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分野 研究開発プロジェクト名 事業管理機関名 採択年度 ページ

組込みソフトウェア
X線ステレオ撮影による多層プリント基板図化技術の開発 株式会社つくば研究支援センター

25年度採択
委託事業

8-9

金型

段ボール製品等における高速ロータリーダイカッター加工に対応
した、ハイブリッド抜型（切刃と一体となった金型刃）の開発

公益財団法人群馬県産業支援機構 10-11

電子部品・デバイス実装
光波長測定装置用小型波長掃引光源モジュールの開発 公益財団法人長野県テクノ財団 12-13

プラスチック成形加工

自動車マウント部品の樹脂化技術の開発 公益財団法人埼玉県産業振興公社 14-15

無機ガラスに代替可能な透明ナノポリマーアロイの開発 株式会社つくば研究支援センター 16-17

柔らかいフィラーを使った低コスト・高性能な
熱伝導シートの開発

公益財団法人浜松地域イノベーション
推進機構

18-19

3Dプリント成形加工技術にもとづく医療用モデルの
試作開発と販路開拓

公益財団法人浜松地域イノベーション
推進機構

20-21

粉末冶金

金属ガラス粉末成形による長寿命・高耐食・高強度な
ミニチュアベアリングの内・外輪生産技術開発

公益財団法人さいたま市産業創造財団 22-23

溶射・蒸着
光導波モードセンサ用多層膜コートプリズムの開発 株式会社つくば研究支援センター 24-25

鍛造

Ni基超耐熱合金の組織改質と高機能ターボ部品の
開発研究

鍛造技術開発協同組合 26-27

真空装置用ステンレス製大型容器の多様な形状に対応する新加工
技術の開発－リング鍛造と熱間フローフォーミングの複合化－

公益財団法人新潟市産業振興財団 28-29

動力伝達

新規インサート成形法による
超高機能・高性能ハイブリッド平歯車の開発

一般財団法人地域産学官連携ものづ
くり研究機構

30-31

小型自己熱再生熱循環システムに用いる
蒸気圧縮機の開発

株式会社リッチストーン 32-33

鋳造

高品質マグネシウム合金板のコスト半減を実現する
高速双ロール鋳造・圧延技術の開発

一般社団法人首都圏産業活性化協会 34-35

欠陥を事前予測し実用性を高めたシミュレーションによる
複雑一体部品の一気通貫鋳造法の開発

株式会社ひたちなかテクノセンター 36-37
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Contents

分野 研究開発プロジェクト名 事業管理機関名 採択年度 ページ

鋳造

急速空冷鋳造法による
銅パイプ鋳込みアルミ板製造技術の開発

特定非営利活動法人ものづくり支援
機構

25年度採択
委託事業

38-39

電子ビーム積層造形法と精密切削加工技術の融合による
衛星用スラスタ部品の開発

国立研究開発法人宇宙航空研究開発
機構

40-41

高熱伝導アルミヒートシンクの
二色成形ダイカスト技術の開発

よこはまティーエルオー株式会社 42-43

低コスト・小規模投資で薄肉高強度を実現する
革新的ダイカスト技術の開発

公益財団法人本庄早稲田国際リサーチ
パーク

44-45

金属プレス加工

SUS304超塑性効果を利用した
ナノ精度マイクロ部品の加工技術開発

公益財団法人長野県テクノ財団 46-47

割裂及び加締加工技術による
順送加工プレス一体化の研究開発

公益財団法人日立地区産業支援セン
ター

48-49

高圧センサ用高感度金属ダイアフラム型導圧管の開発
公益財団法人日立地区産業支援セン
ター

50-51

位置決め

高精度で信頼性の高いアブソリュートエンコーダの
製品化に向けた技術開発

株式会社緑測器 52-53

手術ロボット開発における「位置決め」技術の高度化
（インテリジェントホルダーの開発）

さいたま商工会議所 54-55

切削加工

インプラントの低コスト化に対応した加工技術の開発
特定非営利活動法人ものづくり支援
機構

56-57

リアルタイム制御を可能にする
ソフトハード一体型複合制御システムの開発

株式会社ケイエスピー 58-59

∅0.1mmPCD（多結晶ダイヤモンド）小径ドリル製造が
できる回転電極放電加工機の開発

公益財団法人群馬県産業支援機構 60-61

高機能多結晶ダイヤモンド工具の高生産性・低コスト化技術を
支援するための、大型焼結体製造技術と工具形状成型技術の開発

公益財団法人栃木県産業振興セン
ター

62-63

チタンアルミ合金切削加工技術の確立による
環境対応型先進UAV用ターボジェットジェネレーターの開発

公益財団法人新潟市産業振興財団 64-65

高機能化学合成
溶媒可溶ポリイミドを用いた有機EL用バリア構造の試作 株式会社つくば研究支援センター 66-67

分野 研究開発プロジェクト名 事業管理機関名 採択年度 ページ

高機能化学合成

有機ケイ素化合物（シリコーン）分野で
世界初の製造過程で排出される廃棄物の有効利用

公益財団法人埼玉県産業振興公社

25年度採択
委託事業

68-69

めっき

電気鋳造技術を利用した電子･医療分野に向けた
世界初の高精細フィルターの開発

公益財団法人栃木県産業振興セン
ター

70-71

高輝度LED用フォトニッククリスタルを形成する
インプリントモールド（金型）の研究開発

公益財団法人長野県テクノ財団 72-73

発酵

生理活性物質特定と作用メカニズム解析による生産プロセスの
最適化と発酵産物高機能化に寄与する技術開発

公益財団法人千葉県産業振興セン
ター

74-75

新規バイオ医薬（医薬候補ペプチド）探索・発見技術の
高度化

公益財団法人埼玉県産業振興公社 76-77

真空

極小化に対応した水晶振動子真空移載・加熱封止装置の
研究開発

タマティーエルオー株式会社 78-79

ダイヤモンド膜高耐食性ドライ真空ポンプを用いた 
VOC 蒸発分離による革新的溶剤リサイクル装置の実用化

一般財団法人金属系材料研究開発セ
ンター

80-81

精密加工

異種積層材向けPCD（多結晶ダイヤモンド）微細複合
工具成形技術の開発

公益財団法人浜松地域イノベーション
推進機構

26年度採択
補助事業

82-83

CFRPに対する切れ刃自己再研磨機能を備えた
超音波切断技術の開発

公益財団法人群馬県産業支援機構 84-85

省貴金属対応・小型・軽量・高性能　
自動車排気ガス浄化装置の技術開発

一般財団法人地域産学官連携ものづ
くり研究機構

86-87

立体造形

同時5軸制御Additive Manufacturing（加法的製造）
によるLight Weight Structure（軽量構造）の実現

公益財団法人浜松地域イノベーション
推進機構

88-89

機械制御

高回転制御可能な高加減速クローズド制御、
軽量高生産性スピンドルシステムの開発

公益財団法人にいがた産業創造機構 90-91

複合・新機能材料

通電加熱型アルミモノリス触媒を用いた
有機ハイドライド脱水素大型反応器の開発

日本精線株式会社 92-93

バイオ

血管炎バイオマーカー測定キット ANCA-Fast の
開業医むけ普及品開発

国立大学法人千葉大学 94-95
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中小ものづくり高度化法の体系
　自動車、情報家電、ロボット、燃料電池など我が国を牽引する製造業の競争力を支える中小企業の持つ基板技術を支援する「中小企
業ものづくり高度化法」が平成１８年に策定された。
　この法律は、国が策定した特定ものづくり基盤技術における「特定ものづくり基盤技術高度化指針」に沿って、中小企業が作成した
特定研究開発等計画を国が認定し、研究開発費、政府系金融機関の低利融資などの支援策を展開する。

認定を受けた中小企業への支援
● 研究開発支援
　 戦略的基盤技術高度化支援事業（研究開発支援事業）
● 資金面の支援
　 中小企業信用保険法の特例
　 中小企業投資育成株式会社法の特例
　 特許料等の特例
　 株式会社日本政策金融公庫の低利融資

● 事業者の「出会い」促進
　 川上・川下ネットワーク構築支援事業
● 人材育成の支援
　 高専等を活用した中小企業の人材育成を支援
● 知的財産の活用支援
● 計量標準供給基盤の強化
● 技術継承の円滑化支援　　　　　　　　ほか

ものづくり基盤技術高度化のための環境整備

特
定
基
盤
技
術
の
指
定
、
技
術
高
度
化
指
針
の
策
定
（
国
）

研
究
開
発
計
画
の
作
成
・
申
請
（
中
小
企
業
）

研
究
開
発
計
画
の
認
定
（
国
）

特定ものづくり基盤技術高度化指針とは
　【平成 26 年 2 月 9 日以前（平成 25 年度採択分）】
　　   組込みソフトウェア、金型、冷凍空調、電子部品・デバイスの実装、プラスチック成形加工、粉末冶金、溶射・蒸着、鍛造、動

力伝達、部材の締結、鋳造、金属プレス加工、位置決め、切削加工、繊維加工、高機能化学合成、熱処理、溶接、塗装、めっき、
発酵、真空

　【平成 26 年 2 月 10 日以降（平成 26 年度採択分）】
　　   情報処理技術、精密加工技術、製造環境技術、接合・実装技術、立体造形技術、表面処理技術、機械制御技術、複合・新機能材料技術、

材料製造プロセス技術、バイオ技術、測定計測技術

　 　上記の基盤技術を活用し、国は今後中小企業が目指すべき技術開発の方向性と将来を「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度
化に関する指針」（技術指針）として取りまとめ、その指針に基づいて行う特定研究開発等計画を支援している。

※参考　中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針の改正経緯

平成 18 年 6 月 20 日 策定（17 技術）
（組込みソフトウェアに係る技術、金型に係る技術、電子部品・デバイスの実装に係る技術プ

ラスチック成形加工に係る技術、鍛造に係る技術、動力伝達に係る技術、部材の結合に係る技
術、鋳造に係る技術、金属プレス加工に係る技術、位置決めに係る技術、切削加工に係る技術、
織染加工に係る技術、高機能化学合成に係る技術、熱処理に係る技術、めっきに係る技術、発
酵に係る技術、真空の維持に係る技術）

平成 19 年 2 月 13 日 粉末冶金に係る技術、溶接に係る技術を追加（19 技術）

平成 20 年 2 月 15 日 溶射に係る技術を追加（20 技術）

平成 21 年 2 月 13 日 9 技術を改正（組込みソフトウェアに係る技術、金型に係る技術、電子部品・デバイスの実装
に係る技術、プラスチック成形加工に係る技術、粉末冶金に係る技術、鍛造に係る技術、鋳造
に係る技術、金属プレス加工に係る技術、熱処理に係る技術）

平成 24 年 4 月 12 日 全 20 技術を改正し、4 技術の名称を変更
（溶射・蒸着に係る技術、部材の締結に係る技術、繊維加工に係る技術、真空に係る技術） 

冷凍空調に係る技術、塗装に係る技術を追加（22 技術）

平成 26 年 2 月 10 日 全技術を抜本的に改正（11 技術）
（情報処理に係る技術、精密加工に係る技術、製造環境に係る技術、接合・実装に係る技術、

立体造形に係る技術、表面処理に係る技術、機械制御に係る技術、複合・新機能材料に係る技
術、材料製造プロセスに係る技術、バイオに係る技術、測定計測に係る技術）

戦略的基盤技術高度化支援事業のスキーム
　ものづくり基盤技術の高度化に向けて、中小企業が川下発注業者、研究実施機関等と協力して行う研究開発を支援。

　中小企業は「中小企業ものづくり高度化法」に基づく認定を受けた研究開発計画について、プロジェクトの公募に提案し、研究開発

の支援を受けることができる。

　平成 25 年度採択分までは委託事業として実施し、平成 26 年度以降の採択分については補助事業として実施。

共同研究体（コンソーシアム）

中小企業 中小企業 認定を受けた
中小企業 大企業 研究機関

（大学・公設機関）

経済産業局等

事業管理機関

●① 

公
募

●② 

提
案

●③
採択・研究
開発の実施

　　　　　　　 【委託事業（平成 25 年度採択まで）】

一般型 小規模事業者型

事 業 名 25 年度採択事業 25 年度採択事業

委託金額 初年度 4,500 万円以内 初年度 2,300 万円以内

研究期間 2 年度または 3 年度

応募資格

事業管理機関、研究実施機関、総括研究代表者（プロジェクトリーダー）、副総括研究

代表者（サブリーダー）によって構成される共同体（コンソーシアム）を基本とし、

認定を受けた中小企業者を全て含む必要がある。対象となる研究開発計画は中小企業

ものづくり高度化法第 4 条第 1 項に基づき認定を受けた特定研究開発等計画とする。

　　　　　　　【補助事業（平成 26 年度採択から）】

事 業 名 26 年度採択事業

補助金額 初年度 4,500 万円以内

補 助 率
大学・公設試等の補助対象経費：定額（初年度 1,500 万円以下）

上記以外の補助対象経費：2/3 以内

研究期間 2 年度または 3 年度

応募資格

事業管理機関、研究等実施機関、総括研究代表者（プロジェクトリーダー）、副総括研

究代表者（サブリーダー）を含む 2 者以上で構成される共同体（コンソーシアム）とし、

認定を受けた中小企業者を全て含む必要がある。対象となる研究開発計画は中小企業

ものづくり高度化法第 4 条第 1 項に基づき認定を受けた特定研究開発等計画とする。

　　　　　　　　　※ 採択当初の概要であり、現在のスキームとは若干異なりますので、現在のスキームについては 

関東経済産業局　産業部　製造産業課までお問い合わせください。
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Category　委託事業
平成26年2月9日以前（平成25年度採択分）

  溶接

組み立てようとする部材の一部に、熱（摩擦熱を含む）、圧力若しくは
その両者を加え（必要があれば溶接棒等も）、その接合部が連続性を
持つように部材を一体化する技術。

  動力伝達

輸送機械、産業技術等の各種機械・装置において、動力の伝達、回転
軸の変換、回転速度の加・減速等に不可欠な基盤技術。

 接合・実装

相変化、化学変化、塑性・弾性変形等により多様な素材・部品を接合・
実装することで、力学特性、電気特性、光学特性、熱伝達特性、耐環
境特性等の機能を顕現する接合・実装技術。

  組込みソフトウェア

自動車、携帯電話、情報家電、ロボット等の機器の機能を実現するソ
フトウェアであり、製品の製造段階で当該製品の製造業者によって
ROM などに実装（内蔵）されている。原則、当該製品のユーザーによっ

て追加・変更・削除が行えない。

  塗装

金属、プラスチック、木材、コンクリート、ガラス、皮革等のあらゆる物
体の表面に塗料を塗布することにより、塗膜層を形成させるプロセス。

  部材の締結

輸送機械・産業機械をはじめ、橋梁・時計・めがね等の各種の機械・設備・
製品において 2 個以上の部材を結合する技術。

  立体造形

デザインの自由度が高い等、任意の立体形状を造形する立体造形技
術。（ただし、（二）精密加工技術に含まれるものを除く。）

  金型

同一形状の製品（部品）を大量に生産する際に使用するツールであり、
主として金属材料を加工して作る型の総称をいう。主な金型の種類と
して、プレス用、鍛造用、ダイカスト用、プラスチック用、ガラス用、ゴ

ム用、粉末冶金用等がある。

  めっき

表面処理の一種で、鉄・真鍮・樹脂等の素材を、金・銀・銅・クロム・ニッ
ケル等の金属で被覆することにより、耐腐食性、耐摩耗性、電気的特
性、磁性等の機能や性質を付加する技術。

  鋳造

鋳鉄・アルミニウム合金・銅合金等の材料を溶解し、砂型・金型・プラ
スチック型等の各種鋳型に注湯・凝固させることで、目的の形状に成
形する加工方法。

  表面処理

バルク（単独組織の部素材）では持ち得ない高度な機能性を基材に
付加するための機能性界面・被覆膜形成技術。

  冷凍空調

冷凍、冷蔵、空調を行うため、製氷機器・冷凍冷蔵機器・空調機器等
を用いた設備の設計、製作、施工、維持管理するために必要な技術。

  発酵

酵母・細菌などの微生物が有機化合物を分解してアルコール、有機酸
などを生ずる過程で、酒・醤油・味噌・ビタミン・抗生物質等を製造
する技術。

  金属プレス加工

プレス機械に金型を取りつけ、金型を介して材料に力を加えて打ち抜
き、曲げ、絞り等を行うことによって金属を成型する加工技術。

  機械制御

力学的な動きを司る機構により動的特性を制御する動的機構技術。
動力利用の効率化や位置決め精度・速度の向上、振動・騒音の抑制
等を達成するために利用される。

  電子部品・デバイスの実装

回路設計に基づいて部品間を接続するために必要な導体パターンを
絶縁基板の表面又は表面とその内部に形成し、電子部品などの搭載
やベアチップの接続などを行う装着技術。

  真空

半導体、液晶パネル、光学部品、食品、医療品等の製造工程等におい
て、大気圧よりも低い圧力の気体で満たされている特定の空間状態

（真空状態）を作りだし、その状態を維持する技術。

  位置決め

工作物や加工工具等の位置を正確に定めて保持するとともに、連続し
た瞬間ごとにそれらの位置を正確に運転制御するために必要となる工
作機械等の部分品・付属品等によって実現する技術。

  複合・新機能材料

部素材の生成等に際し、新たな原材料の開発、特性の異なる複数の原
材料の組合せ等により、強度、剛性、耐摩耗性、耐食性、軽量等の物
理特性や耐熱性、電気特性、化学特性等の特性を向上する又は従来

にない新しい機能を顕現する複合・新機能材料技術。

  プラスチック成形加工

成形機に金型を取りつけ、熱溶融又は計量したプラスチックを金型内
に圧入し、化学反応や冷却により固化することにより所定の形状に成
形する加工技術。

  切削加工

工作機械と切削工具を使用して、被加工物の不要な部分を切屑として
除去し、所要の形状や寸法に加工する除去加工技術の一種。

  材料製造プロセス

目的物である化学素材、金属・セラミックス素材、繊維素材及びそれらの
複合素材の収量効率化や品質劣化回避による素材の品質向上、環境負荷・
エネルギー消費の低減等のために、反応条件の制御、不要物の分解・除

去、断熱等による熱効率の向上等を達成する材料製造プロセス技術。

  粉末冶金

原料として金属粉末を用い、添加物と混合させ、金型中に充填し、圧
縮成形（圧粉体）の後に焼結する技術。プレス成形法と金属粉末射出
成形法に二分される。

  情報処理

IT（Information Technology）（情報技術）を活用することで製品や製
造プロセスの機能や制御を実現する情報処理技術。製造プロセスに
おける生産性、品質やコスト等の競争力向上にも資する。

  繊維加工

紡績、糸加工、繊編加工、不織布、染色、機能性付与、縫製等、繊維を
対象とした様々な加工に関する技術。

  バイオ

微生物を含む多様な生物の持つ機能を解明・高度化することにより、
医薬品、エネルギー、食品、化学品等の製造、それらの評価・解析等
の効率化及び高性能化を実現するバイオ技術。

  溶射・蒸着

基材に対して溶射原料としての、粉体若しくは棒・ワイヤーにエネル
ギーを加えて溶融又は半溶融の状態にしながら高速で噴射し、基材上
で衝突凝固させて密着・積層することにより皮膜を形成する技術。

  精密加工

金属等の材料に対して機械加工・塑性加工等を施すことで精密な形状
を生成する精密加工技術。製品や製品を構成する部品を直接加工す
るほか、部品を所定の形状に加工するための精密な工具や金型を製

造する際にも利用される。

  高機能化学合成

さまざまな有機化合物を原料とし、化学反応により、ディスプレイ、光
記録、プリンタ、エネルギー変換等の分野で必要不可欠な有機材料を
化学合成する製造方法。

  測定計測

適切な測定計測や信頼性の高い検査・評価等を実現するため、ニーズ
に応じたデータを取得する測定計測技術

  鍛造

可鍛性（高温に加熱すると軟化して弾性を失い延性が大きくなる性質）
のある金属材料を高温に加熱して、ハンマやプレスなどで大きな力を
加えて所要の寸法形状に成形すると同時に、組織や性質を改良する

加工方法。

  製造環境

製造・流通等の現場の環境（温度、湿度、圧力、清浄度等）を制御・調
整するものづくり環境調整技術。

  熱処理

金属材料・製品に加熱、冷却の熱的操作を加え、金属組織を変化させ
ることにより、耐久性、耐摩耗性、耐疲労性さらには耐食性、耐熱性を
与える技術。

Category　補助事業
平成26年2月10日以降（平成26年度採択分）
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◎担当者：高田　青史
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株式会社つくば研究支援センター

