１０－１８０１２３ 稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉、黒宮美幸
「イオン交換樹脂及びその製造方法」
169) 特開平１０－１８８２３８ 市村健、千野悠義、鈴木晃、亀井隆広、渡辺春夫、
「磁気記録再生装置及び磁気ヘッドクリーニングローラ」
岸井典之
170) 特開平１０－１８８２６３ 栗原研一、岸井典之、亀井隆広、渡辺春夫
「磁気記録媒体及びその製造方法」
171) 特開平１０－１８８２６４ 栗原研一、岸井典之、亀井隆広、渡辺春夫
「磁気記録媒体及びその製造方法」
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172) 特開平１０－１８８２６５ 栗原研一、岸井典之、亀井隆広、渡辺春夫
「磁気記録媒体及びその製造方法」
173) 特開平１０－１８８２６７ 亀井隆広、岸井典之、鈴木淳子、渡辺春夫、
「磁気記録媒体及びクリーニングテープ」
小林健、栗原研一、宮崎孝弘
174) 特開平１０－１９５１３４ 稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉
「スルホン化方法」
175) 特開平１０－１９５２３４ 稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉
「ハロゲン系難燃剤含有プラスチックの処理方法」
176) 特開平１０－２２３４１９ 渡辺春夫、阿多誠文、栗原研一
「磁性体及びその製造方法」
177) 特開平１０－２４９１９３ 稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉
「吸水性樹脂及びその製造方法」
178) 特開平１０－２４９１９４ 稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉
「吸水性樹脂及びその製造方法」
179) 特開平１０－２４９１９５ 稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉
「吸水性樹脂及びその製造方法」
180) 特開平１１－５００４
稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉
「高分子凝集剤及びその製造方法、これを用いた水処理方法」
181) 特開平１１－１７９４００ 稲垣靖史、渡辺春夫、木内茂夫、狩野孝明
「汚泥脱水剤及び汚泥処理方法」
182) 特開２０００－６１４７
野口勉、宮下真由美、稲垣靖史、渡辺春夫
「スチロール樹脂廃材のリサイクル方法」
183) 特開２０００－７８２１
野口勉、宮下真由美、稲垣靖史、渡辺春夫
「スチロール樹脂廃材のリサイクル方法」
184) 特開２０００－３８４７０
野口勉、宮下真由美、渡辺春夫
「スチロール廃材のリサイクル方法およびリサイクル装置ならびにスチロール樹脂用脱色
剤」
185) 特開２０００－１５６５１６ 渡辺春夫、渡辺富一、日隈弘一郎、井上律子
「光充電式二次電池及び電気機器」
186) 特開２０００－２１５９２０ 井上律子、渡辺春夫、渡辺富一、日隈弘一郎
「光充電式二次電池」
187) 特開２０００－２７７１６５ 井上律子、日隈弘一郎、渡辺春夫、渡辺富一
「光充電式二次電池」
188) 特開２００１－２９４１
西原一、大谷郁二、稲垣靖史、渡辺春夫
「難燃剤」
189) 特開２００１－２３７０１
渡辺春夫、井上律子、日隈弘一郎、渡辺富一、宮沢弘
「光充電式二次電池」
190) 特開２００１－４３９０３
渡辺春夫、井上律子、日隈弘一郎、渡辺富一、宮沢弘
「光充電式二次電池」
191) 特開２００１－７６７６８
渡辺春夫、井上律子、日隈弘一郎、渡辺富一、宮沢弘
「光充電式二次電池」
192) 特開２００１－８１７５２
渡辺春夫、稲垣靖史、野口勉
「土嚢」
193) 特開２００１－１０２０９４ 渡辺春夫、井上律子、日隈弘一郎、渡辺富一、宮沢弘
「光充電式二次電池」
194) 特開２００１－１０２０９５ 渡辺春夫、井上律子、日隈弘一郎、渡辺富一、宮沢弘
「光充電式二次電池」
195) 特開２００１－１９５７３４ 稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉
「磁気記録媒体のリサイクル方法」
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196) 特開２００１－２３７００１ 渡辺春夫、井上律子、日隈弘一郎、渡辺富一、宮沢弘
「光充電式二次電池」
197) 特開２００１－２４０８６０ 渡辺春夫、稲垣靖史、野口勉
「土壌改質剤及びその製造方法」
198）特開２００１－２５３９１２ 渡辺春夫、稲垣靖史、野口勉
「抗菌剤及びその製造方法」
199）特開２００１－２９３３７０ 渡辺春夫、稲垣靖史、野口勉
「吸収体及びその製造方法」
200) 特開２００１－２９４８５８ 渡辺春夫、稲垣靖史、野口勉
「土壌改質剤及びその製造方法」
201) 特開２００１－３２９０２２ 渡辺春夫、稲垣靖史、野口勉
「水溶性高分子化合物及びその製造方法、並びに使用済みプラスチックの再利用方法」
202) 特開２００２－２５０５０
渡辺春夫、近藤洋文
「磁気記録媒体及びその製造方法」
203) 特開２００２－８６６２４
稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉
「吸水体およびその製造方法」
204) 特開２００２－９６４２５
渡辺春夫、稲垣靖史、野口勉
「吸水体およびその製造方法」
205) 特開２００２－１２２５８２ 渡辺春夫
「還元性物質検知装置およびその製造方法と還元性物質検知方法」
206) 特開２００２－１６８７９０ 亀井隆広、岸井典之、渡辺春夫
「還元性大気汚染物質の検出具、その濃度測定具、その検出方法および、その濃度測
定方法」
207) 特開２００２－２１２２２３ 稲垣靖史、渡辺春夫
「溶剤吸収性樹脂及びその製造方法」
208) 特開２００２－２１２２２４ 稲垣靖史、渡辺春夫
「電解液吸収ポリマー及びその製造方法」
209) 特開２００２－２１６５６６ 大木裕、渡辺春夫、稲垣靖史、野口勉
「冠水電気スイッチおよびその製造方法」
210) 特開２００２－２１６７８１ 渡辺春夫、稲垣靖史、野口勉
「電池、電池前駆体およびその製造方法」
211) 特開２００２－２４３７１８ 渡辺春夫
「浮遊有害物質の検知具およびその製造方法とそれを用いた検知方法」
212) 特開２００２－２６３４６８ 稲垣靖史、渡辺春夫
「有機性液体吸収体の運搬方法」
213) 特開２００２－２６３４８３ 渡辺春夫、稲垣靖史、野口勉
「吸水体およびその製造方法」
214) 特開２００２－２６３４８４ 渡辺春夫、稲垣靖史、野口勉
「吸水体およびその製造方法」
215) 特開２００２－２６３４８５ 渡辺春夫、稲垣靖史、野口勉
「吸水体およびその製造方法」
216) 特開２００２－２６３４８８ 稲垣靖史、渡辺春夫
「有機性液体吸収体およびその製造方法」
217) 特開２００２－２６５５２４ 稲垣靖史、渡辺春夫
「電解質水溶液吸収体およびその製造方法」
218) 特開２００２－２６５６３２ 稲垣靖史、渡辺春夫
「電解質水溶液吸収体およびその製造方法」
219) 特開２００２－２６３６３３ 稲垣靖史、渡辺春夫
「有機性液体吸収体およびその製造方法」
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220) 特開２００２－２６５８０７ 稲垣靖史、渡辺春夫
「電解質水溶液吸収体およびその製造方法」
221) 特開２００２－２６５８０８ 稲垣靖史、渡辺春夫
「有機性液体吸収体およびその製造方法」
222) 特開２００２－２７０１９３ 稲垣靖史、渡辺春夫
「水添加電池及び同製造方法」
223) 特開２００２－２７５８５２ 渡辺春夫、稲垣靖史、野口勉
「吸水体およびその製造方法」