Ｘ線ステレオ撮影による多層プリント基板図化技術の開発

研究開発の背景及び経緯

近年、プリント基板メーカーが各種電子機器メーカー向
けに出荷するプリント基板は、新機種のサイクルが早く且
つ高速化及び小型化傾向にあり、パターン幅が狭く、回路
も複雑で基板の多層化が進んでいる。そのため品質保証は
他社との差別化の意味でも必須テーマである。それゆえ主
に以下に述べる分野で、製造後のプリント基板をそれぞれ
の配線層ごとに、配線すなわち金属パターンを図化する技
術が求められている。
１． 配線が設計通りに製造されているか検査するため、現
在は主に電気検査で通電や抵抗のみを検査している製
造後検査における、形状検査のための図化

２． 過去に製造され、設計図等が失われた基板を再現した
り、それを改良して新たに基板を製造したりする場合
の図化

３． 製造物認証機関で、認証をうけた設計図や、基準とな
るプリント基板と、製造されている装置の基板に差異
がないか確認するための図化
基板内部を調べるためには、原理的に基板を透過できる

X線等による撮影が不可欠であり、産業用X線CTや蛍光X線
装置が存在するが、多層プリント基板を対象として実用化
に耐えるものはない。
例えば産業用X線CTでは3次元像を形成することができる

が、基板の図化で必要とされる10μmレベルの解像度の計
測対象は電子部品単位の小さなものであり、数十センチの
基板を一度に図化することができない。また売価も3千万
円以上と高価で装置も大きいなどの問題がある。一方、蛍
光X線装置では、理論上は蛍光強度の違いから層を判別す
ることが可能であるが、高い解像度を得るためにはビーム
を細くし精細に走査する必要があるため、基板全体の走査
に非常に長い時間を必要とする。加えて多層の複雑なパ
ターンでは、励起光および蛍光双方の強度が複雑に変化し
て層の識別が困難となるため、X線CTと同様に実用的では
ない。
本研究グループでは、本研究開発以前に、基板を微小に

移動することで擬似的にステレオ撮影し三次元計測する方
法により、二層プリント基板でそれぞれの金属層を分離し

て図化することに成功し、卓上でも設置可能な小型のX線
透過撮影装置を開発した。この装置は実用化段階を経て出
荷・利用されている。また、小さな対象物に限定されるが、
同一のX線透過撮影装置によって多方向から撮影したX線画
像によってCTにより立体化形状を計測することにも成功し
ていた。
しかし、産業的なニーズがより大きい多層プリント基板
を対象とした図化技術は、高解像度でのCT方式で行うには
対象が大きすぎること、現行の二層基板を対象としたシス
テムでは、二層基板より層間隔が狭い層の識別が困難なこ
と、などの理由により実用化されていなかった。

研究開発の概要及び成果

本研究開発の成果として以下の3点を開発した。
１． プリント基板の多層化や微細なパターン検査に対応し、

層別の図化に必要な、層間200μm以下での識別を実
現する複数撮像素子を有するX線透過撮影装置

２． 10μmでの撮像素子の3次元位置の相対値の計測を可
能とする高精度校正技術

３． 金属層の端点が4層以内で重るような特殊な場合でも、
その端点を識別し図化可能とするX線CT手法を応用し
た図化技術

　　　　　　　図1　装置の外観　　　　　　　　　　図2　4つの撮像素子

図3　装置構成の概念図

校正兼評価用の基板として層間200μmの6層基板を設
計・製作し、要求性能が満たされていることを確認した。

図4　校正兼評価基板設計図

図5　製作した校正兼評価基板

校正情報による重ね合わせ表示の様子、図化分離の一例
を以下に示す。

図6　複数素子画像重畳表示例

図7　図化分離結果例

また開発した図化技術（特許申請中）の派生成果として、
既存の多層基板を剥離して配線を露出させた基板をデジタ
ルカメラで撮影、もしくは光学スキャナーでスキャンした
カラー画像から領域色統計処理により図化する銅箔光学画
像図化ソフトウェアと、高精度に基板を層ごとに剥離が可
能な切削加工装置を開発した。これにより6層より多い多
層基板の図化にも対応することが可能となった。

図8　剥離基板図化例

図9　基板剥離切削加工装置

開発された製品・技術のスペック

X線透過撮影装置のスペックは以下のとおり。
CCDセンサ：画素20μm、1500 x 1000画素
本体寸法・重量：950 x 750 x 523（mm）、160kg
電源：100-240VAC、250W以下
検査可能基板寸法：330 x 250 （mm）
検査可能基板精度：最大6層、層間200μm

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　組込みソフトウェア

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　新たな適合分野への対応

高度化目標
組込みソフトウェア開発技術の創出
ⅲ）システムの統合化に向けた技術の高度化
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研究開発の背景及び経緯

温室効果ガス削減の観点から地球環境を保護するため、
資源のリサイクルが社会全体で行われている中で段ボール
シートの古紙含有率はおよそ95％であり、他の印刷用紙
や白板紙などと比べ非常に高い古紙含有率である。しかし、
段ボールシートの古紙含有率が高くなればなるほど、その
打抜き加工品質が低下し、製造ラインで様々なトラブルを
引き起こす一因となっている。一方で日本の段ボール生産
量は中国、アメリカに次ぐ世界第三位であり、日本の段ボー
ル生産量推移は年々増加傾向にあるため、古紙含有率に左
右されない品質の安定した段ボール打抜き加工が期待され
ている。抜型技術による低コスト及び短納期化が強く求め
られているのである。
ロータリーダイカッターの抜型製作現場において、切刃

継ぎ目の溶接や刃曲げによる切刃の位置決め精度向上によ
る打抜き精度向上を目指してきたが、いまだ達成できてい
ないのが現状である。当社では切刃不良に対し、切刃合
わせ部への溶接や切刃の木型に対する位置決め精度を向上
させるため、刃を曲げて木型に設置を行ってきた。しかし、
本対策で打抜き加工を行ったところ、以下の問題点が明ら
かとなった。
① 切刃継ぎ目には他の部位よりも過度の力が作用するた
め、溶接部の切刃が欠けてしまう。

② 刃曲げによる切刃の位置決め向上に取り組んだところ、
木型の合板の剛性が小さく、加工中に切刃の根元が変
形してしまう。

さらに近年では、世界最高速のロータリーダイカッター
が登場したため、従来の155rpm（155枚／分）であるの
に対し、250rpm（250枚／分）の生産速度に対応可能な
抜型が望まれている。抜型の寿命として、打抜き回数で最
低200万回以上と川下製造業者から定められているが、生
産速度250rpmの場合、抜型の耐久性が30万回にまで減少
してしまっている。
そうした現状を踏まえ、金型技術を高度化させ、ロータ

リーダイカッターにおける従来以上の高速回転生産を実現
し、段ボールシートの古紙含有率、薄物化、軽量化に応じ
た高精度・高耐久性の抜型技術の確立が喫緊の課題である。

図1　ロータリーダイカッター

研究開発の概要及び成果

前述のような背景とニーズから、（有）関口木型製作所
では木型の改良を行い、抜型の耐久性を向上させるための
取り組みを行ってきたが、目標とした耐久値を満たすまで
には至らなかった。
そこで本研究開発では、従来使用している切刃と、金型
と一体となった金型刃を融合させたハイブリッド抜型を開
発することで、川下製造業者からの抜型に対する生産効率
向上のための高品質化及び長寿命化のニーズに対応する取
り組みを行った。

 
図2　木型の課題と解決へのアプローチ

図3　金型刃の3Dモデル

図4　ハネ出しの可視化

また、抜型だけでなくアンビルと呼ばれる受け側の開発
を行った。
現状のソフト方式で使用されている硬質ウレタンは、打
抜き時の抜き圧を一定にすることができず、段ボールの品
質にもバラつきが生じているため、段ボールシート打抜き
時の加工品質を安定させ、且つ長寿命化に対応したアンビ
ルカバーの成形技術の開発を行った。

図5　開発したアンビルカバー

図6　アンビルカバーの熱画像測定

開発された製品・技術のスペック

開発されたハイブリッド抜型は主軸回転数のロータリー
ダイカッターに対応。70万ショット以上の耐久性を実
現し、打ち抜き後の段ボール製品の寸法精度は目標通り
±0.5mmを達成した。

図7　完成したハイブリッド抜型

段ボール製品等における高速ロータリーダイカッター加工に対応
した、ハイブリッド抜型（切刃と一体となった金型刃）の開発

公益財団法人群馬県産業支援機構

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　金型

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　高精度化・微細化 /低コスト化 /短納期化

高度化目標
金型技術の高度化 / 加工技術の向上 / 金型の低コスト化や短期
間製造などを可能とする新素材・新製造技術の構築
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◎所在地：〒386-8567　長野県上田市常田3-15-1　信州大学繊維学部内総合研究棟3F
◎担当者：湯浅　正樹
◎TEL：0268-23-6788　◎FAX：0268-23-6673　◎E-mail：ma-yuasa@tech.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：長野県工業技術総合センター、国立大学法人信州大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：ミマキ電子部品株式会社、長野計器株式会社
◎主たる研究実施場所：ミマキ電子部品株式会社　 

光波長測定装置用小型波長掃引光源モジュールの開発

公益財団法人長野県テクノ財団

研究開発の背景及び経緯

近年、高速道路や鉄道の橋梁やトンネルの経年劣化によ
る安全性信頼性低下が顕在化してきている。このような状
況の中、インフラ設備の劣化具合等の健全度を監視するこ
とは、保全作業などに対する負担を大幅に軽減すること
が可能となると同時に、災害時などでの迅速な健全度監視
ニーズにも対応が可能となる。これらインフラの健全度監
視のため光ファイバセンサ（FBGセンサ）が検討されている。
FBGセンサは一つの光ファイバに複数の測定箇所を作製

でき、多点計測が可能になる他、電源の供給が必要ないの
で設置が容易になる。また、本質的に外来ノイズの影響を
受けないなどインフラの監視用センサとして優れている。
一方、このようなFBGセンサを用いた測定には各FBGセ

ンサに応じた波長の光を発生する光源と、測定信号（光）
を受け取る光波長測定装置が必要であるが、現在の光波長
測定装置は非常に高価であり、大型であるために、普及に
は大きな障害となっている。そのため、低コスト・小型で
ありながら、信頼性の高い光波長測定装置が求められてい
る。光波長測定装置の基幹部品は波長掃引光源モジュール
であり、その波長掃引光源モジュールを低コスト・小型化
することが必須となっている。

 
事業概要

研究開発の概要及び成果

光波長測定装置の主要構成部品となる波長掃引光源モ
ジュールを、光学系と電子回路をコンパクトにまとめ光
電気混載モジュールとして小型化する。波長掃引光源
モジュールの主要部品であるAOTF（音響光学フィルタ、
Acousto-Optic Tunable Filter）モジュールを以下の図に示
す。

 
AOTFモジュール

AOTFモジュール内の光学部品は、全て光学結合してい
るため組立が非常に困難である。効率的に組み立てるため
に、以下に示す特徴と効果を有する高精度光学実装装置を
開発し、導入した。量産時の効率的な製造と低コスト化が
可能である。このAOTFモジュールを用いて小型波長掃引
光源モジュールを製作した。

  
高精度光学実装装置

高精度光学実装装置の特徴と効果

開発された製品・技術のスペック

製作した小型波長掃引光源モジュールを以下の図に示す。
小型波長掃引光源モジュールの波長掃引範囲は1525nm～
1565nm、光強度-20dBm以上、波長掃引速度は500μsec
である。

小型波長掃引光源モジュール

小型波長掃引光源モジュールの掃引範囲

また、小型波長掃引光源モジュールを内蔵した光波長測
定装置を以下の図に示す。本光波長測定装置の仕様はサン
プリング周波数200Hz、波長掃引範囲1530～1560nm、動
作温度範囲は-20℃～50℃である。

小型波長掃引光源モジュールと光波長測定装置

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　電子部品・デバイス実装

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　安全性・信頼性 /低コスト化

高度化目標
小型化・高密度集積化 /耐環境性 /低コスト化
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公益財団法人埼玉県産業振興公社
◎所在地：〒338-0001　埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2　新都心ビジネス交流プラザ3Ｆ
◎担当者：高橋　法幸
◎TEL：048-711-6870　◎FAX：048-857-3921　◎E-mail：noriyuki@saitama-j.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：群馬県立群馬産業技術センター
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：PLAMO株式会社、有限会社三友金型工業所
◎主たる研究実施場所：PLAMO株式会社

自動車マウント部品の樹脂化技術の開発

研究開発の背景及び経緯

プラスチック材料による部品において射出成形はその優
れた生産性により幅広く普及している。材料の問題として、
熱や紫外線等による劣化に対して長期信頼性に欠けていた
が、近年、劣化による問題は材料の研究開発により大幅に
改善してきている。また、電気自動車に代表される様に
熱そのものを発生せず熱劣化を環境から解決するイノベー
ションがある。
プラスチック成形加工による高強度部品としての使用制

限も存在する。その代表的な問題は製品強度を高めるため
に製品肉厚を厚くする必要があるがその際に発生する成形
上の代表的な問題として
①肉厚製品中心部にボイド（気砲）が発生する
②ウエルドライン※が発生する
③ヒケ・ソリ等による寸法精度の低下
上記問題を高い次元で解決する加工技術の開発が本研究

開発の目的である。
今までの射出成形技術では、材質にもよるが製品肉厚を

5mm以下とする暗黙の了解が存在していた。また、樹脂
製品設計の講習会等でも同様の解説を行ってきている。こ
れは通常の射出成形技術では5mm以下でないと製品内部
にボイドが発生し、ヒケ・ソリにより寸法精度が高めら
れないことを意味している（ウエルドラインは5mm以下
の製品でも問題）。しかし、この製品肉厚の制限をなくす
ことのできる加工技術が開発されれば今までの常識を覆し、
製品設計の自由度を広げ、プラスチック部品の使用範囲を
格段に広げられるものと考える。

※ 溶融樹脂が金型内を流入する際に合流する現象が発生す
る。その合流面が製品表面に現れウエルドラインという。
特に強化目的の樹脂としてはガラス繊維・カーボン繊維
を含有させた材料がありこの材料に対してはウエルドラ
インの強度低下が著しい。

研究開発の概要及び成果

自動車高強度部品の代表的なものとして「デフマウン
ト」を採用した。この部品は金属性のものが主流であり、
樹脂による採用は要求スペックを満足出来ず採用されてい
ない。

 

円環

支柱

図1　デフマウント製品

図1にデフマウント製品を示す。肉厚15mm 全長315mm 
重量440g 材質：66ナイロンガラス強化50％を採用した。
本製品における成形上の問題点として
・製品全体のボイド発生
・円環部を主としたウエルドライン発生
・製品全体の寸法精度
この問題点を高次元で解決する技術として自社開発した
加工技術（IMP工法/IMM工法）の併用技術の開発、各種
解析ソフト（流動解析/変形解析/圧縮解析）の導入と分析
技術の構築、金型構造設計技術の構築を行った。

通常成形品 研究開発成形品 

図２　ボイド発生状況

図2に通常成形品と研究開発成形品のボイド発生状況を
示す。製品を肉厚中央にて切断し研磨により面を整えたも
のである。通常成形品には多数ボイドが存在しているのが
確認でき、本研究開発成形品にはボイドが無いことが観察
できた。

図3　ウエルドライン発生状況

図3は円環部のウエルドラインを引張り試験により破断
した面を観察した写真である。左下が通常成形品であり、
平面的に破断しており、左上写真は製品の角を顕微鏡写真
で撮影したものであるが、ガラス繊維が破断面に沿って配
列しているのが解る。右下は研究開発成形品であり、ドー
ム型に破断しているのが観察できる。右上は破断面が毛羽
立っておりガラス繊維が立っていることが観察される。

通常成形品 研究開発成形品 

図4　真円度測定結果

図4に円環部真円度測定結果を示す。左が通常成形品で
あり、真円度514μmを示したのに対し右は研究開発成形
品であり、168μmを示した。

開発された製品・技術のスペック

表1　要求スペックと測定値（n＝10）

要求スペック 
測定値 

通常成形品 研究開発成形品 
引張り強度(円環部支持) 30KN 24KN 34KN 
曲げ強度（円環部支持） 16KN 40KN 50KN 
円環部真円度 0.3mm 0.38mm 0.20mm 

表1に要求スペックと測定値を示す。通常成形品での測
定結果を併せて提示する。全ての数値において研究開発成
形品の測定数値が改善しており。要求スペックに満足のい
く数値となっている。
これらのデータから解るとおり厚肉高強度部品製造を可
能とする技術開発を行うことに成功した。

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　プラスチック成形加工

川下の抱える課題及びニーズ
◦自動車に関する事項
　軽量化 /安全・快適

高度化目標
ボイドレス成形による厚肉部を有する部品のヒケ制御、強度向上 
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◎所在地：〒305-0047　茨城県つくば市千現2丁目1-6
◎担当者：高田　青史
◎TEL：029-858-6000　◎FAX：029-858-6014　◎E-mail：tci-is@tsukuba-tci.co.jp
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社HSPテクノロジーズ、IMAX株式会社
◎主たる研究実施場所：株式会社HSPテクノロジーズ

研究開発の背景及び経緯

自動車業界では、世界的な環境・エネルギー問題に対応
するため、燃費向上に向けて自動車各部の部品の軽量化を
進めてきた。特に、自動車部品をポリマー素材に代替する
ことで大幅な軽量化を実現してきたが、ガラス窓の軽量化
は実現していない。ガラス窓を従来の無機ガラスからポリ
マー素材に代替することで40％以上の軽量化が図れるこ
とから、最近、耐衝撃性に優れたポリカーボネート（PC）
を窓材として利用しようとする動きが活発化してきた。共
に透明ポリマーとして有名なPCとポリメチルメタクリ
レート（PMMA）は相補的な性能を有しており、PCは耐
衝撃性や延性に優れ、PMMAは弾性率が高く剛性に優れる。
従って、この両ポリマーの透明性を維持しながら、PCと
PMMAのアロイ化を図ることにより無機ガラスに代替可能
な透明窓材が創製されるはずである。しかしながら、従来
の成形加工技術を用いたPCとPMMAのアロイ化ではナノ
レベルでの混合ができずにアロイは不透明になってしまい、
肝心な透明性を損なう結果となっていた。そこで、本課題
では高せん断成形加工技術を用いてPC/PMMA系透明ナノ
ポリマーアロイを開発することによりガラス製自動車用窓
材の代替化、さらには自動車用照明カバーの薄肉化の実現
を目指した。

図1　従来技術

図2　新技術

研究開発の概要及び成果

本課題の目標は可視光波長域における透過率が80％以
上となる透明ナノポリマーアロイの創製加工条件を確立す
ると共に、アロイの材料設計指針の確立のために、ポリマー
組成と微細構造との相関及びポリマー組成と力学性能等と
の相関をそれぞれ解明し、自動車用部材としての最適化を
行うことである。この目標に沿って、以下の技術目標値を
掲げて研究開発を進めた。
①　 耐摩耗性（耐傷付き性）：テーバー摩耗試験において
⊿H 4 %以下＠100回転 

②　 力学強度（引張弾性率）：  2.5 GPa以上 
③　 耐衝撃性（シャルピー衝撃試験ノッチ付き）：  45 kJ/m2以上 
④　耐久性（耐ヒートサイクル）：　 
　　－30℃×2時間　⇔　80℃×2時間（12サイクル） 
⑤　 紫外線吸収性：　紫外線透過率　20%以下＠300 nm
⑥　断熱性（曇りにくさ）：熱伝導率　0.5 W/m/K 以下 
本研究開発の主要な成果は以下の通り。

1　 可視光透過率が８０％以上となる透明ナノポリマーアロイ
を創製する加工条件を確立した。 

2　 以下２項目の相関解明を行い、透明ナノポリマーアロイの
材料設計指針を確立した。 

・ポリマー組成と微細構造との相関 
・ポリマー組成と力学性能等との相関
3　 評価用サンプル作製のための金型を設計・試作し、評価用
サンプルを作製した。

開発された製品・技術のスペック

成果１）として図３に透明ナノポリマーアロイの分
光透過率曲線を示した。この図に示されるようにPC/
PMMA=90/10ならびに80/20組成のアロイは波長400 nm
以上で透過率が80 %以上となっている。
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図3　透明アロイ分光透過率

次に、以下の表１に示されるように透明ナノポリマーア
ロイの表面にシリカ粒子をハードコートすることにより、
耐摩耗性の指標となるテーバー摩耗試験の目標値をクリ
アーすることができた。

表1　テーバー摩耗試験結果

試料名 ⊿　H％
PC/PMMA=80/20 (1) 2.7
PC/PMMA=80/20 (2) 2.9
PC/PMMA=80/20 (3) 1.0
PC/PMMA=80/20 (4) 1.8
PC/PMMA=80/20 (5) 1.5

平均 1.98

続いて、力学強度として引張弾性率2.5 GPaを達成した結
果を図４に示した。この図では、力学性能としての応力－
ひずみ特性を示しており、この特性から弾性率を算出した。
耐衝撃性については、測定手段の関係から、分子レベル
で混合した透明ナノポリマーアロイの評価ができなかった。
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図4　力学特性

一方、耐久性（耐ヒートサイクル）に関しては、アロイ
表面にハードコートを施したサンプルの”反り”を評価した
ところ、概ね、耐久性に優れていることが実証された。また、
紫外線吸収性に関しては、紫外線ならびに熱線を同時に遮
蔽できる材料をアロイに分散させることにより、可視波長
域の透過率を確保しつつ、紫外部ならびに近赤外部の透過
率を抑えることに成功した。特に、近赤外部波長域の透過
を低減化させることにより、断熱性（熱伝導率0.25 　W/
(m/K））も確保することができた。図５には遮蔽材料の添
加濃度に依存した紫外～近赤外領域の分光透過率の推移を
示した。

数字は原料
ＰＣに対する
遮蔽材料の
添加量

図5　熱線遮蔽材料分散系の分光透過率

最後に、評価用サンプルとしてのテストピースの写真を
図６に示した。

図6　テストピース

無機ガラスに代替可能な透明ナノポリマーアロイの開発

株式会社つくば研究支援センター

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　プラスチック成形加工

川下の抱える課題及びニーズ
◦自動車に関する事項
　軽量化

高度化目標
薄肉化、中空成形、発泡成形技術の向上/繊維強化等の複合材料、
高速複合材料成形、高精度加工技術の向上
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研究開発の背景及び経緯

情報家電や自動車では電気・電子機器の小型化・高集積
化・高機能化が進み、実装部品の発熱や部品の温度上昇に
よる機能トラブルや電子部品の短寿命化が問題となってい
る。とりわけ、自動車のパワーエレクトロニクス部品や高
輝度発光ダイオード（LED）照明用部品では、絶縁構成部
品の放熱性の向上が求められている。
熱対策としてヒートシンクなどの放熱部材を使用すると

き、発熱体と放熱部材（ヒートシンク）との間に熱伝導シー
トをはさみ、放熱効果を高めるとともに絶縁性をもたせる
（図1）。
一般に用いられている絶縁樹脂の熱伝導率は0.2～0.3W/

（m・K）程度と低いため、熱伝導性を高めるためにセラミッ
クス系フィラーを高充填する方法が用いられている。数
W/（m・K）以上の高い熱伝導性をもち、かつ、柔らかい
シートにするためには、非常に高価な窒化ホウ素や窒化ア
ルミニウムをフィラーとして使わざるをえないのが現状で
ある。安価な高熱伝導性樹脂の開発が電気・電子機器のさ
らなる高性能化・コンパクト化の重要なキーとなっている。

熱源

熱伝導性シート

ヒートシンク

熱伝導方向

図1　熱伝導性シートの使われ方

研究開発の概要及び成果

本研究開発では、熱伝導率は高いが、硬度が高いために
あまり利用されてこなかった高熱伝導性フィラーに着目し、
高熱伝導性フィラーの硬さを抑えながら、高熱伝導性を維
持した複合高熱伝導性フィラーを開発した。開発したフィ
ラーは、製造工程での機械装置への負荷（摩耗性）を低減し、
開発した複合熱伝導性フィラーとアクリル系エラストマー
樹脂とを複合した熱伝導シートは、高熱伝導性フィラーを
用いたシートよりも高い熱伝導率を得た。
粉体材料の摩耗性評価方法は様々あるが、本研究の用途

（押出機や成形機による加工）に合致した方法がないため、
独自の摩耗試験機（図2）を考案した。考案した試験方法
は、溶融した樹脂の代替として、シリコーン樹脂と熱伝導
性フィラーを混合した試料をステンレス板上にのせ、上部
のモーターによりアルミ板に回転運動を与え、試料とアル
ミ板の回転摩耗から起こるアルミ板の摩耗減量から、摩耗
性を評価する。

ステンレス板

アルミ板

回転（100r.p.m)

試

料

荷重

（500g)

図2　考案した摩耗試験機

開発した複合熱伝導性フィラーの摩耗減量は、図3に示
す通り、硬い高熱伝導性フィラーの磨耗減量より25％低
減した。また、複合熱伝導性フィラーを用いたシートの熱
伝導率は6.2W/（m・K）になった（図4）。高熱伝導性フィ
ラーと比較して、加工時の機械への負荷を低減し、高熱伝
導性を有するフィラーを開発することができた。
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図3　高熱伝導性フィラーと複合熱伝導性フィラーの摩耗減量
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図4　高熱伝導性フィラーと複合熱伝導性フィラーを複合したシートの熱伝導率

開発された製品・技術のスペック

開発した複合熱伝導性フィラーを用いた熱伝導シートの
熱伝導率は、目標の5W/（m・K）を達成した。市場のニー
ズに合わせて熱伝導性フィラーの充填量を抑え、製品のゴ
ム硬度を柔らかくして、熱伝導率が1～2W/（m・K）、厚
さが0.5mmの熱伝導シートの製作が可能となった。

表1　複合熱伝導性フィラーを用いた熱伝導シートの特性

項目 単位 数値

熱伝導率 W/(m・K) 6.2
電気抵抗率 Ω・cm 1.2X1012

柔軟性 アスカーD 58

◎所在地：〒432-8036　静岡県浜松市中区東伊場2丁目7－1　浜松商工会議所会館8F
◎担当者：米谷　俊一
◎TEL：053-489-8111　◎FAX：053-450-2100　◎E-mail：kometani@hai.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：地方独立行政法人大阪市立工業研究所
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社大豊化成、エス・ジー・ケイ有限会社
◎主たる研究実施場所：株式会社大豊化成
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研究開発の背景及び経緯

平成26年人口動態統計では日本人口の1億2,708万人で年間の死亡
数は127.3万人、死亡原因のうち悪性新生物（がん）は37.9万人 （29.8%）、
心疾患は19.7万人（15.5 %）、脳血管疾患は11.4万人（9.0%）である。
増加傾向にある膵臓がんの診断では、超音波内視鏡（EUS）を利用

した低侵襲な方法が普及し始めており、術者である医師の手技が重要
になっている。
十二指腸をはじめ、総胆管や膵臓等の周辺の複雑な形状を超音波

ファントムとして機能するように作り込めれば、EUS-FNAのトレーニング
に用いる臓器モデルが実現でき、膵臓がんなどの確定診断を行う低
侵襲な方法が普及し、早期の発見治療が可能になり、結果として膵臓
がんによる死亡率を下げられると期待される。
さらに、EUS-FNAは、がん組織に薬剤を直接注入したり、症状を改

善させたりする治療への応用も進み始めており、手技トレーニングによ
り、操作技能が高められれば、患者への負担も大きく軽減できる。
一方、高度医療機器分野における計測精度の保証は、機器の高性

能化および多機能化の進展に伴い、より一層重要な課題となり、計測
基準であるファントムの高品質、多様性や複雑化が必須である。
磁気共鳴画像装置（MRI）は、すでに日常的な高度医療機器の1つで

あり、日本の人口当たり導入台数は世界一多く、約5,990台が利用され
ている。なお、全世界では約25,000台のMRIが欧米を中心に導入され
ている。
これらのことから、消化器系がん診断向け内視鏡関連装置の普及

に不可欠な手技トレーニング用モデルや、多機能・高性能化の進む
MRIでの計測基準用ファントムおよび計測システムを、3Dプリンタを活
用した成形加工技術を応用して技術開発することとした。
さらに、これらの開発技術により、これまで困難であった複雑な臓

器構造を再現するとともに、画像撮影装置による診断情報の取得を
可能にするため、生体の診断・評価に役立つ低価格なトレーニング用
モデルやMRI用ファントム・計測システムを製品化することとした。

研究開発の概要及び成果

本研究開発では、第1に、がん診断におけるEUS-FNAの技能向上と
普及において安価な軟体状の臓器モデルを手技トレーニングに供す

ることにより、適正なEUS-FNAによる膵臓がんの早期発見を促すため
の技能向上を図ること。第2に、MRI撮影診断における計測技術の格
差是正と定量評価を実現するために、生体の構造や特性に近いファン
トムを開発し、撮影画像の精度保証や信頼性を確保すること。さらに、
MRエラストグラフィ（MRE）システムの要素技術の開発と定量的な評
価のために、計測標準ファントムを実現することを狙った。
【1】EUS-FNA手技トレーニング用モデルの開発
複数臓器の組合せと穿刺部位の取り替え部品化を可能とする3Dプ

リントによるモデル作成法を研究開発するとともに、マルチマテリアル
構造のモデル製作を試行した。さらに、超音波撮影が可能な生体を模
擬した臓器モデルを実現するために、材料の選定と臓器モデルの作成
法も考案した。
本件に関しては、国際出願PCT/JP2015/083504「3次元造形物の製

造方法、3次元造形物の製造装置、3次元造形物及び造形材料」を出
願済みであり、3Dプリンタを用いた3次元造形物の製作において、強度
が高く、柔らかいモデルを実現した。
【2】MRIファントム計測システムの開発
血管の硬さと形状を近似したモデルを開発するとともに、モデル内

の疑似血流をMRIで測定し、血管内の流れ場の計測を行い、その妥当
性を計算流体力学（CFD）解析ならびに粒子画像流れ測定法（PIV）に
より検証した。
血管ファントムは動脈瘤をもち、実際に治療で用いられるコイルを

挿入した状態で、コイル周りの流れを捉えることができる仕様とした。
本モデルはPVA-Hにて作成され、作動流体をグリセリン水溶液および
NaI水溶液の混合液とした。図1にPVAモデル内に留置したコイルモデル
と流れの速度ベクトル分布を示す。

図1　コイルモデルと流れ速度ベクトル分布

 【3】MRE標準ファントムの開発
結合組織や骨組織の硬軟性は、生体組織の構成要素である細胞

間物質の物理化学的な性質に依存するが、生体組織の機能に応じて
組成や構築が異なるため、生体組織によって力学的性質も異なる。ま
た、疾病や機能障害が生じた生体組織は形状だけではなく、硬さにも
変化が現れる。
生体軟組織の物性は診断指標として重要であることから、従来か

ら触診が行われているが、医師の経験に依存した定性的評価である
ため、良悪性を定量的に評価したり、経時的な変化を正確に捉えたり
することが困難であり、MRE は触診の拡張として、粘弾性率という定

量的な診断指標を可視化できる新しい撮影診断手法である。
本研究開発では、生体組織の弾性率を±10%以内で再現できる素

材および組成をもとに作成されたゲルファントムを開発するとともに、
このファントムを用いてMREのもつ定量性および空間分解能の評価を
実施した。なお、図2にMREシステムの概要を示す。
さらに、開発したゲルによる内包型円柱状ゲルファントムを利用して

臨床用MRIを用いたMREシステムの空間分解能を評価し、直径15 mm
以上の埋め込み領域を検出可能であることを確認するとともに、均一
なファントムを利用して再現性を評価して誤差7％以下であることを確
認し、開発されたMREエラストグラフィ用ファントムは、臨床用MRI装置
を用いたMREシステムの空間分解能や再現性の評価に利用可能であ
ることを明らかにした。

 
図2　MREシステムの概要

開発された製品・技術のスペック

【1】3Dモデリングソフトウェア
3D生体構造モデリングソフトウェア「CMMed」は、CTやMRIによ

る撮影画像の取得を行い、3D形状生成をはじめ、心拍同期の画像
認識、関心領域の時間的・空間的モデル生成、異なる画像モデルの
重合による3Dモデリングなどの機能により、コンピュータ上で3Dモ
デリングを実現させるプログラムである。
本研究開発では、新たに開発されたCMMedを用いて、EUS-FNA

の対象とする膵臓をはじめ、胃や十二指腸の臓器モデリングを実施
した。図3にCMMedの操作画面とモデリングされた臓器画像を示す。

 
図3　CMMed操作画面と臓器モデル

【2】3D生体レプリカ
CMMedを用いて生成された3Dモデルデータにもとづき、複雑な

臓器形状・血行などを実体模型で再現した。図4は、3Dプリンタを
利用して、新たに開発した造形材料ならびに製作手法により、完成
した柔らかな生体レプリカであり、超音波撮影にも対応できる仕様
になっている。

 
図4　生体レプリカ

【3】MRE標準ファントム
従来型ファントムの問題点を解決する素材として、化学構造的に

安定であることから長期安定性が期待でき、生体組織と同等の弾
性率でありながら丈夫であるアクリルアミドゲルを利用した。一方で、
アクリルアミドゲルファントムは、損失弾性率が低く、生体に比べて
粘性が低い弾性体であり、MRI関連パラメータであるT1・T2緩和時
間が生体組織と比べて長いため、アクリルアミドゲルファントムを基
準として、粘性を高くするための物質としてはグリセリン、T1・T2緩
和時間を短縮するための物質としては塩化ニッケルを加えたファン
トムを開発した。グリセリン量を最適化することで、図5に示すヒト
肝臓と同程度の貯蔵弾性率と損失弾性率となるゲルファントムが作
成できた。

 
図5　MRE用内包型円柱状ゲルファントム
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金属ガラス粉末成形による長寿命・高耐食・高強度な
ミニチュアベアリングの内・外輪生産技術開発

研究開発の背景及び経緯

歯科治療器具のハンドピースに内蔵されているミニチュ
アベアリングは、回転速度約40万rpmという超高速回転で
使用されており、治療中や洗浄時には、洗浄水、消毒剤、
研磨剤、アルコール洗浄剤、体液など様々な液体に接触す
るために高強度・高耐食性が求められている。そのため、
現状のミニチュアベアリング寿命100時間～500時間のバ
ラツキを解消するために、ミニチュアベアリング寿命の安
定化と2倍以上の長寿命化が課題となる。
ミニチュアベアリング・メーカーには、治療時の患者へ

の負担を小さくするため、さらなる小型化や低騒音・低振
動化を実現する上で、寸法精度の向上や軌道表面の平滑化
が要求されている。
本研究開発の目的は、金属ガラス粉末の加熱加圧成形法

により、歯科医療機器用ハンドピースヘッド部分に使用さ
れる長寿命・高耐食・高強度なミニチュアベアリングの
内・外輪の生産技術を開発することである。そこで、粉末
冶金技術の特長である金型を使用した粉末成形技術を活用
し、低価格原料で高耐食性がある金属ガラス粉末の過冷却
液体温度内(ガラス遷移温度内)での加熱加圧成形工法を用
い、量産化製造技術を開発することで、上記課題の解決と
市場受容価格の達成を目指すものである。

図1　歯科医療機器用ハンドピースヘッド部分

研究開発の概要及び成果

1　最適原料組成の検討
大気中で粉末の加熱加圧成形が可能でありステンレス材
SUS316Lに比較して2倍の高耐食性を有し強度2500MPaで
あるNi基金属ガラスの組成を開発した。

表1　Ni基金属ガラス材料比較表　青字が開発材料

さらに高強度であるFe基金属ガラスの組成(表2)を決定
し成形条件研究中である。

表2　Fe基金属ガラス材料比較表　青字が開発材料

成分の割合により特性を調整して最適化を行う。

2　高能率成形設備の開発
金属ガラス粉末は35μm以下の微粉末であり全自動設備
を開発するに当たり多くの課題克服が必要であった。主
な開発項目は0.1mg精度で秤量可能な自動秤量装置の開発、
その粉末をすべて成形用金型へ充填する技術開発、金型材
質と形状の最適化、加熱加圧成形条件の最適化である。

図2　高能率成形設備の外観写真

急速加熱・圧縮試験装置を作製しNi基金属ガラスの急速
加熱下の圧縮変形挙動を調べた。
加熱速度 HR = 1～40 ℃/s において、ガラス遷移温度Tg、
結晶化開始温度Txsの高温側へのシフトが認められた。同
時に過冷却液体温度域 ΔTxにおける粘性係数 λ は低下し、
HR =0.17℃/s 時に対してHR = 40 ℃/sの場合には粘性係数 
λ が約1/1000　(ひずみ速度が1000倍)となり、高効率超
塑性加工が可能であることが明らかとなった。
上記結果を踏襲して装置改善と条件設定を行い、Ni基金
属ガラスは窒素ガス雰囲気中で成形可能となり目的とした
量産成形速度を達成した。

図3　加熱速度と粘性係数の関係

3　成形金型の高精度化と寿命向上
金属ガラスの高転写性を生かすために金型作製工法の開
発を行い、高速回転マシニング加工のみで真円度1.38μm
表面粗さ0.02μmの高精度を達成した。高周波誘導加熱によ
る急速加熱と300～550(℃)の高温で加熱加圧成形に耐える金
型材質として超微粉超鋼とハイス材の組み合せを採用した。

4　ミニチュアベアリング特性向上の検討
金属ガラス材料を採用したベアリング寿命評価方法の検
討として、過酷な潤滑状態(フレッチング摩耗)を模擬した
試験機により、組成、相手材、潤滑方法の最適化により軸
受鋼(SUJ2)材と比較を行った。Ni基金属ガラスの耐摩耗性
は劣るがFe基金属ガラスは同等以上の特性があることが
確認できた。

図4　耐摩耗性試験結果

開発された製品・技術のスペック

Ni基金属ガラス(NiCrPBNb)製品
高能率成形装置で生産が可能となり、量産を前提とした
開発が行える。金属ガラス材料としての品質保証方法の確
立が課題となっている。

図5　Ni基金属ガラス成形品　　　　　　　　図6　断面写真

図37　Ni基金属ガラス製ベアリング

Fe基金属ガラス製品
Fe基金属ガラスは成形温度も高く粘度が高いうえに金
属粉末の酸化被膜除去しにくい材料である。そのため今回
開発した高能率成形装置の仕様ではFe基金属ガラスの成
形は難しく新たな成形条件の研究と設備開発を行う。

FeXMoPCBSi

FeXMoPCBSi

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　粉末冶金

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　高機能化 /環境配慮
◦医療機器に関する事項
　高信頼性の実現

高度化目標
製品の高機能化の実現に向けた粉末治金技術の高度化 /グロー
バル競争に対応する成形及び焼結技術の向上によるコスト低減
/耐食性、強度、生体適合性の高い部材の製造技術の開発
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

溶
射
・
蒸
着

25年度採択
委託事業

［小規模事業者型］

研究開発の背景及び経緯

近年、自動車やスマートフォン、IT家電など、多数のセ
ンサーを内蔵した機器が私達の身の回りに増えてきた。さ
らに、ここ数年でロボットが身近な存在になりつつあり、
そこでは各種センサーがまさに眼や耳として機能している。
それらのセンサーは、主として半導体デバイスで構成さ

れており、特にコンシューマー製品向けであれば低コスト
である。つまり、光・温度・ガス・イメージ・圧力・加速
度・ジャイロなど様々なセンサーは、先人たちの努力によ
り、既に高機能化・コストダウンが高レベルで達成されて
いる。ただし、（水）溶液センサーは、食品検査・臨床検査・
POC（ポイントオブケア）など需要が高そうであるにもか
かわらず、進化の波に取り残されている。
血糖値を測るバイオセンサーを除けば、一般に普及して

いる溶液センサーは、大昔から構造の変わらない濁度計ぐ
らいしかない。高感度な溶液センサーといえば、研究機関
や検査センターに設置されている、フローサイトメトリー・
光散乱・SPR（表面プラズモン共鳴）を使ったものなどで、
非常に高額なものばかりである。
このような課題を解決するためのブレークスルーとなり

うる「導波モードセンサー」技術が、国立研究開発法人
産業技術総合研究所で開発された。導波モードセンサー
は、溶液の「屈折率変化」と「色の変化」を高感度かつ定
量的に検出可能であり、シンプルな光学系で構成される光
センサーであることから、溶液センサーで従来トレードオ
フの関係にあった「高感度」、「モバイル性」、「定量性」が
高レベルで統合されている。有限会社シーアンドアイで
は、早くからその可能性に注目し、溶液センサー市場で未
開拓の「モバイル型高感度センサー」に狙いを絞って応用
開発を進め、平成27年度にモバイル型導波モードセンサー
「Eva-M01（図1）」を市場投入した。
モバイル機器であるからには、「パーソナル」かつ「オ