224) 特開２００２－２７５８５３ 渡辺春夫、稲垣靖史、野口勉
「吸水体の運搬方法」
225) 特開２００２－２６５８５４ 稲垣靖史、渡辺春夫
「電解質水溶液吸収体の運搬方法」
226) 特開２００２－３１３２９２ 渡辺春夫、稲垣靖史、野口勉
「電池およびその製造方法」
227) 特開２００２－３１３３５２ 渡辺春夫、稲垣靖史、野口勉
「電池およびその製造方法」
228) 特開２００２－３２４３１１ 佐藤則孝、野口勉、渡辺春夫
「磁気記録媒体の再資源化方法」
229) 特開２００２－３６７６８３ 渡辺春夫、井上律子、日隈弘一郎、渡辺富一、宮沢弘
「光充電式二次電池」
230) 特開２００２－３６８２３７ 渡辺春夫、井上律子、日隈弘一郎、渡辺富一、宮沢弘
「光充電式二次電池」
231) 特開２００２－３６８２４８ 渡辺春夫、井上律子、日隈弘一郎、渡辺富一、宮沢弘
「光充電式二次電池」
232) 特開２００２－３６８４０８ 渡辺春夫、羽生和隆、浅黄攻
「部品のはんだ付け方法」
233) 特開２００３－５９５４２
渡辺春夫、井上律子、日隈弘一郎、渡辺富一、宮沢弘
「光充電式二次電池」
234) 特開２００３－１１３２６８ 渡辺春夫、羽生和隆
「樹脂廃材からの水素回収方法」
235) 特開２００３－１１９４７４ 渡辺春夫、羽生和隆
「樹脂廃材からの水素の製造方法ならびに装置」
236) 特開２００３－１１９４７５ 渡辺春夫、羽生和隆
「樹脂廃材からの水素回収方法」
237) 特開２００３－１２３８４９ 渡辺春夫、山田心一郎、渡辺富一、宮沢弘
「光充電式二次電池」
238) 特開２００３－１４１８４８ 渡辺春夫
「情報記録媒体カートリッジおよびそのラベル、ならびにそれらの再生品」
239) 特開２００３－１５２２０３ 渡辺春夫、山田心一郎、宮沢弘、渡辺富一
「光充電式二次電池」
240) 特開２００３－１５２２０４ 渡辺春夫、山田心一郎、宮沢弘、渡辺富一
「光充電式二次電池」
241) 特開２００３－１５８２８７ 渡辺春夫、山田心一郎、宮沢弘、渡辺富一
「光発電器具および電気機器」
242) 特開２００３－１６８８０８ 渡辺春夫、山田心一郎、宮沢弘、渡辺富一
「光発電器具用付属具及び電気または電子機器」
243) 特開２００３－１６８８１２ 渡辺春夫、山田心一郎、宮沢弘、渡辺富一
「光充電式二次電池」
244) 特開２００３－１６８８１３ 渡辺春夫、山田心一郎、宮沢弘、渡辺富一
「光充電式二次電池」
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245) 特開２００３－１６８８１５ 渡辺春夫、山田心一郎、宮沢弘、渡辺富一
「光発電器具およびその付属具ならびにそれらを有する電気または電子機器」
246) 特開２００３－１７４１８０ 渡辺春夫、山田心一郎、宮沢弘、渡辺富一
「光発電器具及び付属具並びに電気または電子機器」
247) 特開２００３－１７４１８１ 渡辺春夫、山田心一郎、宮沢弘、渡辺富一
「光発電器具、付属具および電気または電子機器」
248) 特開２００３－１７９２４５ 渡辺春夫、山田心一郎、宮沢弘、渡辺富一
「光発電器具およびその付属具および電気または電子機器」
249) 特開２００３－１７９２４６ 渡辺春夫、山田心一郎、宮沢弘、渡辺富一
「光発電器具、付属具および電気または電子機器」
250) 特開２００３－２１３６５０ 大森義人、高村孝次、稲垣靖史、渡辺春夫
「土嚢」
251) 特開２００３－２３１１１９ 長谷川大輔、稲垣靖史、渡辺春夫、澤口雅弘
「使用済みＡＢＳ樹脂の再生方法およびＡＢＳ樹脂」
252) 特開２００３－２３１１２０ 澤口雅弘、稲垣靖史、長谷川大輔、渡辺春夫
「使用済みプラスチックのリサイクルシステム」
253) 特開２００３－２３１７７３ 稲垣靖史、渡辺春夫、澤口雅弘、長谷川大輔
「使用済み樹脂廃材の再資源化方法と同再生樹脂」
254) 特開２００３－２４３６８４ 渡辺春夫、山田心一郎、渡辺富一
「光充電式二次電池」