ンサイト」での利用が前提となり、「使い勝手」に加えて「コ
スト」が重要なマーケティング要素となる。

図１　モバイル型導波モードセンサー（Eva-M01）

Eva-M01で、機械部分の開発はひとまず完了したが、消
耗品たるセンサーチップの中核部材にSOQ（Silicon on 
Quartz）を使うと、コストダウンが困難で、簡易的な臨床
検査や水質検査などでニーズが見込まれるターゲットプラ
イスに遠く及ばないことがわかった。
よって、平面導波路として光学的に優れた特性をもつ
SOQと同等のものを、安価な原料と加工法で作製する手法
の開発が必要となった。

研究開発の概要及び成果

SOQが高価な理由は、基板に高価な合成石英を使用して
いることと、加工に大量生産が確立されていない半導体プ
ロセスを用いているためである。
幸いなことに、導波モードセンサーは、紫外領域の光を
用いる必然性がないため、通常の光学材料で問題ない。よっ
て、図2に示すように、原料に低融点ガラスを用いてプリ
ズムを整形し、PVD（スパッタ）プロセスによりプリズム
上に直接多層膜をコートする方法が有望と考えた。

図２　センサーチップコストダウン手法

この開発における中心的な課題は、可視光領域内で結晶
性シリコン（c-Si）に近い光学特性（n,k：屈折率、消衰係
数）を持つ数十nmの薄膜をPVDプロセスで成膜する技術
の開発である。最新知見や協力機関のアドバイスを元に検
討を進めた結果、微結晶シリコン（μc-Si、図3参照）を
始め、上記の条件を満たす複数の材料および成膜方法の開
発に成功した。

図３　μc-Siのラマン分光スペクトル

本研究開発の主目的は、従来技術と同等の性能を維持し
つつコストダウンを図ることであり、量産技術開発に注力
した結果、最終的に目標（コスト1/3以下）を大きく上回
るコストダウンに成功した。
販売価格も当初予定していた価格の約半分まで下げるこ
とが可能となり、より広範なニーズに対応できる。

開発された製品・技術のスペック

開発した多層膜コートプリズムは、図4（右）に示すよ
うに細長い台形プリズムの長辺側の面に2又は3層の薄膜
がコーティングされたものである。実際には、図4（左）
に示すように、樹脂製セル（長手方向に4つサンプル溶液
を入れる穴が開いている）と組合せ、図1のEva-M01の中
央にセットして測定する。

図４　多層膜コートプリズム（開発品）

このセンサーチップとEva-M01を組合せて、測定される
実際のスペクトルは、図5に示す。図5は、青線がセルに
純水を入れた状態であり、純水を10％NaCl水溶液に入替
えると、赤線に変化する。この変化は、屈折率にして0.0175
の変化であり、導波モードセンサーは、これをディップボ
トム波長の変化（Δλ＝28nm）として検出する。

図５　開発品の実測スペクトル

◎所在地：〒305-0047　茨城県つくば市千現2-1-6
◎担当者：高田　青史
◎TEL：029-858-6000　◎FAX：029-858-6014　◎E-mail：tci-is@tsukuba-tci.co.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立研究開発法人産業技術総合研究所
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：有限会社シーアンドアイ
◎主たる研究実施場所：有限会社シーアンドアイ

光導波モードセンサ用多層膜コートプリズムの開発

株式会社つくば研究支援センター

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　溶射・蒸着

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　生産性の向上

高度化目標
皮膜・薄膜の諸特性の向上
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

25年度採択
委託事業
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研究開発の背景及び経緯

自動車エンジンは、ダウンサイジングや低燃費化・高機
能化に伴うエンジン内の高温化・高圧化が進み、ターボ
チャージャー用ウェストゲートバルブ等のエンジン部品は
従来のステンレス材から耐熱機能に優れたNi基超耐熱合金
部品へと置き換わりつつある。しかし、Ni基合金は鍛造性
が悪く、従来の生産技術では生産性が低いため生産コスト
が高く、コスト低減が課題となっている。

研究開発の概要及び成果

本研究は、高精度且つ高生産性となるNi基合金高精密
鍛造品の生産技術を実現するため、高圧スライド加工法
（High-Pressure Sliding : 以下「HPS法」という。）によって
Ni基合金材の組織改質（結晶粒微細化による成形性の改善）
を行い、その処理材を超塑性鍛造するという一連のプロセ
スを開発するものである。
研究達成目標として、HPS法による組織改質ではインコ

ネル718をベースに結晶粒径1μmの達成、ウェストゲー
トバルブ用素材サイズ∅20×30mm以上の組織改質を可能
とするHPS試験装置の設計・製作及び従来の鍛造工法に対
する成形荷重の50％低減、ユーザ耐久試験用のウェスト
ゲートバルブ実体試作品の完成を目指した。
具体的な課題は、HPS法による組織改質コントロール技術

の研究開発と、大型試料の組織改質を可能とするHPS試験装
置の開発、さらには組織改質した素材を高精度・低荷重で
成形する新鍛造法の研究開発で、一連のプロセスを成立さ
せるための金型及び関連装置の開発についても取り組んだ。

開発された製品・技術のスペック

1）HPS強加工試験装置の開発
HPS法の基本構成を図1に示す。中央に配置した押し棒

と上下金型の間に試料を配置し、上下クランプした状態で
押し棒を前後方向に押し出し、試料にせん断ひずみを導入
することで結晶粒を微細化するという技術である。

図1　HPS法の基本構成

予備試験で得られた知見を基に、図2に示す縦・横2軸
の計3軸を有するHPS装置を開発した。
当初横軸は1軸のみの設計であったが、研究の進展に
よって得られた知見を反映し、初期設計の横軸（A軸）に
対向する新たな横押軸（B軸）を追加し、前後対向軸によ
る往復HPS加工を可能とする装置が完成した。

図2　開発したHPS強加工試験装置

2）組織改質技術の研究開発
HPS法の原理把握、ひずみ印加ノウハウ蓄積を目的に、
比較的加工難易度の低い材料から当該開発装置を用いた組
織改質試験を行い、着実なステップを積み上げながら、イ
ンコネル718の組織改質技術の開発に取り組んだ。本装置
により組織改質したインコネル718試料を図3に示す。

図3　受領材と組織改質材

インコネル718の受領材（市販材）と組織改質材の組織
写真を図4に示す。～100μmあった結晶粒を～200nmに
微細化することができた。
各試料の高温引張試験結果を図5、図6に示す。受領材

では35%、溶体化材、時効材は15%の伸びしか得られなかっ
たのに対し、組織改質材では400%を超える超塑性伸びが
確認できた。また、引張強度は1/3に低減した。

図4　受領材と組織改質材の内部組織

図5　高温引張試験の結果（応力-ひずみ線図）

図6　高温引張試験後の試験片の様子

この技術を応用することにより、最大100×150×1mm
の組織改質材の作成に成功した。

3）超塑性鍛造技術の研究開発
組織改質した板試料を積層し、高温圧縮試験を行った結
果を図5に示す。850℃受領材と同じ真ひずみ量での真応
力値を比較すると、組織改質材は80%減と目標の50%を上
回る強度低減効果が得られた。試験温度を800℃とした場
合も35%まで圧縮強度は低減しており、強度と成形温度の
バランスを加味した条件設定が可能と考える。

図7　高温圧縮試験の結果（真応力-真ひずみ線図）

4）まとめ
本研究では将来の量産につながる革新的な成果が得られ
たものの、事業化に向けてはさらなる研究が必要である。
今後、各要素技術の深堀を進めるとともにユーザ耐久試験
用試作品の製作を通じ、事業化につなげていきたい。

◎所在地：〒184-0005　東京都小金井市桜町1-15-11-210
◎担当者：岩田　健二
◎TEL：042-384-3540　◎FAX：042-385-3520　◎E-mail：k_iwata@tanzo-kumiai.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立大学法人九州大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：長野鍛工株式会社、株式会社ノトアロイ
◎主たる研究実施場所：長野鍛工株式会社

Ni 基超耐熱合金の組織改質と高機能ターボ部品の
開発研究

鍛造技術開発協同組合

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　鍛造

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　高機能化 /低コスト化
◦自動車に関する事項
　軽量化

高度化目標
ニアネットシェイプ、複合一体化、組織微細化コントロール技
術の向上/低燃費を可能とする新エンジン開発のための新素材・
新構造鍛造技術の高度化
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研究開発の背景及び経緯

本研究開発対象である真空装置用のSUS304製大型容器
は、川下企業より多様なサイズや肉厚差のある形状への
ニーズがあり、かつその一体構造化が求められている。し
かし、容器形状（大型・肉厚差）及び難加工材であること
から、現状、鍛造によるニアネットシェイプ化が困難であ
るため、「切削工法」もしくは「溶接工法」により製造さ
れているが、これらの工法では材料歩留まりが悪い上に工
程数も多く、コスト高となることから、その解決が求めら
れている。
そこで、タンレイ工業株式会社では前述のような容器を

一体で成形可能で、かつ多様な形状に対応できるブレーク
スルー技術として、同社の基盤技術である「リング鍛造」
と「フローフォーミング（以下、FF）」を組み合わせた複
合成形法の開発を平成21年から進めてきた。
ただし、通常FFは冷間で行われるため、アルミなど加工

硬化の小さい材料を対象とした加工法であり、加工硬化の
大きなSUS304では加工荷重が非常に大きくなる。

図1　新加工技術の概要

そこで、本研究では、リング鍛造と加工中の温度制御を
取り入れた熱間FFを組み合わせ、難加工材であるSUS304に
対応した新たな成形技術を開発することにより、材料ロス
の削減、短工期化、低コスト化を実現することとした（図1）。

研究開発の概要及び成果

・リング鍛造による中間素材形状の検討
重量削減のためリング鍛造での内径の異形化に取組み、
目標とする中間素材形状を実現した（図２）。

図2　リング鍛造による中間素材（外径約300mm）

・シミュレーションを活用したFF技術の開発
適切な成形温度範囲を把握するため、SUS304の高温材
料試験（図３）を行い高温領域の変形抵抗を調べた。

　
図3　SUS304高温材料試験の結果

次にFF時（図４）に発生する装置の変形、加工荷重を把
握するための荷重・変位測定システムを開発するとともに、
基礎成形試験を行い加工ローラーの形状とモーションの違
いによる材料の流れを把握した。

　
図4　熱間FFの様子

また、大変形に対応した計算を実現するため、精度のよ
い6面体リメッシュ技術を開発して（図５）、基礎成形試験
で得た知見と合せて、最適なローラー形状とモーションに
よる新加工法を開発した（図６）。

　
図5　大変形に対応したリメッシュ技術の開発

　
図6　FFのシミュレーション結果

・最適な加熱条件の検討
短時間で高温へ加熱するために高周波加熱装置を開発し
た（図７）。また熱画像装置による温度測定と加熱条件の
検討により、最適な温度分布への加熱を実現した。

　
図7　高周波加熱装置

・実用化技術の開発と品質評価
図8に示すような試作用ラインを開発し、目標とするサ
イクルタイムが実現できることを確認した。

　
図8　開発した試作用ライン

必要な検査項目及び検査方法で本技術による成形品の検
証を行い、川下企業からの評価を得た。

開発された製品・技術のスペック

本研究で開発した新加工技術により、目標値である切断
重量21.5㎏以下、加工時間10分以下で出荷形状にて黒皮（削
り残し）のない製品の加工を実現した（図９）。

　
図9　開発した新技術で加工した製品

◎所在地：〒951-8061　新潟県新潟市中央区西堀通6番町866番地　NEXT21　12階
◎担当者：関田　桂子
◎TEL：025-226-0550　◎FAX：025-226-0555　◎E-mail：info@niigata-ipc.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：新潟県工業技術総合研究所
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：タンレイ工業株式会社
◎主たる研究実施場所：タンレイ工業株式会社

公益財団法人新潟市産業振興財団

真空装置用ステンレス製大型容器の多様な形状に対応する新加工
技術の開発－リング鍛造と熱間フローフォーミングの複合化－

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　鍛造

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　高機能化 /環境配慮 /短納期化 /低コスト化

高度化目標
ニアネットシェイプ、複合一体化、組織微細化コントロール技
術の向上 /省エネルギー、環境等の調和性の向上
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

25年度採択
委託事業

［一般型］

動
力
伝
達

研究開発の背景及び経緯

樹脂歯車は低強度・高剛性であるため、動力伝達時の荷
重による歯の振動等により歯及び歯車自体の破損ならびに
歯車伝達精度に課題がある。樹脂歯車の自己潤滑性を保持
し、しかも高強度・耐久性を有する樹脂歯車のニーズは極
めて大きい。金属歯車は潤滑油（オイル）の使用が不可欠
である。この課題を解決するものとして、まず、金属円板
表面に樹脂を薄くインサート成形することに成功した。次
いで、手作業により歯車の一種のスプラインの樹脂コー
ティングにも成功した。われわれは、インサート成形のみ
によって作製した樹脂コーティングの平歯車を「ハイブ
リッド平歯車」と呼んでいる。
さらに、金属平歯車の全歯面に樹脂小片を接着剤で貼付

したモデルハイブリッド平歯車を作製し、騒音低減効果を
見出した。これらの結果はトライボロジー分野の国際雑誌
Wear, 266, 639-645（2009）及びWear, 266, 893-897 （2009）
に掲載され、国際的に注目された。
しかしながら、インサート金属平歯車は樹脂コーティン

グの必要上、市販の平歯車と形状が異なるため、そのホブ
加工費及び手作業による同歯車の各種前処理工程、手作業
による横型射出成型機を用いたインサート成形に長時間
を要する等の課題を解決することが事業化の大きな課題で
あった。これらの課題を解決するために、鋭意工夫を行い、
本研究開発を成功することができた。

研究開発の概要及び成果

インサート金属平歯車製作の低コスト化を図るために金
型を用い焼結法によりインサート金属平歯車【図1】を作
製し、量産化による低コスト化を実現した。同焼結インサー
ト金属平歯車の表面は、全体としては平滑であるが、微細
な表面凹凸【図2】が存在し、インサート成形時に溶融樹
脂が凹部に侵入し、金属表面と樹脂の接着に有効なアン
カー効果が実現することがわかった。
次に、インサート金属平歯車の前処理工程（洗浄、表面

処理溶液の塗布、乾燥、加熱処理）の自動化のための装置

開発を実施した。従来法では、すべて人手による作業であっ
たが、自動化によって前処理工程の時間短縮および人件費
削減を達成することができた。

図1　焼結インサート金属平歯車

図2　焼結インサート金属平歯車の表面SEM像

従来手作業によるインサート成形時間を1/7以下に短縮
し量産化を実現するために、竪型ロータリー成形機【図3】
を導入した。予備実験として、インサート金属平歯車をロー
タリーテーブル上の下金型内へ前処理されたインサート金
属平歯車を手作業により挿入し、その後は自動操作でテー
ブルの180°回転、上金型との勘合を経て、正常にインサー
ト成形を行うことができた。

図3　竪型ロータリー成形機の模式図　　図4　自動装填用６軸ロボットの把持部

生産性の向上のために、自動前処理が完了したインサー
ト金属平歯車を把持し、ロータリーテーブル上の下金型内
に正確に挿入し、自動インサート成形後のハイブリッド平
歯車（製品）を把持し、新規に導入したトレーチェンジャー
付保温装置へ保管する操作をすべて自動化するための6軸
ロボット【図4】を導入した。
その結果、ハイブリッド平歯車（【図5】を正常に成形す
ることができた（黒い部分：インサート金属平歯車、白い
部分：コーティング樹脂層）。さらに、横型成形機を用い
た手作業による従来技術ではインサート金属平歯車の予熱、
温度調整、金型への挿入、成形及び取出しに要した時間
（約840秒）に比べ、自動化によって約1/9程度での成形が
可能となった。

図5　ハイブリッド平歯車

図6　ハイブリッド平歯車の表面SEM像

成形されたハイブリッド平歯車の表面【図6】は、樹脂
の流動を反映し、歯幅方向（図6の縦方向）に配向した形
態であった。また、コーティング樹脂（ポリアセタール：

POM）層の樹脂の結晶化度は約62％であった。
また、得られたハイブリッド平歯車のJIS B 1702:1976に
基づく歯形精度は7級であったが、S45C鋼材をホブ切り加
工した金属平歯車と組み合わせ、負荷トルク1.65Nm、回
転数1,000rpmで、駆動歯車の入力トルク及び従動歯車の
出力トルクをトルク計を介して計測可能な歯車耐久試験を
行った結果、一般的なポリアセタール樹脂歯車の10倍超
の耐久性が得られた。この優れた耐久性は、内部の金属平
歯車が樹脂層の見かけの強度を高め、また、樹脂の粘弾性
効果及び自己潤滑性に起因することが明らかになった。
成形ハイブリッド平歯車の機能・性能試験（負荷トルク
0.5～1.5Nm、回転数250～1,000rpm）を実施した。その
結果、ハイブリッド平歯車/焼結平歯車対（オイルレス下）
は焼結平歯車対（潤滑下）及びPOM歯車対（オイルレス下）
のいずれよりも騒音と振動の低減、回転角速度精度の向上
が計測された。

開発された製品・技術のスペック

本研究で開発されたハイブリッド平歯車（製品）のスペッ
クは以下の通りである。
1　種々のモジュールのインサート金属平歯車
2　コーティング樹脂は各種結晶性高分子
3　優れた耐久性・騒音低減・振動低減・回転角速度精度
4　オイルレス潤滑が可能、メンテナンスフリー
5　水環境下の使用
6　機械要素としての歯車分野での利用
7　 用途例：事務機器、自動車部材、医療用機器、各種産

業機械
また、生産技術に関するスペックは以下の通りである。
1　焼結インサート金属平歯車の量産化
2　同金属平歯車の前処理工程の自動化
3　同金属平歯車の把持、金型への挿入、取出しの自動化
4　同金属平歯車の自動予加熱機構
5　一段インサート成形法によるハイブリッド平歯車生産
6　 自動化による成形時間の短縮、生産コスト低減及び人

件費の削減

◎所在地：〒373-0057　群馬県太田市本町29-1
◎担当者：佐藤　純一
◎TEL：0276-50-2100　◎FAX：0276-50-2110　□◎E-mail：j-sato@mro.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立大学法人群馬大学、群馬県立群馬産業技術センター
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社砂永樹脂製作所、小倉クラッチ株式会社
◎主たる研究実施場所：株式会社砂永樹脂製作所

新規インサート成形法による
超高機能・高性能ハイブリッド平歯車の開発

一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　動力伝達

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野共通の事項
　低騒音化 /強度・耐久力の向上 /高精度化 /生産工程の改善

高度化目標
低振動・低騒音化のための技術の向上 /高強度のための技術の
向上 /高精度化のための技術の向上 /生産工程の改善
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

動
力
伝
達

研究開発の背景及び経緯

ものづくり産業の製造過程の一つとして蒸気系加熱プロ
セスでは、化石燃料を燃焼させてボイラーで水蒸気を作り、
この低温の水蒸気で蒸留や濃縮又は乾燥を行う。現状では、
入力した燃焼熱エネルギーは、一部の回収しかされずに捨
てられている。熱エネルギーを必要とするボイラーの燃料
を大幅に削減することができれば、その生産工程は改善さ
れ、革新的な低コスト化と省エネルギー化になる。
自己熱再生熱循環システムは、東京大学生産技術研究所

の堤敦司教授により提案され、ボイラーの燃料使用量を
80%以上削減でき、ボイラーの設備規模も5分の1以下に
できる革新的な省エネルギーの方法として期待されている。
この自己熱再生熱循環システムは、図1に示すように加熱
ボイラー、反応槽（蒸留・濃縮・乾燥）、自己熱再生器及
び蒸気圧縮機からなる。自己熱再生を可能にするコア部品
が蒸気圧縮機である。しかし現状では、動力3.7～15kW級
の高効率の蒸気圧縮機が市場に見当たらないために、本シ
ステムの構築が実現されてない。
これまでに膨張機発電機の開発で培って来た独自のECO 

Scroll®技術を生かして自己熱再生熱循環システムに適用で
きる小型蒸気圧縮機を開発して、その有効性を実証し、省
エネルギー、省コストの新しい革新的蒸気系プロセスを川
下製造業に提供していきたい。

図1　自己再生熱循環システムの概要図

研究開発の概要及び成果

⑴ 　3.7kW蒸気圧縮機の開発：従来の当社で独自に開発し
た冷媒用のスクロール圧縮機は図2に示すように片持ち
の旋回スクロールと固定スクロールからなる。

固定スクロール 旋回スクロール

図2　従来の冷媒用片持ち片歯ECO Scroll膨張器

 　スクロール蒸気圧縮機を大型化するには、機械的強度
の観点から図3に示す圧縮機の計画図のように両持ち両
歯のスクロールとし、かつオイルフリーとする構造が不
可欠である。本構造は独自に発明した特許に基づくもの
である。この計画図を基に蒸気圧縮機を試作開発した。

図3　両持ち両歯ECO Scroll蒸気圧縮機の計画図

 　図4に示すように3.7kW圧縮機を設計製作して性能試
験を行った。圧縮機の体積効率及び全断熱効率、流量、
回転速度などの性能試験結果から設定した目標とする性
能を達成することができた。
⑵ 　自己熱再生熱循環システムの構築と実証実験：試作開
発した3.7kW蒸気圧縮機を用いて、自己熱再生熱循環シ
ステムによる省エネ化の有効性を実証するために、図5
に示すように自己熱再生熱循環系を設計・製作してシス

テム全体を構築した。原料水は精製水を用いて蒸留と濃
縮の工程の自己熱再生の熱循環の作動試験を行い、自己
熱再生器の熱交換器内で、蒸気の顕熱と潜熱の熱交換及
び熱水の顕熱交換ができることを明らかにした。実証試
験により、目標の省エネ率80%以上を達成することがで
きた。

図4　試作開発したECO Scroll式3.7kW蒸気圧縮機

図5　自己熱再生熱循環システムの全体の構築

図6　連結型15kW蒸気圧縮機のモデリング設計

⑶ 　蒸気圧縮機の大型化の検討：7.5kWの大型蒸気圧縮機
の設計試作と性能試験を実施した。また更に15kW蒸気
圧縮機の設計検討を行い、その製作の可能性を示すこと
ができた。15kW単体の設計の他に、図6に示す7.5kWの
連結の15kW蒸気圧縮機の設計も行った。

開発された製品・技術のスペック

⑴ 　3.7kW ECO Scroll蒸気圧縮機：表1に示すように仕様
は蒸気の吸込み量は100kg/h、圧力比1.7、性能は体積効
率96.9%、全断熱効率67.0％の最高値と最大回転数3000 
rpmである。設定した目標の体積効率90%以上、全断熱
効率65%以上、吸込み風量100kg/h を達成した。

⑵ 　自己熱再生熱循環システムと省エネの実証：実際の蒸
留工程における自己熱再生熱循環システムの性能評価
試験例として、吸入・吐出蒸気流量を40.8 kg/hの条件
で、加熱器加熱量とスーパーヒート1.7 kW、自己熱再生
器熱量27.64 kW、モータ入力2.5 kWにおいて省エネ率目
標80%以上に対して表1に示すように85.4％が得られた。

表1　蒸気圧縮機の仕様・性能及び自己熱再生評価例

⑶ 　事業化の適用分野：新しい革新的省エネの蒸気系の蒸
留・濃縮・乾燥のプロセスを提供していく。表2に示す
蒸気圧縮機の適用分野への可能性を検討して、事業化へ
と展開する。

表2　蒸気圧縮機の動力と吐出蒸気流量と適用分野

◎所在地：〒130-0013　東京都墨田区錦糸4-4-8板橋第二ビル2F
◎担当者：黄　富石
◎TEL：045-322-2600　◎FAX：045-322-2601　◎E-mail：richstone@richstone.co.jp
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社リッチストーン、アドバンス理工株式会社
◎主たる研究実施場所：アドバンス理工株式会社内5F

25年度採択
委託事業

［小規模事業者型］

小型自己熱再生熱循環システムに用いる
蒸気圧縮機の開発

株式会社リッチストーン

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　動力伝達

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　生産工程の改善

高度化目標
生産工程の改善
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

25年度採択
委託事業

［一般型］

鋳
造

研究開発の背景及び経緯

マグネシウム合金は、軽量化が急務である自動車、情報
家電、建築分野から熱望されている。しかし、マグネシウ
ム合金板の第1世代であるAZ31板は軽量、高リサイクル性
の特徴をもつが、①強度不足、②燃えやすい、③高価、が
問題である。
強度不足については合金中のアルミニウム量を増やすこ

とで、また、燃えやすい点についてはカルシウムの添加で
解決できる。この様な方法で改良した第2世代のAZX611板
は軽量・高リサイクル性を維持しながらも、マグネシウム
合金を難燃化しつつ強度を向上する事が可能である。しか
し、アルミニウム、カルシウムの添加は圧延時のマグネシ
ウム合金の変形能を低下させるため、圧延時の圧下率を下
げて、圧延のパス回数を増やす必要がある。更に、マグネ
シウム合金は室温での変形が不可能で圧延を熱間で行う必
要がある。
このため、第2世代のAZX611の板材のコストは未だに高

価（4,000円／kg前後）である。
依って、マグネシウム合金に対する産業界からのニーズ

は、その優れた軽量性を維持しながら特性を向上した状態
での大幅なコスト低減にある。
本研究開発では、難燃性を付与したマグネシウム合金板

の製造工程において、溶解時の溶湯清浄化技術及び高速双
ロール鋳造と圧延工程での凝固・加工・熱処理に関する合
金制御技術を開発し、従来材に比べて不純物が少なく、製
品欠陥の少ないマグネシウム合金板のコスト半減を実現す
る。
これにより、従来、コスト面から採用され難かった情報

家電、自動車、建材分野でマグネシウム合金板の特徴を活
かした用途・需要を確保し、軽量化・リサイクル・省エネ
ルギーにより総合的な温室効果ガス削減にも貢献する。

研究開発の概要及び成果

（1） 本研究開発では高速双ロール鋳造機を使用し一般的な
方法で薄板に成形し難いAZX611合金を溶湯から直接
薄板に成形することで工程の削減と高生産性により
従来4,000円/kgだった製造コストを半額以下にするこ
とができた。

図1　マグネシウム合金板の製造工程比較

（2） 本研究で開発したスクレイバー技術（特許第5408730
号）を搭載した単ロール鋳造機は、双ロール鋳造機に
比べて半分の厚さの板を連続的に鋳造できる。これに
よって熱間圧延の回数を削減でき、高価であったマグ
ネシウム合金板の狭幅極薄板を低コストで作製できる。

図2　スクレイバーを搭載した単ロール鋳造機

（3） 本研究で開発した溶解・注湯設備、双ロール及びスク
レイバー技術（特許第5408730号）を応用してクラッ
ド材製作用双ロール鋳造機を開発。マグネシウム合金
板において成形性と強度の両立による高機能化を実
現した。

図3　クラッド材製作用双ロール鋳造機

開発された製品・技術のスペック

（1） 本研究で作製したAZX611マグネシウム合金板（1mm
×600mm×1000 mm）の表面性状

図4　開発製品の表面性状

（2） 製品応用例：マグネシウム板を使用した例として合
金品種が違う（AZX612）がエキスパンドジョイント
（つり天井緩衝材）が製品化された。本事業を適用す
ることで、より安価で提供でき、市場拡大につながる。

図5　マグネシウム合金板の製品応用例
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高品質マグネシウム合金板のコスト半減を実現する
高速双ロール鋳造・圧延技術の開発

図6　塩水浸漬試験による溶湯清浄度の確認

試験条件

サンプル作製条件

鋳造条件 共通

圧延 圧下率約30%
研磨 #150研磨

塩水浸漬条件

水溶液 5 mass% NaCl 500ml (20℃)
撹拌 スターラーによる撹拌

塩水浸漬時間 48時間

腐食 腐食

（3） 塩水浸漬試験
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研究開発の背景及び経緯

建設機械メーカからは中大型鋳物の低コスト・短納期、
高品質等の強い要請があるが、既存の鋳造シミュレーショ
ンソフト（CAEソフト）で、鋳造品を作るための鋳造方案
の検証してきたが、熱伝達係数等の物性値が求められず的
確な検証ができず、的中率はせいぜい40％程度であった。
そこで職人技で考えられた鋳造方案を実際に試験鋳造し、

切断して内部欠陥を確認する作業を試行錯誤し、最適方案
を探してきた。このため新規品の開発・立ち上げに時間の
無駄を生じていた。
この問題を解決するために、物性値の測定システムを作

り、溶湯材質、鋳物砂状況等をかえて物性値を測定し、ま
た測定した物性値を用いて何種類かの製品についてのCAE
による欠陥解析結果と実際の鋳造品の欠陥が合うかどうか
の確認を行うことにした。さらに、今まで職人技として使
用してきた発熱スリーブ、冷し金の鋳物に対する影響の確
認を行うこととした。
最終的には、これらの結果をとらえ、代表的アイテムの

設計・製造・品質保証基準を作り上げる。

研究開発の概要及び成果

⒈　物性値の測定
試験片に溶湯を注入し、その冷却線を【図1】に示す物

性値同定ソフトを用いて、種々の条件での物性値を測定を
測定し、【表1】【表2】等の結果を得た。
⒉　職人技の検証
鋳造方案は今までの経験で作られ、そこには発熱スリー

ブや冷し金が使われてきた。
これらの熱的影響を調べ、【図2】、【図3】の結果を得た。

所定の位置の温度変化の

計算値と実測値を比較

密度，比熱，熱伝導率などの物性値と

鋳物・鋳型間の熱抵抗値の変動範囲を設定

凝固シミュレーションを実行

比較結果（標準偏差）を記録

物性値と熱抵抗値の組合せ変更

同定値：最小の標準偏差値となったもの

全ての組合せ終了？
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度

図1　物性値の測定法

表1　鋳鉄材質ごとの熱物性値
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表2　人工砂配合量による熱物性値の変化

*人工砂100％の物性値は実験4回の平均値である
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図2　冷し金の熱拡散率

開発された製品・技術のスペック

⒈　CAEを使う場合の条件
CAEでの解析結果と実際の鋳造品の欠陥との比較をして

いく中で【表3】に示すようなCAEを使う場合の条件を用い
ると、CAEが実際の鋳造結果と合ってくることが分かった。
⒉　CAE解析結果と鋳造品内の欠陥との比較
以上述べてきたことの結論として、【図4】に1例として
CAE結果と実製品をX線CTで欠陥を検出した結果を示すが、
欠陥体積には多少差があるが、欠陥位置はいずれも合致さ
せることができるようになった。

表3　CAEを使うときの条件

・大気圧は考慮に入れない。

・発熱押湯の発熱量は250kcal/kgとする

・湯流れは考慮して実施する

・解析での評価は健全度９５％で評価する

・収縮率は1.0％で計算する。但し、体積が10万立方セ

ンチ以上の大物については収縮率を1.0～‐0.5とする。

欠陥を事前予測し実用性を高めたシミュレーションによる
複雑一体部品の一気通貫鋳造法の開発

株式会社ひたちなかテクノセンター

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1 301 601 901 1201 1501 1801 2101 2401 2701 3001 3301

ウール有

ウール無し

ウール有

ウール無

※凝固時間はMAX温度から共晶温度までの時間

セラミック

発熱材

熱電対

酸素用

温
度

℃

ＭＡＸ温度（℃）

1333
16

1150

1338
32

1317

セ セラミックウール無しラミックウール有り

湯中心
ＭＡＸ温度（℃）
凝固時間（min)

発熱材内部

経過時間 秒

図3　発熱スリーブの発熱状況調査結果
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図4　CAE結果と鋳造品欠陥との比較
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研究開発の背景及び経緯

豊富に注がれる太陽エネルギーの有効利用が図られる中
で半導体基板を用いる太陽電池の利用が進んでいるが変換
効率はせいぜい20％程度である。他方、温水として利用
する方式では50％を超える高い効率が得られているが使
用勝手が悪く普及は進んでいない。そこで太陽エネルギー
の利用効率を高め発電コストを安価にするためには高価な
太陽電池の使用量を減らすと同時に熱エネルギーを有効利
用することにより総合効率を高めて発電コストの大幅削減
が可能となる。
太陽電池の使用量を少なくする工夫の代表的なものが集

光型太陽電池である。安価な反射鏡を利用して太陽電池に
集光し、効率良く電気を取り出す方式であるがこの際、太
陽電池の発電効率は温度が高くなるほどに低下するので、
太陽電池はできるだけ低温に冷却しておくことが望ましい。
そしてこの冷却を冷水で実行すると温水が得られることに
なるので、この温水を例えば農業用ハウスの保温用などと
して有効利用することにより太陽エネルギーの総合利用効
率を大幅に高めることが可能となる。
太陽電池板に太陽光を集光して高効率発電を行うには太

陽電池の温度をできるだけ低温に維持するための高効率冷
却板が必須のアイテムとなる。現状では製造コスト及び冷
却効率の両面から検討した結果、銅パイプを内包したアル
ミ板の安価な製造が可能となれば最も好都合であることが
わかった。
アルミ板に機械的に溝加工を施し、銅パイプを埋め込む

方法については機械加工費、および熱伝導性を高く維持し
たままの埋め込みに要する経費が高く、実用性に欠けると
判断した。次に銅パイプを鋳込んだアルミ鋳物板を製造し
ようとすると従来法ではV－プロセス法と呼ばれる方法が
知られている。この方法では複数の砂型をそれぞれ袋に詰
めて内部を真空排気して熱伝導性を高めた砂型を使用して
アルミ溶湯の冷却速度を高める工夫により安定的に銅パイ
プの鋳込みを実現する方法であるが一回の鋳込み作業毎に
砂型を製造し、真空排気して使用する必要があるので生産

効率が悪く生産コストも高くて実用にはならないと判断
された。また必要とされるサイズが長さ100cm以上で幅
が20cm以上と大型なので作業性を考慮して鋳型の軽量化、
初期投資額、維持費、生産コストなどを総合的に評価して
最適なシステムについて検討した。
複雑な形状をした大型成型物を安価に製造する方法とし
ては鋳造法が最も優れている。本研究開発では熱伝導性が
高く安価なアルミ鋳物中に銅パイプを鋳込んだ高性能冷却
板の新しい製造方法を確立することを目的とした。アルミ
溶湯と銅パイプの溶融を抑止するには両者が反応する時間
的余裕を与えずに急速に冷却して安定的に製造可能な方策
として鋳型には熱伝導性が高いカーボン鋳型を使用し銅パ
イプをセットしてアルミ溶湯を注入したら直ちに急速空冷
して固化させることにより安価で高性能な水冷板を製造す
る方法を開発することとした。

研究開発の概要及び成果

急速空冷鋳造法による銅パイプ鋳込みアルミ板製造方法
の概要
大型のカーボン鋳型に銅パイプをセットし、アルミ溶湯
を注入して直ちに急速空冷して固化させ銅パイプ鋳込みア
ルミ鋳物板を製造する。下記図1に概念図を示す。

カーボン鋳
型に銅パイ
プをセット 

アルミ溶湯
を注入して
直ちに空冷 

製品を取り外
し、鋳型は繰
返し使用 

図1　急速空冷鋳造法による銅パイプ鋳込みアルミ板製造方法の概念的フローシート

上記の目的を達成するために下記の項目を検討した。
1）解放式耐酸化性カーボン鋳型の試作
2）銅パイプ鋳込みアルミ板製造条件の確立
3）銅パイプ鋳込みアルミ板の評価に関する研究
安価で高性能な大型水冷板を製造するためには鋳型を繰
り返し使用することで製造コストと作業性の向上を目指し
た。鋳型材としては熱電動性が高く軽量で加工性に優れ、
高温時における変形の少ないカーボン材を使用することと
した。ただし、カーボン材はアルミ溶湯温度近傍では酸化
されて表面が劣化する恐れがあるので表面の耐酸化性向上
方法を検討した。

リン酸カルシウム、酸化ケイ素の混合比を変えた0.1N硝
酸水溶液を作成し耐酸化性を調べた結果、最適組成比は
表1の通りであった。

表1　最適組成比

処理液の組成比 （wt%）
溶媒（水） 92
0.1N 硝酸水溶液 4
リン酸カルシウム 2
酸化ケイ素 2

次に銅パイプ鋳込みアルミ板製造条件について検討した。
本研究開発では全く新しい概念に基づく急速空冷鋳造法に
よる銅パイプ鋳込みアルミ板製造方法の確立を目指してい
る。これには鋳型に銅パイプをセットしてアルミ溶湯を注
入後、直ちに急速空冷して溶湯を固化させ、溶湯と銅パイ
プとの反応を抑止することによって従来法ではどうして安
定的に製造できなかった銅パイプ鋳込みアルミ板を製造し
ようとするものである。さらには大型の鋳型を所定の温度
に加温しておき、アルミ溶湯が全体に満遍なく行き渡りや
すくするための電気炉とセットにした装置を試作した。図
2に試作装置の写真を示す。

図2　試作した急速空冷鋳造法による銅パイプ鋳込みアルミ板製造装置

右側の鋳型加熱装置で銅パイプをセットした鋳型を所定
の温度に加温してから左側に引き出し、アルミ溶湯を注入
して直ちに急速空冷する。
試作装置を使用して銅パイプ鋳込みアルミ板を試作した
がアルミ溶湯が酸化して生じた酸化物が銅パイプとアルミ
合金との界面に介在すること、および銅パイプが酸化する
ことにより冷却性能が劣化する恐れが強いことが判った。
そこで鋳型及び銅パイプの加温、アルミ合金の溶解、ア
ルミ溶湯の鋳型への注入の全ての作業を連続的に窒素雰囲
気中で行えるように連続作業用窒素雰囲気処理装置を試作

し鋳物試作を行った。理想的には全ての作業を酸素含有量
1%以下の濃度の窒素雰囲気下で実施するのが望ましいが
処理装置全体を真空排気することは困難なので窒素ガスを
フローさせて内部の酸素との置換を行ったが酸素濃度は
5％以下には下がらなかった。雰囲気条件下では顕著な窒
素雰囲気置換効果は得られなかった。
鋳物製造試験は上記の窒素雰囲気下、通常の空気中でそ
れぞれ実施し、比較のためにカーボン鋳型を用いてアルミ
溶湯を形成させここに銅パイプを挿入して急冷し銅パイプ
鋳込みアルミ板を製造する方法についても比較検討した。

開発された製品・技術のスペック

急速空冷鋳造法による銅パイプ鋳込みアルミ板製造方法
によって試作され製品の例を図3に示す。

図3　試作した銅パイプ鋳込みアルミ板

サイズ；横幅1243mm,  奥行；200mm,  高さ；22mm

外径8mm,  肉厚1mmの銅パイプ4本が鋳込まれている。

図4　試作した銅パイプ鋳込みアルミ板の断面形状

外径8mm,  肉厚1mmの銅パイプが鋳込まれている。

以上の結果から世界で初めて急速空冷鋳造法により銅パ
イプ鋳込みアルミ板が簡便に安価なコストで製造可能であ
ることが実証された。
試作した装置で製造可能な銅パイプ鋳込みアルミ板のサ
イズは下記の通りである。
横幅:1243mm;  奥行: 200mm  高さ; 25mm
なお、上記のサイズは鋳型のサイズを大型化することに
よりさらに大型化が容易に可能であり、鋳込む銅パイプの
本数、太さなどについても任意に選択が可能である。

急速空冷鋳造法による
銅パイプ鋳込みアルミ板製造技術の開発

特定非営利活動法人ものづくり支援機構

25年度採択
委託事業

［小規模事業者型］

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　鋳造

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　小型化・軽量化

高度化目標
小型化・軽量化に資する技術の向上
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◎所在地：〒305-0037　茨城県つくば市千現2-1-1
◎担当者：升岡　正
◎TEL：050-3362-3317　◎FAX：029-868-2966　◎E-mail：masuoka.tadashi@jaxa.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立大学法人東北大学、学校法人早稲田大学、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
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◎主たる研究実施場所：株式会社コイワイ、株式会社由紀精密

研究開発の背景及び経緯

衛星用二液式スラスタ部品である噴射器、ノズルについ
て、溶接を排除した一体成形かつ低コストが実現できる製
造技術に対し川下産業の強いニーズがある。当該研究開発
では（株）コイワイの有する電子ビーム積層造形技術、（株）
由紀精密の有する精密切削加工技術をベースに、JAXA、
早大、東北大の技術・知見を結集し、宇宙機器としての使
用できる精度を有しかつ高機能部品を設計可能な製造技術
を確立する。
従来技術について、スラスタ噴射器は微細な流路を有す