255) 特開２００３－２４３６８６ 渡辺春夫、山田心一郎、渡辺富一
「光発電器具、付属具および電気または電子機器」
256) 特開２００３－２８２９１０ 渡辺春夫、山田心一郎、渡辺富一
「光発電器具、光発電器具用付属具および電気または電子機器」
257) 特開２００３－２９６９２６ 佐藤則孝、野口勉、渡辺春夫
「磁気記録媒体の再資源化方法および高保持力磁性粒子の製造方法」
258) 特開２００３－２９８０９４ 渡辺春夫、山田心一郎、渡辺富一
「光発電器具及び光発電器具用付属具並びに電気又は電子機器」
259) 特開２００３－３２７８１５ 渡辺誠一、山田心一郎、渡辺春夫
「電気機器」
260) 特開２００３－３２９２２３ 吉川正弘、近藤洋文、渡辺春夫
「ダイオキシン類生成抑制焼却方法およびその焼却用触媒」
261) 特開２００４－９８０８
山田心一郎、渡辺春夫、渡辺誠一
「運輸車両」
262) 特開２００４－２７６６２
稲垣靖史、渡辺誠一、渡辺春夫
「屋根被覆具」
263) 特開２００４－４１８６１
吉川正弘、近藤洋文、渡辺春夫
「ダイオキシン類生成抑制焼却方法およびその焼却用触媒」
264) 特開２００５－３２６３６
渡辺春夫、渡辺富一、渡辺誠一
「光充電式二次電池」
265) 特開２００５－１３０７６０ 渡辺誠一、渡辺富一、稲垣靖史、渡辺春夫
「動物舎」
266) 特開２００５－１３２１９６ 渡辺誠一、稲垣靖史、渡辺春夫
「移動体」
267) 特開２００５－１３３３７５ 渡辺春夫、稲垣靖史
「吸水体及びその製造方法」
268) 特開２００５－２２８７７３ 松居恵理子、渡辺春夫、ハルナック・オリバー、
「機能性分子素子」
松澤 伸行、安田章夫、水谷義、山内貴恵、北川進
269) 特開２００５－２５８１１８ 松居恵理子、渡辺春夫、松澤伸行、安田章夫、水谷義、
「面積変調素子」
山内貴恵、北川進
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270) 特開２００５－２９９１２２ 渡辺春夫、寺田誠二、井村達哉
「太陽光断熱材」
271) 特開２００５－３３２８５４ 渡辺春夫、渡辺誠一
「磁石複合体、及びその製造方法」
272) 特開２００６－３０２２３
渡辺春夫、渡辺誠一
「表示具」
273) 特開２００６－１３６２４３ 稲垣靖史、渡辺春夫、杉本英夫、佐藤久美子
「ハイドロゲル形成性高分子よりなる植物体育成用保水剤」
274) 特開２００６－３３１９３９ 渡辺春夫、荻須謙二
「正極活物質の製造方法および電池」
275) 特開２００６－３３１９４０ 渡辺春夫、荻須謙二
「正極活物質およびその製造方法、並びに正極および電池」
276) 特開２００６－３３１９４１ 渡辺春夫、細谷洋介、相馬正典、大山有代
「正極活物質、正極および電池」
277) 特開２００６－３３１９４２ 渡辺春夫、相馬正典、大山有代
「正極活物質、正極および電池」
278) 特開２００６－３５１４８７ 渡辺春夫、細谷洋介
「正極活物質およびその製造方法、並びに電池」
279) 特開２００７－２１２９
稲垣靖史、渡辺春夫、野口勉、近藤義和、森理恵、
「樹脂組成物」
佐村徹也
280) 特開２００７－１８７４３
渡辺春夫、東秀人、藤田茂、大山有代、相馬正典
「正極活物質およびその製造方法、並びに電池」
281) 特開２００７－１８７４４
渡辺春夫、李国華、細谷洋介、大山有代、相馬正典、
「正極活物質の製造方法および電池」
荻須謙二
282) 特開２００７－１８７７２
渡辺春夫、藤田茂、東秀人、大山有代、相馬正典
「正極活物質およびその製造方法、並びに電池」
283) 特開２００７－１８７９５
渡辺春夫、荻須謙二、相馬正典、大山有代
「正極活物質およびその製造方法、並びに電池」
284) 特開２００７－２６９５９
森田耕詩、相馬正典、渡辺春夫
「正極活物質およびその製造方法、並びに電池」
285) 特開２００７－４８７１０
大山有代、渡辺春夫、相馬正典
「正極活物質の製造方法および電池」
286) 特開２００７－４８７１１