る複雑なチタン合金製中空構造品であり、現在は複数部品
を切削加工により製作し、溶接により製造している。よっ
て、設計者が望むような複雑中空形状は実現されておらず、
コスト増となっている。スラスタ用ノズルはチタン合金製
薄肉部品であるが、切削加工により製造されており、材料
のおよそ90%以上を切削粉として廃棄しておりコスト増の
要因になっている。
本研究開発で取り組む電子ビーム積層造形技術を含めた

金属3次元積層造形技術は、鋳型や中子を用いることなく、
かつ高融点の合金を溶融凝固させて複雑中空形状を実現す
る唯一の方法として期待されている。次世代の衛星スラス
タとして設計している、従来手法では製造し得ない極めて
複雑な推進剤流路を有する部品を製造することができ、製
造コストを大幅に低減することが可能となる。一方、金属
3次元積層造形技術のみでは、表面粗さ等の課題から所定
のスラスタ性能を満たすことが困難であるため、精密切削
加工技術を融合させることで宇宙機器として要求される信
頼性を満たす部品開発を目指す。

研究開発の概要及び成果

研究開発では、電子ビーム積層造形を用いる大きなメ
リットである従来製造法では成し得ない複雑形状を製造で
きる点を活かし、地球に帰還する宇宙機として大気圏再突
入機用スラスタへの適用を目指したノズル（図1）を試作
した。構造として取付フランジを有する円筒形状の外壁お
よびスロートを有する内部ノズルの2重構造の一体成型品
になっている。外部からの熱の侵入をバルブシール部に伝
えないように外壁とノズルの間を中空にすることにより、
断熱効果を持たせている。また、ノズルは推薬の流入方向
に対し噴射角度が異なるようにキャントさせている。これ
は、最突入機スラスタの配置によって、スラスタ噴射角度
を自由に変えられる構造を狙ったものである。このような
構造は、金属積層造形でなければ一体成型で製作すること
は困難である。本ノズル製作の課題として、積層造形のゆ
がみ・変形を抑える工夫やスラスタ性能を満足するために
効率的に精密切削加工を取り入れて製作する点にある。本
研究開発により、宇宙機の要求を満足する造形、加工が可
能となり、さらに複数個同時積層造形による低コスト化を
達成した。
本研究開発のターゲットの一つである、宇宙機用二液式
スラスタ用ノズル（図2）は、従来製造法では鍛造材イン
ゴットから切削で製作している。電子ビーム積層造形を用
いることで材料調達の時間がかからず、切削による材料廃
棄ロスを大幅に削減することが可能となる。また、複数個
の造形により低コスト化が期待できる。研究開発課題とし
て、1 mm以下の薄肉円筒形状であり真円度が要求される
ため形状精度に厳しい制約がある。造形時の形状精度に加
え、切削加工による追加工時においても残留ひずみの解放
による変形をいかに抑えるかが課題であった。本研究開発
により、宇宙機の要求スペック（次項参照）を満たす形状
精度を達成することが可能になった。
宇宙機用二液式スラスタ用噴射器については、電子ビー
ム積層造形のメリットを十分に活用できる形状を検討した。
検討の結果、推薬流入口配管を枝状に分岐し噴射面付近に
分配する構造を選択し試作を行った（図3）。比較的に大き
な造形物であることから、積層条件によっては造形時に欠
陥が発生することや、造形後の金属粉および精密切削加工
による切削片の残留といった課題が明らかとなった。これ
らの課題は概ね研究開発により克服されたが、一部宇宙機
としての要求を満足しない点もみられたため、これらは今
後の課題となる。　　　　
また、本研究開発では製造部品を用いたコールドガスお
よび水噴射試験、造形品の残留応力計測、高温強度、疲労
強度等の材料機械特性データおよび組織観察を実施し、基
礎データを取得した。

図1　大気圏再突入機用スラスタノズル

図2　宇宙機用二液式スラスタ用ノズル

図3　宇宙機用二液式スラスタ用噴射器

開発された製品・技術のスペック

製造サイズ：15cm以下
積層造形寸法精度：±300μm以下
切削後板厚精度：±100μm以下、
切削後：穴径精度±10μm以下
コストおよび納期：現行製造法に対し1/2
　　　　　　　　　（但し、製造個数形状等に依存）
基礎データ： 残留応力、機械特性（強度、高温強度疲労強度）

データ取得済み

電子ビーム積層造形法と精密切削加工技術の融合による
衛星用スラスタ部品の開発

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　鋳造

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　高機能化 /複雑形状化 /低コスト化

高度化目標
高機能化に資する技術の向上 /品質の保証及び向上に資する技
術の確立 /コスト低減に資する技術の向上
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研究開発の背景及び経緯

自動車産業ではハイブリッド車や電気自動車の発達に伴
い、パワー半導体の発熱がクローズアップされている。次
世代自動車の駆動モータ用インバータにはパワー半導体モ
ジュールが使用されており、パワー半導体素子を冷却する
必要がある。（図1）

図1　パワー半導体とヒートシンク

従来の冷却部品のヒートシンクでは熱対策に不十分であ
り、次世代自動車には更なる高熱伝導ヒートシンクのニー
ズが高まっている。現在のヒートシンクは熱伝導率の低い
ダイカスト用アルミ（ADC12）で成形されている。純ア
ルミは熱伝導率が高く、放熱材料として最適であるが、強
度が弱く締結部品には使えない欠点がある。放熱部に純ア
ルミを用い、強度が必要な締結部にADC12を用いたマル
チマテリアルなヒートシンクが望まれている。

図2　インサートダイカストによるヒートシンク（外側：ADC12　内側：純アルミ）

研究開発の概要及び成果

東京高圧工業㈱はマルチマテリアルなヒートシンクを製
造するために、成形した放熱部に締結部をインサート成形
する方式（図2）を採用したが、異種アルミの接合性が弱
い事と、成形が二工程になり製造コストが高くなる問題が
あった。
本研究では、一つの金型の中で、純アルミによりヒート
シンク部を成形した直後に、ADC12で締結部を成形する
二色成形ダイカスト技術と装置を開発した。この技術によ
り純アルミとADC12の接合性と製造コストの問題を解決
した。
1．二色成形ダイカスト装置

図3　開発した二色成形ダイカスト装置

開発した二色成形ダイカスト装置を図3に示す。この装
置は、一般的な固定金型射出のダイカスト装置（図4）と
特殊なパーティング射出ダイカスト装置（図5）を連結し
た装置で、二種類のアルミ材を二ヶ所より射出する装置に
なっている。

図4　固定金型射出ダイカスト装置

図5　金型パーティング部射出ダイカスト装置

図6　金型上部からの写真

金型上部からの写真を図6に示す。右側が固定金型射出
であり、手前がパーティング射出になっている。
2．二色成形ダイカスト金型
開発した二色成形ダイカスト金型は一色目の純ｱﾙﾐを金
型パーティング部より射出し中心部のヒートシンクを成
形した直後に、二色目のADC12を金型の背面から射出し、
締結部を成形する。二種類のアルミ材料の混合を避けるた
めに、油圧駆動の仕切り中子を作動する機構にした。成形
した二色成形ダイカストのヒートシンクを図7に示す。

図7　二色成形ダイカストヒートシンク

開発された製品・技術のスペック

二色成形ダイカストヒートシンクの熱伝導性、接合性、
接合面の気密性を測定した。
1．熱伝導性
熱通過率測定結果を図8に示す。冷却水の差圧10kPaでの
熱通過率は約52,000W/m2・Kとなり目標の25,000 W/m2・K
を達成した。

図8　冷却水の差圧と熱通過率

2．接合性
純アルミとADC12の接合面の顕微鏡観察を図9に示す。
純アルミとADC12の接合面には隙間はなく接合されている。

図9　純アルミとADC12の接合面

3．気密性
気密性の結果を表1に示す。接合面の背面を真空にし、
10分経過後における真空度は、ほとんど変化なく、接合
面の気密が保たれている。

表1　気密性試験結果

◎所在地：〒240-8501　横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5
◎担当者：藤本　郁夫
◎TEL：045-339-4441　◎FAX：045-340-3541　◎E-mail：fujimoto-ikuo-sx@ynu.ac.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：学校法人芝浦工業大学、国立大学法人横浜国立大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：東京高圧工業株式会社
◎主たる研究実施場所：東京高圧工業株式会社

高熱伝導アルミヒートシンクの
二色成形ダイカスト技術の開発

よこはまティーエルオー株式会社

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　鋳造

川下の抱える課題及びニーズ
◦自動車に関する事項
　新素材への対応 /マルチマテリアル化
◦家電に関する事項
　微細加工化

高度化目標
材料複合化技術に資する技術の向上 /放熱性に優れた合金を使
用した技術の向上
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低コスト・小規模投資で薄肉高強度を実現する
革新的ダイカスト技術の開発

公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク

研究開発の背景及び経緯

自動車業界においては、地球規模の環境問題より燃費向
上、そのための車両の軽量化が謳われており、これまで多
用されてきた鉄鋼材料から、軽量化が期待できるアルミニ
ウム合金材料への転換が進んでいる。
また、今後さらなる軽量化の推進として自動車産業にお

いて鋳造技術は、重要な製造技術の一つとして位置づけら
れており、必要強度を維持した小型・軽量・薄肉・複雑形
状品が要求されている。
さらには新興国との価格競争のための低コスト、高品質

化要求が年々激しさを増している。
しかし、薄肉･軽量の鋳造品は鋳造欠陥が発生しやすく、

薄肉高強度を両立させることは困難である。
そこで、本研究開発の目的は、従来抱えていた課題に対

し、大きな設備投資なく、生産コストを抑えた鋳造方法で、
溶湯流動性の向上及び充填状態の最適化により課題解決す
ることにある。

研究開発の概要及び成果

⒈　溶湯流動性向上技術開発
従来の鋳造では、ラドルで溶湯を汲み上げてから、射出

完了までの間に湯温低下があり、その状態で金型内にス
リーブ内溶湯が射出されると、スリーブ内で生成された凝
固片が金型キャビティ内に鋳込まれ機械的強度劣化という
問題を引き起こす可能性がある。この対応として粉体潤滑
剤の使用が有効であるが、塗布量のばらつき等、未だ量産
で問題なく使用できる塗布装置はない。

　　　　　　写真1　粉体供給装置　　　　　   写真2　粉体潤滑剤

今回、誰もが簡単に量産で使用できる装置を開発（写真1）
すると共に、供給する粉体の開発も行った（写真2、図1，2）。

　　　　　図1　熱伝達係数（静止）　　　　　　図2　熱伝達係数（流動）

開発した粉体の評価は、熱伝達係数で行い、その計測装置・
方法についても検討を行った。
また、金型に対する溶湯保温として表面処理を適用した。

適用した表面処理は、膜厚を調整した複合皮膜で、熱伝達係
数の小さい表面処理である。
粉体潤滑剤及び表面処理を用い、試験金型で鋳造した製品

のランナー部の破断面を観察した。健全な破断面であり、凝
固片は認められない（写真3）。また、製品（厚さ2mm）の
簡単な曲げ試験を実施した（写真4）。鋳造圧力は40MPaである。

写真3　破断面（左：従来品　右：開発品）

写真4　曲げ試験

⒉　溶湯充填状態の最適化
ダイカスト鋳造において射出スリーブ内の溶湯挙動、特に

低速領域での射出速度によっては、射出スリーブ内の空気が
溶湯に巻き込まれて混入し、製品の品質低下を招くことがあ
る。溶湯に空気が巻き込まれ易い低速領域の速度制御は製品
品質を向上させるために重要となる。射出スリーブ内の溶湯
挙動を確認すると共に低速領域の速度制御を検討した。

射出スリーブ内の溶湯挙動は多点位置測定システムを構
築しレーザ変位計にて測定した（写真5、図3）。

レーザ変位計

金型（可視化）

スリーブ（可視

写真5　射出スリーブ内溶湯挙動実験装置

図3　多点位置測定システム

実験で得られた熱伝達係数及び低速条件を基に、解析に
て溶湯挙動及びスリーブ内溶湯温度の変化を確認し、低速
域の条件を検討した（図4）

図4　解析による射出スリーブ内溶湯挙動（左：従来品　右：開発品）

開発された製品・技術のスペック

量産仕様を模した実験金型を製作し、本事業で開発した
表面処理、スリーブ潤滑剤及び粉体供給装置を用い、低速
速度等鋳造条件の最適化を図り実機実験を行った。
鋳造圧力40MPa、高速速度2m/sでの試作サンプル品を
写真6に、その内部確認したX線CT画像を写真7に示す。従
来品と同等以上の内部品質が確保できた。

□□□25□
写真6　サンプル品概観

写真7　X線CT画像

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　鋳造

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　高機能化 /小型化・軽量化 /低コスト化

高度化目標
高機能化に資する技術の向上 /小型化・軽量化に資する技術の
向上 /コスト低減に資する技術の向上
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

25年度採択
委託事業

［一般型］

金
属
プ
レ
ス
加
工

研究開発の背景及び経緯

マイクロ部品ではメタルマイクロポンプのような金属
MEMSの開発が進められ、金属箔異形穴加工と積層、拡散
接合による三次元構造部品の実用化が始まっている。高精
度で高生産性を有する量産技術の開発には課題があり、材
料の結晶組成や面粗さの最適化、ナノメートル精度の金属
箔プレス加工、低温短時間接合プロセスの構築、接合強化
技術の開発など、材料から加工を一貫した量産技術の開発
が期待されている。
これらの金属MEMS加工技術の構築には、板厚が100㍃

㍍～10㍃㍍程度の金属箔を用いるマイクロ部品の精密せ
ん断加工技術と、低温で短時間な接合技術を組み合わせる
必要がある。金型では0.001mm（=1μm）未満のナノメー
トル精度の部品加工精度と金型の位置合わせ技術開発が求
められている。これまでのプロセスは熟練者によるアナロ
グな作業であり、0.001mm（=1μm）が事実上の最小単
位であった。これをデジタルなプロセスに変換し、ナノメー
トルの精度を達成した金型部品および位置合わせ技術の開
発を目指した。
SUS304材の拡散接合では、約1,000℃の高温で10時間程

度のプロセスが一般的である。低生産性且つ部品精度確保
に課題があり、プロセスの革新が求められている。これら
を解決する手段として、SUS304材の微細結晶材による超
塑性効果を拡散接合に利用することを目指した。微細結晶
材は高精度なプレス加工性を有するため、これらを総合的
に組み合わせた生産技術の創生を進めた。

研究開発の概要及び成果

金属箔のせん断加工技術開発を主軸として、三次元構造
体の拡散接合技術最適化のため、低温短時間接合用材料の
開発、超塑性効果を利用した低温短時間接合技術の開発、
有機酸塩皮膜による拡散接合強度向上技術の開発を進めた。
これらの開発により以下4項目の実用化技術の開発に成功
した。

1）金属箔のせん断加工技術開発
1-1 ）ナノメートル精度ステージを金型内に組み込んだ
デジタルクリアランス調整技術の開発

  　【図1】に示すように、金型のダイ直下にナノメー
トル精度XYステージを組み込み、クリアランスをデ
ジタルに0.01～0.1μm単位で調整する技術を開発し
た。これにより【図2】に示した穴の全周の切り口面
を均一に調整した打抜き部品の加工を可能にした。

バッキングプレート

ロードセル

パンチプレート
パンチ

ダイプレート

ダイ

ダイブッシュ

ナノメートル精度
XYステージ

バッキングプレート

図1　デジタルクリアランス調整金型

300μm
図2　センタークリアランス加工例（板厚0.05mm）

　1-2）金属箔ゼロクリアランス打抜き技術の開発
 　レーザー加工したパンチを突出し加工し、複数の
異形形状を一括に打抜く技術を開発した【図3】。

500μm

図3　板厚10μm箔の複数異形穴一括打抜き加工例

2）低温短時間接合用材料の圧延技術開発
超塑性を発現し700℃で低温拡散接合が可能なSUS304全
マルテンサイト材の量産加工技術を構築した【図4】。

加工誘起マルテン
サイト相

オーステナイト相

図4　0.010mm厚SUS304全マルテンサイト材の結晶状態

3）超塑性効果を利用した低温短時間接合技術の開発
SUS304全マルテンサイト材の引き剥がし強度を定量化
し700℃で接合が可能となることを実証し【図5】、三次元
構造の接合条件を抽出した。

図5　SUS304全マルテンサイト材の低温接合効果

4）有機酸塩皮膜による拡散接合強度向上技術の開発
クエン酸を皮膜処理し金属塩を生成することでSUS304
材の接合強度を向上する技術を構築した。
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全マルテンサイト材皮膜有り
一般材皮膜有り
全マルテンサイト材皮膜無し
一般材皮膜無し

図6　クエン酸皮膜による拡散接合強度向上効果

開発された製品・技術のスペック

製品名：メタルマイクロポンプ

図7　メタルマイクロポンプ

採用技術：
　①金属箔デジタルクリアランス調整技術
　　制御単位：0.1～0.01㍃㍍
　②金属箔ゼロクリアランス打抜き技術
　③低温短時間接合用SUS304全マルテンサイト材
　④SUS304超塑性効果を利用した低温短時間
　　拡散接合技術
　　接合温度：700～760℃
　　接合時間：40分間
　⑤有機酸塩皮膜による拡散接合強度向上技術

◎所在地：〒392-8601　長野県諏訪市上川1丁目1644-10
◎担当者：西川　光貴
◎TEL：0266-53-6000　◎FAX：0266-53-0281　◎E-mail：mi-nishikawa@tech.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人群馬大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社小松精機工作所、株式会社特殊金属エクセル
◎主たる研究実施場所：株式会社小松精機工作所

SUS304 超塑性効果を利用した
ナノ精度マイクロ部品の加工技術開発

公益財団法人長野県テクノ財団

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　金属プレス加工

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　高機能化

高度化目標
プレス機械及び金型技術の向上
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

25年度採択
委託事業

［一般型］

金
属
プ
レ
ス
加
工

研究開発の背景及び経緯

地球温暖化に対する国家を超えた取り組みや石油価格の
高騰を背景に、自動車産業は電気自動車（EV）やハイブ
リット車（HEV）などの次世代自動車の開発が進んでいる。
2010年における次世代自動車の世界市場は前年比47.5%増
の21.1万台となり、2030年には280万台に達すると予想さ
れている。バッテリーと各種電子機器を電気的接合する
キーデバイスがバスバーであり、駆動のために400Aの大
電流が流れることから、導電性・放熱性の他に高周波対策
が求められる。また、コネクタ端子との接合部は走行時の
振動に加わる4,500Nのせん断力に耐える強度も求められ
ている。これらの要求に対し表面積の大きい銅板が使用さ
れているが、銅材は高価で重量も重いことから自動車メー
カーでは、バスバーの電気的な接触信頼性を確保しながら
低コスト及び軽量化に対する要求が強く望まれている。本
事業では、割裂加工技術を基に、自動車メーカー要求に応
えるため、ねじ止めや溶接工程等を排除した加締技術の研
究を実施した。割裂加工技術とは、板材を縦に割る技術で
あり、板厚3mmの銅材を深さ20mmに割り裂くことが可
能である。この割裂技術を活用することで、①順送プレス
型内で複雑三次元形状の一体成形が可能となる。②挟み込
み接合時接触面積が2倍になることで接合強度及び電気的
特性が向上する。③割り裂かれた母材と挿入接合される材
料の芯が同一になるという特徴がある。

図1　従来技術と本開発技術

研究開発の概要及び成果

前述の背景とニーズから、独自技術である割裂及びプレ
ス技術を用いて順送金型内での割裂及び加締加工の研究開
発を実施した。
具体的な実施内容は、①割裂刃先の開発、②押え金型構
造の開発、③加工条件の最適化、④試作品の評価及び検証
である。
割裂刃材質及びコーティング材の最適化により図2に示
す分割精度±0.02mmの高精度・長寿命割裂刃先を開発し
た。割裂先端部の組織確認結果を図3に、耐久確認12,000
ショット終了後の刃先確認写真を図4に示す。
この結果、刃先の損傷やコーティング剥れは無く良好で
ある。

分割目標：±0.03 
 分割結果：±0.02 
 

図2　サンプル写真と分割精度

  
 

割裂終端部断面 

割裂近傍組織状態 

断面拡大（ｘ５） 

図3　割裂先端部の組織確認結果

図4　耐久確認割裂刃の表面状態

また、二部材の割裂及び加締では材料の外周部を拘束し
た状態で、挿入部材を摺動加締する外周拘束摺動加締技術
を考案し、引張強度が母材破壊の50％以上という目標を
達成することができた。試作品の振動耐久試験においては、
目標仕様を満足しきれず、外周拘束摺動加締に通電加熱を
追加し対策することで、目標仕様を達成する見込みである。
図5に開発設備外観を図6に試作金型の外観を示す。

サーボプレス 

割裂加締試作
順送金型

温度記録計
 

制御装置 

図5　開発設備

摺動アーム部外観 

ACサーボモータ 

偏芯部 加速器 

摺動アーム部 

ブランク工程 割裂工程 加締工程 

図6　開発金型

開発された製品・技術のスペック

開発品は図7に示すように母材で相手側を挟み込む形状
となっている。
表1に示したとおり初期試験は目標を達成し耐久試験を
継続中ではあるが目標を達成する見込みである。

図7　開発製品外観

表1　開発目標と確認状況

◎所在地：〒316-0032　住所　茨城県日立市西成沢町2-20-1
◎担当者：藤原　健一、　伊師　英聡
◎TEL：0294-25-6121　◎FAX：0294-25-6125　◎E-mail：fujiwara@hits.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立大学法人茨城大学、茨城県工業技術センター
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社関プレス
◎主たる研究実施場所：株式会社関プレス

割裂及び加締加工技術による
順送加工プレス一体化の研究開発

公益財団法人日立地区産業支援センター

(従来技術の課題)  
・作業工数が多い 
・接続作業がオフラインである 
・高コストである 
・自動化されないため品質が不安定である 
⇒低コストで信頼性の有るプロセス実用化 

  がされていない 

(本開発の特徴) 
・一体成型で作業工数が激減：１/５ 
・加締加工で強度、接触信頼性確保 
・原価低減  ８０％（ﾈｼﾞ締め比） 
・軽量化 ６０％低減(アルミ接合の実用化） 
・リードタイム １／１０（ﾈｼﾞ締め比） 
・省電力化 １／２（ﾈｼﾞ締め比） 

割裂 加締め 【従来異材接合技術】 【本開発】 

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　金属プレス加工

川下の抱える課題及びニーズ
◦自動車に関する事項
　複雑形状化・一体成形化

高度化目標
複雑 3次元形状等を創成する成形技術及び一体成形技術の構築 /
複合加工、部品組み立て及び工程短縮等を可能とする技術の向上



50 51

この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

25年度採択
委託事業

［一般型］

金
属
プ
レ
ス
加
工

研究開発の背景及び経緯

自動車用高圧センサは、横滑り防止ブレーキ制御、燃料
噴射圧力制御用など、自動車に数多く組み込まれている
（図1参照）。また将来、燃料電池自動車が普及すると、高
圧センサは水素と空気の圧力制御や生成水の圧力モニタ
リングに数多く採用されると予測されている。高圧センサ
は、燃焼効率の向上や、環境問題からの排気ガスの清浄化
を目的に、年々高耐圧性能と高感度性能が要求されるよう
になってきている。この中で、燃料噴射圧制御用の高圧セ
ンサでは、ディーゼルエンジンで最大300MPa、ガソリン
エンジンではダイレクトインジェクションタイプの場合最
大70MPaの高い圧力コントロール性能が求められる。また
圧力応答性では、エンジンの回転数が4,000RPMにおける
即応性が要求され、この場合の発生電荷のパルス幅は0.005
秒（5ms）の分解能が必要である。従来、このような圧力
を検出する歪ゲージには、シリコン半導体歪ゲージ（通称
ピエゾ素子）が用いられてきた。しかしシリコンダイアフ
ラムは、トランスミッションの油圧コントロール用圧力セ
ンサ（コントロール圧力レンジ～4MPa）程度までは耐え
るが、これ以上の高圧センサでは、耐久性が不足する問
題がある。このため最近、本研究開発が目的とする、高耐
圧性能と、高圧力感知能力を併せ持つ高圧センサの開発が
強く求められるようになった。この構造は、高剛性の感圧
部を有する金属ダイアフラムの上部に圧力ゲージを配置し、
下部には同じく高剛性の金属導圧管を接続した構造である。

燃料電池 

水素、空気と発電後の生成水の 

圧力制御 

レンジ；0.25～42 MPa 

ブレーキ制御 

5～22 MPa 

燃料噴射圧制御圧制御 

～100 MPa (ガソリンエンジン)

～300 MPa（ディーゼル） 

燃焼圧制御 

圧力制御 

レンジ：～100 MPa

図1　車載用高圧センサの用途

研究開発の概要及び成果

本研究開発の目的は、前述の背景を踏まえ、鍛造プレス
加工により金属ダイアフラムおよび導圧管を製造し、さら
に金属ダイアフラムと導圧管の接合には、レーザ溶接と摩
擦攪拌接合を併用して、高耐圧で安価な、高圧センサ用高
感度金属ダイアフラム型導圧管を開発することにある。本
研究開発が目的とする高圧センサ用高感度金属ダイアフラ
ム型導圧管の構造を図2に示す。

図2　  金属ダイアフラム型導圧管の構造

金属ダイアフラムと導圧管には析出分散強化型高剛性不
錆鋼であるSUS630や631が用いられる。
本研究開発の大きな成果のひとつは、板鍛造用金型を用
いた鍛造プレス加工により、従来不可能であった析出分散
強化型高剛性不錆鋼金属ダイアフラムの製造を可能にした
ことにある。これは鍛造金型とトランスファープレス加工
技術の自社開発によって可能となったものである。鍛造プ
レス工法によるSUS630金属ダイアフラムを図3に、断面構
造を図4に示す。

図3　鍛造プレス工法によるSUS630金属ダイアフラム （∅9.3×5.9mm）

図4　SUS630金属ダイアフラムの断面

鍛造プレス工法で製造したSUS630金属ダイアフラムと
導圧管を摩擦撹拌接合およびレーザ溶接で接合した接合部
断面ミクロ組織を図5に示す。
開発した高圧センサ用金属ダイアフラム型導圧管は下記
の特徴を有している。

⒈　SUS630の鍛造加工による高耐食性化
⒉　鍛造プレス加工による寸法安定性
⒊　摩擦撹拌とレーザ溶接による高耐久性化
⒋　鍛造プレス加工による高圧センサ量産コスト低減

摩擦撹拌接合部      レーザ溶接部

図5　SUS630金属ダイアフラムと導圧管の摩擦撹拌接合部と

レーザ溶接部の断面ミクロ組織

開発された製品・技術のスペック

高圧センサ用高感度金属ダイアフラム型導圧管の外形を
図6に示す。開発した鍛造プレス金型およびプレス技術は、
金属ダイアフラムの他切削加工代替工法として多くの難加
工材への応用が可能である。このため、現在切削加工によ
り製造している高価な機械加工部品の鍛造プレス工法によ
る試作および量産化に対応していく。表1に開発された製
品・技術のスペックを示す。自社内で、鍛造金型の設計製
作、トランスファー鍛造プレス加工による製品試作、量産
化まで一貫した顧客対応が可能である。

図6　高圧センサ用金属ダイアフラム型導圧管

表1　開発された製品・技術のスペック

製品・技術 スペック 

金属ダイアフラム 析出硬化 SUS 系 

他一般の SUS 系合金 

接合方法 レーザ溶接、摩擦撹拌接合法に 

よる接合 

鍛造加工金型 トランスファープレス専用金型 

その他製品 非鉄銅合金系、アルミニウム 

合金系など 

◎所在地：〒316-0032　茨城県日立市西成沢町2-20-1
◎担当者：川野辺　直
◎TEL：0294-25-6121　◎FAX：0294-25-6125　◎E-mail：kawanobe@hits.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立大学法人茨城大学、茨城県工業技術センター
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社大貫工業所
◎主たる研究実施場所：株式会社大貫工業所

高圧センサ用高感度金属ダイアフラム型導圧管の開発

公益財団法人日立地区産業支援センター

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　金属プレス加工

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　高機能化 /低コスト化

高度化目標
プレス機械及び金型技術の向上（寸法精度の向上、高機能化）
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25年度採択
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め

◎所在地：〒205-0023　東京都羽村市神明台3-2-8
◎担当者：土屋　勝英
◎TEL：042-554-6717　◎FAX：042-554-5950　◎E-mail：tsuchiya_k@midori.co.jp
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社エムジー
◎主たる研究実施場所：株式会社緑測器

株式会社緑測器

高精度で信頼性の高いアブソリュートエンコーダの
製品化に向けた技術開発

研究開発の背景及び経緯

我が国における工作機器製品は、国内外から高評価を受
けており市場競争力も高い。しかし、近年は新興国の台頭
もあり競争力の維持・強化には製品加工や精密計測に必要
な位置決め技術は益々高度化している。
現状の位置計測センサの原理は光学方式が主流であるが、

高分解能化が進む反面、耐環境性及び低コスト化との両立
が困難という課題がある。他方式では、回転差動トランス
等の原理を用いたアブソリュートエンコーダがあるが、検
出信号の内挿誤差の影響により分解能に見合う精度を実現
出来ない課題がある。
位置決め技術高度化の実現に向けた要求事項は多岐に渡

るが、川下製造業者共通の課題は、高精度化、安全性及び
信頼性、低コスト化である。
高精度化を実現するためには、高分解能化は重要な課題

であるが、環境条件及びセンサ構成部品の経時的変化に
伴って劣化する真値からの偏差である「正確さ」を長期間
に渡って高い水準に維持出来る真に高精度な位置決め技術
が望まれている。
また、近年では安全性及び信頼性に対するニーズが急速

に高まっている。工作機械やロボット等では作業の高度化
や複雑化・長時間化が進んでおり、センサの電源喪失やそ
の他外乱による位置データの喪失は生産性の低下につなが
る。特に、医療や福祉のサ―ビスロボットでは介護者や被
介護者の人命を脅かす恐れがあり、電源復帰時には一切の
動作が不要で位置計測が可能な真にアブソリュートである
ことが望まれている。
また、設備・機器の稼働環境によっては、湿気、熱、埃、

振動、衝撃、外部磁界、電磁波、等、様々な外的要因があ
り堅牢、環境耐性が望まれている。
これらのニーズに対して、高分解能、堅牢性等、個別要

求に対応するセンサは市場供給されているが、高価である
という課題もある。
高分解能・高精度、耐環境性、堅牢性、安全性に低コス

トを加えた総合的な性能を有する位置決めセンサが望まれ
ている。

研究開発の概要及び成果

前述の背景とニーズを踏まえ、高精度3トラック磁気式
アブソリュートエンコーダと、センサ信号の内挿誤差を補
正可能とする誤差補正機能付磁気式アブソリュートエン
コーダの開発を実施した。
1．3トラックアブソリュートエンコーダの開発
（1）回転スケール着磁装置及び磁気ドラムの製作
当該エンコーダを実現するために、異なる一定波長の磁
気目盛を有する2つのトラックと2つの波長が混在する1つ
のトラックを、波長100μm、4096波長／回転で着磁可能
であり、また、着磁精度（着磁ピッチ、信号歪）の評価が
可能な回転スケール着磁装置を製作した。

図1　回転スケール用着磁装置

図2　磁気ドラム ∅32.6mm

偏心調整支援機能の組込、着磁ヘッド及び着磁条件の
最適化を行い、磁気ドラム外径∅32.6mm、波長200μm、
256波長／回転の多極着磁において、単ピッチ精度0.1％、
振幅変動5％以下の高精度磁気ドラムの製作が可能となっ
た。また、∅130mmにおいて、波長100μmの磁気目盛の
形成の目処が立った。
（2）軸一体型仕様品の開発
回転精度を確保するための「機構部」、磁気目盛からの信

号を検出のための「3トラック一体型MRセンサ」、MRセンサ
と磁気目盛の相対変位を位相の変化として取り出す「センサ
信号処理回路」、3系統の位相変調信号からアドレス判別と絶
対位置を生成する「デジタル信号処理回路」の各要素開発を
実施した。これらの技術を合体させ、3トラックアブソリュー
トエンコーダの試作機の製作を行い、基本的な原理、開発仕
様に対する妥当性の検証を実施、製品化の目処が立った。

図3　3トラック軸一体型エンコーダ

2．誤差補正機能付アブソリュートエンコーダの開発
（1）計測値の信頼性向上のため技術開発
① 精度測定の信頼性向上のため、基準エンコーダ、エア
ベアリングを内蔵、再現性1.5秒以下を有し、被測定
品の偏心調整を可能とした精度測定装置を製作した。

図4　精度測定装置

② 誤差の監視・補正システムは、位相変調信号の振幅成
分と偏角情報から、誤差要因情報の分離・抽出が出来
ること、また、該要因によって発生する内挿誤差を算
出出来ることを確認し、補正機能が正しく動作するこ
との検証が出来た。

図5　誤差要因の分離・抽出と補正手順

（2）1回転1周期出力型エンコーダの開発
本研究開発では、誤差補正技術の製品適用に向け、
12bitの分解能を有する1回転1周期出力型のアブソリュー
トエンコーダの開発を行った。試作機の評価結果では、軸
一体型、中空型共に、精度10.7bitが得られ、誤差補正機能
の妥当性が検証された。補正分解能向上等に取り組み中で
あり更なる精度向上の目処が立った。

表1　誤差補正結果 軸一体型

振幅精度 1TRJ-01 1TRJ-02 1TRJ-03
[±arcsec] 3322 3006 7910
[±deg.] 0.923 0.835 2.200
[bit相当] 8.6 8.8 7.4

[±arcsec] 791 791 791
[±deg.] 0.220 0.220 0.220
[bit相当] 10.7 10.7 10.7

補正前

補正後

図6　軸一体型　　　　　　　　　 図7　中空型　

開発された製品・技術のスペック

表2　開発品のスペック

形式

検出方式

出力信号

電源電圧範囲

外形寸法 軸径 φ10 mm φ6 mm 　中空径：φ12 mm

外径 φ58 mm φ35 mm φ58 mm

全長 74mm 51 mm 32 mm

分解能 18～20 bit/回転

使用温度範囲

保存温度範囲

質量

項目
3トラック型

アブソリュートエンコーダ
誤差補正機能付き

アブソリュートエンコーダ

軸一体型 軸一体型 中空型

磁気式　 磁気式

シリアル出力
（アブソリュート）

シリアル出力
（アブソリュート）

DC 5±0.5V DC 5±0.5V

12 bit/回転　（精度11bit）

-20～80 ℃ -20～80 ℃

-20～80 ℃ -20～80 ℃

0.35 kg 0.1 kg 0.18 kg

【特許出願】
特願2015-031493 「検出センサの位相変調信号生成回路、
並びに、その生成回路を用いた変位量検出装置」

3トラック及び誤差補正機能付アブソリュートエンコー
ダのカタログ製品販売は、3トラックは2017年4月、誤差
補正機能付は2016年10月を予定している。

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　位置決め

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　高精度化 /低コスト化 /安全性及び信頼性の向上

高度化目標
高速化・高精度化のための技術の向上
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◎所在地：〒330-0063　埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-15
◎担当者：黒金　英明
◎TEL：048-838-7700　◎FAX：048-838-7710　◎E-mail：Kurogane.h@saitamacci.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：学校法人慶應義塾　慶應義塾大学医学部
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社和幸製作所、株式会社トップ
◎主たる研究実施場所：株式会社和幸製作所

研究開発の背景及び経緯

従来、産業用ロボットは特定なエリアで作業を行うが、
医療現場においても手術支援などのロボット技術が求めら
れている。米国ではロボット支援手術が発展してきている
が、世界一と言われる日本のロボット技術は医療現場で十
分に活かされていない。以上からロボット技術と医療の融
合が急務であり、医療現場における安全・確実な低侵襲治
療の追及、高齢化社会における医療費の抑制等、医療現場
でのロボット導入が当面の課題となっている。
本開発プロジェクトは、こうした時代における課題・要

請に応えるべく、日本のものづくり技術を活用した世界に
通用する新たな医療機器開発に向け、さいたま商工会議所
と慶應義塾大学医学部が連携し、ものづくり技術と現場の
ニーズのマッチングを行いアイデアが生まれたものである。
具体的には、手術中の助手による術具を正確な位置で

ホールドする手技に着目した。ホールドは、手術を安全に
完遂するための必要なサポート技術であるが、時に複数の
医師の手が必要で、位置固定の不安定、僅かな動きの変化
への対応、衝突による補正、限られた空間での術具の混在
などの課題がある。これらの課題解決として、ロボット技
術をこのホールド技術に応用することとし、手技における
安心・安全をはじめ、効率化、共有化、さらには医療費削
減にも繋げることを大きな目標とした。
最終的な開発コンセプトとしては、安全性と信頼性を最

優先課題とし、生命に直結する特殊な環境である手術室に
おいて、術者のもうひとつの手として、あらゆる術具を正
確な位置でホールドする手術ロボットの開発を行うことと
した。

図1　新技術インテリジェントホルダー

研究開発の概要及び成果

前述の背景とニーズから、㈱和幸製作所では、本開発開
始に向けた基礎研究の中で、新たに下記多機能ホルダーを
開発し、ディスポーザブルで自由度の高いロボットアーム
として製品開発の基本仕様として位置づけた。
 <特長>
①ミニ関節（曲げが自在）
②コンパクト（物理的占有
が小）③制御が簡便（間接
のロック及び解除が簡易）
④電磁波対応（患者 近傍に
電気的駆動部無） 図２　コア技術多機能ホルダー

この多機能ホルダーをコア技術として、製品化に向けた、
下記5つの開発テーマに着手した。

【1】各関節にロック機構を持つアームの開発
関節に小型で強力なロック
機能を設け、自由に位置を固
定でき、ロック解除後も自重
で落下しないアームを開発し
た。動作目標も達成。

図3　開発イメージ

【2】定位置固定型ホルダーロボットアームの開発
 関節にサーボとハーモニッ
クドライブの駆動機能を設け、
外的衝突による移動でも元に戻
る自立制御システムを開発した。
動作目標も達成。

図4　ハーモニックドライブ式アーム

図5　外的衝突補正開発イメージ

【3】相対位置固定型ホルダーロボットアームの開発
距離センサーと非接触距離セン

サーによる、呼吸に合せた追尾を
可能とするホルダーアームを開発
し、制御アルゴリズム精度向上を
図った。 動作目標も達成。

図6　呼吸追尾開発イメージ

【4】多関節ホルダーロボットアームの開発
細径器具を自由な角度で確実
にホールドするディスポーザブ
ルアームを開発した。用途・加
重に応じた多関節機能が必要と
なり、3種のアームを作製。動
作目標も達成。 図7　多関節ホルダーロボットアーム

【5】インテリジェントホルダーの開発
開発要素をすべて組込んだ空中ステーションシステムを
開発。一度に複数のホールドを可能とし、具体的な製品化
に向けた基本設計を終えた。

上記5つの開発サブテーマに基づく「位置決め」技術の
高度化を進め、3つの製品化を目指して取組んできた。当
初の目標値はクリアし、今後はさらに医療現場でのニーズ
に近づけ、薬事申請をはじめとする早期の事業化に向けた
作業を急ピッチで進め、29年度を皮切りに段階的に上市
を進める予定である。

開発された製品・技術のスペック

製品【1】マルチパーパスベースホルダーロボットアーム
タブレット等の重量物を、術者がワンタッチで自由に位
置の固定が可能で、ロック解除後も自重で落下しない。
　（29年度の製品化を見込む）

図8　タブレットホルダーアーム

仕様/動作範囲：500mm、最大荷重：2Kg、アーム幅：30mm、

自由度：3～5関節、（一関節当り）可変角：±60度、回転角：360度

製品【2】 ディスポーザブルマルチパーパスホルダー
ロボットアーム

（1） ワンタッチで細径器具（鉗子等）を自由な角度で確実
にホールドする。

　（29年度の製品化を見込む）

図9　多関節ホルダーロボットアーム

仕様/動作範囲：200～500mm、最大荷重：0.5～1.0Kg、アーム幅：15～25mm、

自由度：10～20軸、（一関節当り）可変角：±15度、回転角：360度の性能を有す。

（2） マウスピースに直接接続して内視鏡を自由な角度で確
実にホールドする。

　（29年度の製品化を見込む）

製品【3】インテリジェントホルダーロボットアーム
○ワンタッチで自由な角度で確実にホールドが可能
○一度に複数の位置固定が可能
○外的衝突で移動しても元に戻る
○患者との位置を一定に保つ補正機能
　（30年度の製品化を見込む）

  