相馬正典、大山有代、渡辺春夫、東秀人
「正極活物質およびその製造方法、並びに電池」
287) 特開２００７－６６８３９
渡辺春夫、相馬正典、大山有代、森田耕詩、森田望
「正極活物質およびその製造方法、並びに電池」
288) 特開２００７－１９０５５７ 稲垣靖史、渡辺春夫、野口 勉
「高分子凝集剤の製造方法」
289) 特開２００７－２４２２８４ 渡辺春夫、荻須謙二、大山有代、相馬正典
「正極活物質およびその製造方法、並びに非水電解質二次電池」
290) 特開２００７－２４２３１８ 渡辺春夫、荻須謙二、相馬正典、大山有代
「正極活物質およびその製造方法、並びに非水電解質二次電池」
291) 特開２００７－２４２３５６ 渡辺春夫、大山有代、相馬正典、藤田茂、東秀人、
「正極活物質の製造方法」
李国華
292) 特開２００７－２５８０９４ 相馬正典、渡辺春夫、大山有代、荻須謙二
「正極活物質、正極および電池」
293) 特開２００７－２５８０９５ 大山有代、渡辺春夫、相馬正典
「高分子凝集剤の製造方法」
294) 特開２００７－２７３４４１ 渡辺春夫、砂金正芳、大山有代、相馬正典、荻須謙二
「正極活物質およびその製造方法、並びに非水電解質二次電池」
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295) 特開２００７－３３５１６９ 相馬正典、渡辺春夫、大山有代、荻須謙二
「正極活物質および正極、並びに非水電解質二次電池」
296) 特開２００８－１６２３２ 渡辺春夫、大山有代、相馬正典
「正極活物質およびその製造方法、並びに非水電解質二次電池」
297) 特開２００８－１６２３３ 渡辺春夫、大山有代、相馬正典
「正極活物質およびその製造方法、並びに非水電解質二次電池」
298) 特開２００８－１６２３４ 渡辺春夫、大山有代、相馬正典
「正極活物質およびその製造方法、並びに非水電解質二次電池」
299) 特開２００８－１６２３５ 渡辺春夫、大山有代、相馬正典
「正極活物質およびその製造方法、並びに非水電解質二次電池」
300) 特開２００８－１６２３６ 渡辺春夫、大山有代、相馬正典
「正極活物質およびその製造方法、並びに非水電解質二次電池」
301) 特開２００８－１６２４３ 渡辺春夫、大山有代、相馬正典
「正極活物質およびその製造方法、並びに非水電解質二次電池」
302) 特開２００８－１６２４４ 大山有代、相馬正典、渡辺春夫
「正極活物質およびその製造方法、並びに非水電解質二次電池」
303) 特開２００８－４１５７０ 大山有代、相馬正典、渡辺春夫
「非水電解質二次電池用正極活物質およびその製造方法、ならびに非水電解質二次電池」
304) 特開２００８－７１６２２ 渡辺春夫、相馬正典、大山有代
「非水電解質二次電池用正極活物質およびその製造方法」
305) 特開２００８－７１６２３ 渡辺春夫、大山有代、相馬正典
「非水電解質二次電池用正極活物質およびその製造方法」
306) 特開２００８－１３５２７９ 渡辺春夫、砂金正芳、大山有代
「正極活物質およびこれを用いた非水電解質二次電池、並びに正極活物質の製造方法」
307) 特開２００８－１４０７４７ 渡辺春夫、砂金正芳、森田耕詩、細谷洋介
「非水電解質二次電池用正極活物質およびその製造方法、ならびに非水電解質二次電池」
308) 特開２００８－１５９５６０ 渡辺春夫、大山有代、東秀人、藤田茂
「正極活物質の製造方法」
309) 特開２００９－４３１６
渡辺春夫、大山有代、細谷洋介、東秀人、藤田茂
「非水電解質二次電池用正極活物質およびその製造方法、並びに非水電解質二次電池」
310) 特開２００９－１４６７３９ 渡辺春夫、大山有代、東秀人、藤田茂
「正極活物質の製造方法」
311) 特開２００９－１４６７４０ 渡辺春夫、大山有代、東秀人、藤田茂
「正極活物質の製造方法」
312) 特開２００９－１９３７４５ 渡辺春夫、大山有代、東秀人、藤田茂
「正極活物質の製造方法」
313) 特開２０１０－９９６０
渡辺春夫、大山有代、東秀人、藤田茂
「正極活物質の製造方法および正極活物質」
314) 特開２０１０－２７４８２
渡辺春夫、大山有代、東秀人、藤田茂
「正極活物質の製造方法および正極活物質」
315) 特開２０１０－４０３８２
渡辺春夫、大山有代、東秀人、藤田茂
「正極活物質の製造方法および正極活物質」
316) 特開２０１０－４０３８３
渡辺春夫、大山有代、東秀人、藤田茂
「正極活物質の製造方法および正極活物質」
317) 特開２０１０－５５７７７
渡辺春夫、大山有代、東秀人、藤田茂
「正極活物質の製造方法および正極活物質」
318) 特開２０１０－５５７７８
渡辺春夫、大山有代、東秀人、藤田茂
「正極活物質の製造方法および正極活物質」
319) 特開２０１０－９０３９０
西原一、大谷郁二、稲垣靖史、渡辺春夫
「難燃剤の製造方法、及び難燃性重合体組成物の製造方法」
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320) 特開２０１０－１２９４７０ 渡辺春夫、大山有代、東秀人、藤田茂
「正極活物質の製造方法および正極活物質」
321) 特開２０１０－２５７６２４ 渡辺春夫、大山有代、細谷洋介、藤田茂
「正極活物質、正極活物質の製造方法および非水電解質電池」
322) 特開２０１１－００３３５４ 渡辺春夫、大山有代、細谷洋介、藤田茂
「正極活物質、正極活物質の製造方法および非水電解質電池」
323) 特開２０１１－１１９２４３ 渡辺春夫、大山有代、齊藤 俊介、細谷洋介、藤田茂
「正極および非水電解質電池」
324) 特開２０１１－１８１３５３ 鳥水悠美子、渡辺春夫、山本文将、町田 昌紀、小川裕貴
「非水電解質組成物、および非水電解質電池」
325) 特開２０１１－１８１３５４ 町田昌紀、渡辺春夫、山本文将、小川裕貴、鳥水悠美子
「負極および非水電解質電池」
326) 特開２０１１－１８１３５５ 片山真一、渡辺春夫、大山有代、中井秀樹、齊藤俊介
「非水電解質電池」
327) 特開２０１１－１８１３５６ 山本文将、渡辺春夫、町田昌紀、小川裕貴、鳥水悠美子
「非水電解質電池および非水電解質」
328) 特開２０１１－１８１３５７ 小川裕貴、渡辺春夫、山本文将、町田昌紀、鳥水悠美子
「非水電解質電池」
329) 特開２０１１－１８１３５８ 山田一郎、齊藤俊介、渡辺春夫、窪田忠彦
「非水電解液および電池」
330) 特開２０１１－２０４６６１ 山田一郎、齊藤俊介、渡辺春夫、窪田 忠彦
「非水電解質および非水電解質電池」
331) 特開２０１１－２０４６６６ 川島敦道、渡辺春夫、荒木紀歳杉田修平片山真一中井秀樹
「非水電解質電池および非水電解質」
332) 特開２０１２－１８７９６
船田裕佑、齊藤俊介、渡辺春夫、窪田忠彦
「非水電解質電池および非水電解質」
333) 特開２０１２－２３０３０
川島敦道、渡辺春夫
「非水電解質電池および非水電解質」
334) 特開２０１２－２３０３１
山田一郎、齊藤俊介、渡辺春夫、窪田忠彦
「非水電解質および非水電解質電池」
335) 特開２０１２－２３０３３
山田一郎、齊藤俊介、渡辺春夫、窪田忠彦
「非水電解質および非水電解質電池」
336) 特開２０１２－２３０３４
山田一郎、齊藤俊介、渡辺春夫、窪田忠彦
「非水電解質および非水電解質電池」
337) ＷＯ２００６／１２３５７２ 李国華、森田望、大山有代，鈴木清彦，佐鳥浩太郎，
東秀人，細谷洋介，森田耕詩，渡辺春夫
「正極活物質およびその製造方法、並びに電池」
338) ＷＯ２０１０／１４７２３６ 渡辺春夫，大山有代，齊藤俊介，片山真一，加藤良和，
安藤宗明，山田一郎、岡野伸哉，荒木紀歳，杉田修平，

森田耕詩，工藤喜弘，中井秀樹，林邦彦，細谷洋介，
窪田忠彦，藤田 茂
「非水電解質電池、非電解質電池用正極、非水電解質電池用負極、非電解質電池用セパ
レータ、非水電解質用電解質および非電解質電池用セパレータの製造方法」
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