呼吸に合わせた相対位置補正の検証

　図10　インテリジェントホルダーロボットアーム
仕様/動作範囲：500mm、最大荷重：2Kg、アーム幅：50mm、

水平：2軸、垂直：2軸、繰返し精度：±1mm

手術ロボット開発における「位置決め」技術の高度化
（インテリジェントホルダーの開発）

さいたま商工会議所

➡
  

➡

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　位置決め

川下の抱える課題及びニーズ
◦ロボットに関する事項
　 複雑動作における厳格な安全性・信頼性の保障 /高いユーザ
ビリティの実現（操作性・生体親和適合等） 

高度化目標
ブレーキ機構等の安全性の向上 / 破損防止等の信頼性の向上 /
動的機構等の操作性向上 /構造部材等の生体親和性・適合向上
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研究開発の背景及び経緯

現在、人工関節、脊椎固定具、ステントなどの金属を主
要材料とする生体用埋入医療用具（インプラント）の世界
市場規模は約4兆円（年間）で、日本における市場規模は
約3,500億円と言われている。その内、整形外科用インプ
ラントの国内市場規模として2010年で1,795億円（薬事法
上の分類）であり、その内プレートシステムを必要とする
ものは約200億円と推定されている。
しかしながら、これらのインプラントの約85％が輸入

品で占められており、かならずしも日本人の体形にマッチ
したものが使用されていないことと、価格面でも患者負担
が大きいことが課題となっている。
医療現場からのニーズとして、安全性を重視する中で、

日本人の体形にマッチして、かつ輸入品よりも安価である
インプラントの開発が望まれている。
現在インプラントの材質としてチタン材が主流であり、

特に骨組織との接触部位に利用されている。チタン材は軽
量であり機械的強度に優れていることと高い耐食性があり、
生体適合性も高く安全性があることが挙げられる。
このように生体適合性に優れているチタンであるが、プ

レートと骨面（皮質骨）をスクリューにより固定すること
でプレート面と骨面が密着し骨面にある毛細血管や再生細
胞の働きを阻害する。骨面に固定する際に圧迫しても毛細
血管や再生細胞の働きを阻害しないプレートの開発が望ま
れている。
弊社では、他社にない粗面加工をマシニング加工により

評価しているが、加工時間、加工工程が多く以下の課題を
解決する必要がある。
①平面部の加工のみで湾曲部には加工が出来ない
②加工時間が長くコスト的に対応が難しい
そこで、低コスト化に対応した新しい加工技術の研究開

発である。
一方で、治療部位によってスクリューにより骨を引寄せ

て固定するためのラグスクリューがある。このスクリュー
の中心には貫通穴が加工してありガイドワイヤー等による
位置決めに使用されるが、小径ラグスクリューが存在して
いないため、海外にない∅1以下のラグスクリューの開発
を医療現場より要望されている。

小径ラグスクリューの開発と∅0.8mm以下の微細深穴
貫通加工技術を確立する必要がある。

研究開発の概要及び成果

本研究開発では、従来の加工技術を基に以下の新しい加
工技術の確立を目指し、放電加工技術による「低コスト化
に対応した技術開発」として以下の研究開発を実施した。
1. 放電加工による粗面加工技術の研究
1-1 電極形状及び制御システムの開発

図1　開発したグラファイト電極と4軸制御システム

1-2 粗面加工の最適加工条件の確立

図2　放電加工による粗面化

1-3 試作加工品の評価研究
従来の切削工法から放電加工工法に変更し、骨面上の毛
細血管、再生細胞を阻害しない形状を開発した。
動摩擦力による評価  
・ 表面粗さRaを大きくすると、試験力が低下する傾向が
認められた。
・ 電極がGrの場合、表面粗さRa=7 mmの試料を用いると
ローレット試料と同程度の試験力が得られた
　 表面粗さの目標値　電極：グラファイト、
表面粗さ7μmRaに決定した。

表1　動的摩擦力の比較

図3　SEMによる断面観察

図4　SEMによる観察

2． 放電加工による微細深穴加工技術の研究
2-1 微細深穴加工用電極パイプの試作開発
Cu2穴パイプを選定し、現行品に対して肉厚を20％程度
大きくし、穴面積は多少小さくし電極の消耗率を改善した。

図5　開発した電極パイプ

2-2 微細深穴加工の最適加工条件の確立
各ラグスクリューにおいて、それぞれの貫通穴加工の最
適加工条件を確立した。

図6　貫通加工したサンプル

2-3 試作加工品の評価研究
3点曲げ試験評価を穴加工の有無により比較を実施した。
結果は理論値で10～20％の低下に対し10～23％とほぼ理
論値と同様の結果であった。

スクリューの引抜き試験を穴加工の有無により比較を実
施した。結果は穴有と穴無では差がなかった。目標値であ
る200N以上であり目標を達成した。

表2　測定プロファイル
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開発された製品・技術のスペック

□インプラントの粗面加におけるスペック
　材質：純チタン
　粗面：7μmRa
　加工時間短縮：120分/個 → 20分/個
　加工コスト：△7,500の削減

図7　粗面加工サンプル

□ラグスクリューのスペック
　材質：チタン合金
　①中心穴∅0.4mm×L=30mm　L/D=75以上

図8　ラグスクリュ∅1.5断面

　②中心穴∅0.6mm×L=40mm　L/D=66以上

図9　ラグスクリュ∅2.0断面

　③中心穴∅0.8mm×L=50mm　L/D=62以上

図9　ラグスクリュ∅2.4断面

◎所在地：〒403-0004　山梨県富士吉田市下吉田四丁目15番10号
◎担当者：羽田　功一
◎TEL：0555-23-4780　◎FAX：0555-28-6003　◎E-mail：kouichi.h@npo-mono.jp 
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：山梨県富士工業技術センター
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社スワ
◎主たる研究実施場所：株式会社スワ

インプラントの低コスト化に対応した加工技術の開発

特定非営利活動法人ものづくり支援機構

25年度採択
委託事業

［小規模事業者型］

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　切削加工

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　低コスト

高度化目標
高付加価値化
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

25年度採択
委託事業

［一般型］

切
削
加
工

研究開発の背景及び経緯

昨今、製造事業の熾烈な国際競争において、高精度で高
品質ながら顧客の短納期要求を満たし、且つ生産性の向上
による原価低減が求められている。また、加工対象が複雑
になる中、さらなる高速加工が追求され、多軸・複合加工
を行う高性能な工作機械が欠かせなくなっている。

ところが、多軸の工作機械の内部構造やシステムは容易
に改変できるものではないため、基本的に1台数千万円す
る工作機械を購入するか、或いは工作機械1台毎に搭載さ
れている数百万円の制御装置を購入して据え付けるほかな
い。いずれにしても中小企業にとっては、経営をゆるがし
かねない大きな設備投資となる。

このため、複数の加工ラインを持つ生産現場からは、既
存の工作機械に加え、組立ロボットや搬送機等を含む複数
台の稼働を、1台で同時に同期制御できるような次世代制
御装置が切望されている。

また、従来の制御装置の通信デバイスやソフトウェアの
ロジックでは、加工速度に限界が生じていることから、高
速かつ高度な同期制御「リアルタイム制御」の確立を目的
とする新たなコンセプトの下、ハードウェアから通信、ソ
フトウェア、アプリケーションまで一貫した技術開発を行
い、その限界を超えていかなければならない。

よって、本プロジェクトでは多軸工作機械を史上最短時
間でリアルタイムに制御でき、正確かつ速やかに加工位置
決めとステーション移動を可能にするソフトハード一体型
複合制御システムの開発を目指した。

研究開発の概要及び成果

各年度における研究開発の概要は以下の通りである。
まず、平成25年度では、電装盤・制御装置の一体化し
たパソコンベースの「一体型制御ボード」及び「制御実証
用ハードウェア」を製作し、「実験用切削式3Dプリンター」
を構成した。また、簡易的な使用環境においてリアルタイ
ム制御を検証し、1台の制御装置で4台の工作機械まで制
御が可能であることが確認できた。

続いて、平成26年度では、開発した「一体型制御ボード」
の操作や通信における高速性と安定性を高めつつ、ハード
ウェアとの整合も含めて最適な改良を施した。また、「実
験用切削式3Dプリンター」を安価かつコンパクト化した2
台目となる「小型実験用切削式3Dプリンター」を試作す
るとともに、3D形状用の加工データを自動生成するソフ
トウェア開発も並行して行った。

一体型制御ボードと2台の制御実証用ハードウェア

そして、平成27年度では、まず、平成25年度に製作し
た「制御実証用ハードウェア」の内部に据付けた各駆動モー
ターをいずれも高速・高性能な駆動モーターに取替えて改
造した。その上で、2台のハードウェアに対し、1台の「一
体型制御ボード」からそれぞれ異なる3D形状の複雑加工
を指令し、それが高速稼働でも安定して同期することを証
明した。
最終的に、本プロジェクト全体を通じて研究開発してき
たハード・ソフトを一斉に稼働させ、32軸のリアルタイ
ム制御が可能になったことを確認した。

3次元形状加工物

3D加工データ自動生成システムを用いた加工状況

開発された製品・技術のスペック

開発したソフトハード一体型複合制御システムは、当初
の目標である32軸同時制御を可能にし、同時に従来の100
倍の通信速度も実現した。4軸の工作機械でも、理論的に
は8台まで同時制御できることになる。当制御システムは、
あくまでも全く異なる動作を同時制御できる点で、従来に
ない高い革新性を有している。
このほか、不正コピーの防止機能を備え、完全ブラック
ボックス化により、生産拠点の海外移転による情報漏洩に
も寄与する。また、ユーザーインターフェイスをタッチパ
ネル式のパソコンで構成しており、操作性はもとより、各
種機器やインターネット、他のセンサーデバイス等との
IoTも実現した。今後、他社との協業により、業務系ソフ
トウェアとの連携から、ひいては意思決定支援システムに
まで発展が見込める。

今後の事業化に向けて、当制御システム全体としては、
2百万円/台の売価を想定し、商品構成していく。複数台を
1台でリアルタイム制御できる点や、情報連携のサーバー
機能も包括することで従来の制御装置と比較しても圧倒的
に投資効率の高い商品として提案できる。特に既存の工作
機械への「レトロフィット」対応に高い適用性がある。
また、今回の開発過程で完成させた、CAMなしに3D加
工データを直接自動生成するソフトウェアなど、ユニット
単位でも提供し、本成果物の普及と発展を目指す。

◎所在地：〒213-0012　神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号
◎担当者：水野　雄介
◎TEL：044-819-2001　◎FAX：044-819-2009　◎E-mail：mizuno@ksp.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社ＫＭＣ、株式会社テクノ
◎主たる研究実施場所：株式会社ＫＭＣ

リアルタイム制御を可能にする
ソフトハード一体型複合制御システムの開発

株式会社ケイエスピー
コントローラ１台で、工作機械１台を制御

通信速度

① 動作指令
（コントローラ）

② 動作認識
（工作機械）

③ 動作開始
（工作機械）

専用配線が多く、正確に
動作させるためには、
専門的な制御知識と
配線知識も必要。

コントローラ工作機械

4～8ms以下

○ 従来方式

コントローラ１台で、工作機械複数台を同時制御

全てが制御ボード（ＰＣ）
内に搭載されるため、
余計な配線がなくなり、
制御及び配線の専門
知識も不要になる。通信速度

① 動作指令
（コントローラ）

② 動作認識
（工作機械）

③ 動作開始
（工作機械）

0.04ms以下

一体型制御ボード

○ 本事業の方式

Windows + Intime

K M C

従来技術と新技術

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　切削加工

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　低コスト化 /短納期化 /環境対応

高度化目標
高精度・微細化のための技術の向上 /プロセスイノベーション/
高付加価値化
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

25年度採択
委託事業
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研究開発の背景及び経緯

スマートフォンやタブレットおよびデジタル家電に代表
されるように各種あらゆるところでプリント基板が使用さ
れている。プリント基板に使用されている電子部品の高性
能で小型化かつ低コスト化の流れはとどまることなく、プ
リント基板の穴あけ用ドリルは年々小径化し、∅0.3mm
以下の割合は72％（2008年）で中でも∅0.1～0.15mmの
ドリルが主流になり、ドリル素材への要求特性も年々厳し
くなりまた難易度も高くなっている。
プリント基板の穴あけ加工は0.2～1.6mm厚のプリント

基板を多重に重ねて一般的に1本の工具で2000～5000個の
穴あけ加工を行う。
これらの加工法ではドリルの切れ味がすぐに低下して

しまい位置精度が悪くなり、さらに切り屑が詰まってしま
い無理に穴開け加工をするとドリルが折れてしまう。その
ためガラス繊維などを含んだ複合材のプリント基板の穴あ
け加工を高精度に行うことができるドリルが必要であるが、
今のところそのドリルを製作する機械装置は存在していな
い。
そこで強靭性のあるPCD（多結晶ダイヤモンド）を刃先

とする小径ドリルを製造できる機械装置を完成させ穴あけ
加工の精度と寸法の再現性向上を図る。
その目的として昨今の切削加工分野における要求は微細

加工の高精度化と刃工具の長寿命化による生産性向上であ
る。PCDはチッピングやクラックしにくい構造で摩耗度が
少ないのでハイス鋼や超硬合金およびCBN（立方晶窒化ホ
ウ素）、ダイヤモンドコーティングされた汎用工具素材な
どと比較して大幅に工具寿命が期待できる。
工具メーカーの資料によると超硬工具よりPCD工具は10

～30倍以上の長寿命化が可能であり、穴あけ加工を高品
質に保つことができ工具の破損による交換、調整などの作
業が減少するため、予備工具の減少や加工時間の短縮につ
ながる。
工具寿命が延びることにより、品質の安定、労働コスト

の削減などの総合的PCDの利点により工場全体の生産量や
コスト削減に大きな影響を与える。

図1　PCDドリルの現状

研究開発の概要及び成果

従来の製造方法では以下の問題点があり、新技術との比
較は以下の図である。

図2　従来技術と新技術の比較

具体的には、6軸+1軸インデックスの回転電極放電加工
機を開発し、CNC（コンピュータ数値制御）を搭載せず、サー
ボモータ・パソコン制御のソフトウエアで行った。

図3　回転電極放電加工機

図4　パソコン制御のソフトウエア

図5　回転電極放電加工機で製作したPCDドリル（∅0.105mm）

開発された製品・技術のスペック

開発した回転電極放電加工機ならびPCDドリルは目標達
成することが出来た。国内外の工具メーカーおよび国内外
の電気メーカーにサンプル提供し加工テストなどを行って
いる。またプリント基板以外に脆性材（石英ガラス、セラ
ミックなど）でも同様に加工テストを行っている。刃径と
して0.1mm以下（0.084mm）のドリル製作も実現できた。

図6　∅0.084mmPCDドリル

◎所在地：〒371-0854　群馬県前橋市大渡町1-10-7
◎担当者：藤村　聡
◎TEL：027-255-6500　◎FAX：027-255-6161
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：群馬県立群馬産業技術センター
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：三友精機株式会社
◎主たる研究実施場所：三友精機株式会社

∅0.1mm PCD（多結晶ダイヤモンド）小径ドリル製造が
できる回転電極放電加工機の開発

公益財団法人群馬県産業支援機構

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　切削加工

川下の抱える課題及びニーズ
◦機機器に関する事項
　性能・寸法の再現性向上 /長寿命化

高度化目標
非金属（ガラス、樹脂等）加工対応
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

25年度採択
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研究開発の背景及び経緯

現在、航空機及び自動車業界においては、軽量化による
燃費の向上を目的に多くの部分で炭素繊維強化プラスチッ
ク（CFRP）が使用されてきている。このCFRPは加工が非
常に困難であることから、加工に適した工具の開発が望ま
れている。CFRP切削加工工具用素材としてはダイヤモン
ドが適しているとされており、ダイヤモンドコーティング
工具及びダイヤモンド焼結体（PCD）が使用されているも
のの、加工性、形状自由度及びコスト等について課題がある。
本研究開発では、軽量かつ高強度なCFRPや重積材の切

削加工に用いる高機能PCD工具の高生産性・低コスト化を
実現するための大型焼結体製造技術と工具形状成型技術の
開発を行う。

研究開発の概要及び成果

現在、CFRPの加工に使用されている工具は、超硬（WC-
Co）もしくは気相合成によるダイヤモンドがコーティング
された物である。超硬工具は摩耗が早く短寿命であり、コー
ティング工具は①再研磨が出来ない、②コーティングの厚
さ分丸くなり鋭利な刃先が形成されない、③最適化されな
ければ剥離する等の問題点が存在している。一方で、ダイ
ヤモンドの粉を高温高圧で焼き固めたPCDはCFRP加工用
工具の素材として最適と考えられる。（図1、表1）
現在市販されているPCDは、殆どがダイヤモンド層

0.5mm程度と非常に薄いため、工具設計上、超硬との複
合構造となり多くの問題点を有している。この問題点を解
決する為に課題1：PCDサイズ課題（ダイヤ層の厚み不足）
を設定し、焼結条件及びバインダーや造粒方法を見直す事
で直径50mm、厚み10mmのPCDを開発した。さらに、大
型PCDの導入により新たに発生する課題として、課題2：
PCD加工性課題（工具形状への加工が困難）、課題3：放電
加工課題（放電ダメージ層の存在）を設定した。各課題を
研究開発することで優れた工具素材を提供する体制を整え、
CFRP加工に対する最適な工具が供給される環境を構築す

ることで、高度化目標「エ．新材料（CFRP等）加工対応」
を解決した。（図2）
具体的な成果として、1）10mmの厚みを有するPCD素
材の合成、2）大気圧プラズマトーチによるダイヤモンド
の加工技術およびPCD上へのCVDダイヤモンド膜の追成長
技術の開発、3）PCD素材情報を元にした工具形状の最適
化技術の開発を達成した。

図1　PCD合成に使用する装置概略

表1　CFRP加工用工具の性能比較

図2　開発ターゲット

開発された製品・技術のスペック

本事業で開発された製品は従来には無いダイヤモンド
層の厚いPCDである。従来のPCDの厚みが0.5mm程度に対
して10mm以上の非常に厚いダイヤモンド層を有している。
図3に示す黒色部分がダイヤモンドで構成され、金属色部
分は超硬素材となっており、工具化等が容易になる様に超
硬素材部分も厚く構成されている。
工具素材の切出しも従来と比較して倍以上の速度で放電
加工が可能であり、コスト削減と工具デザインの自由度を
実現しているのが特徴である。
また、開発素材の特性を考慮してシミュレーションする
ことで、効率的に工具を設計する技術も開発した。工具刃
先の温度を予測し、熱に弱いダイヤモンドがダメージを受
けない刃先形状の検討事例を図4に示す。
最後に、開発素材の特徴である再研磨による工具コスト
削減で重要となる技術について紹介する。摩滅した刃先部
に気相合成法でダイヤモンドを合成し刃付け研磨を行う為、
大気圧プラズマトーチを開発した（図5）。このトーチで
前処理を行うことで、摩滅部分にダイヤモンド膜の肉盛が
可能となった。また研磨困難な気相合成ダイヤモンド膜を
短時間で研磨できる気相エッチング条件を見出すとともに、
大気圧プラズマを併用したメカノケミカル研磨の基盤技術
を確立した。

焼結合成素材断面 ドリル素材丸棒切出し

ダイヤ層12mm
ドリル素材丸棒

ダイヤ層12mm
PCDドリル

図3　開発素材からドリル作製の手順

• チャンファが切削温度に及ぼす影響は小さい

• 600℃以下(材料が炭化する温度以下)で切削できる

切削条件：切削速度 30 m/min
切削厚さ 0.05mm

開発素材ドリル温度解析（チャンファの影響）

図4　開発されたPCD素材の工具形状最適化技術

新規開発された大気圧プラズマトーチ

Ar-O2プラズマ

ダイヤモンド膜 ⇒ エッチング後

図5　新規開発されたダイヤモンド加工用の大気圧プラズマトーチ及び加工結果

◎所在地：〒321-3226　栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-40
◎担当者：関口　徹
◎TEL：028-670-2602　◎FAX：028-670-2611　◎E-mail：kenkyu@tochigi-iin.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：学校法人日本工業大学、栃木県産業技術センター
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：トーメイダイヤ株式会社
◎主たる研究実施場所：トーメイダイヤ株式会社  小山工場

高機能多結晶ダイヤモンド工具の高生産性・低コスト化技術を
支援するための、大型焼結体製造技術と工具形状成型技術の開発

公益財団法人栃木県産業振興センター

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　切削加工

川下の抱える課題及びニーズ
◦航空機に関する事項
　燃費向上

高度化目標
新材料（CFRP 等）加工対応
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

25年度採択
委託事業

［一般型］

切
削
加
工

研究開発の背景及び経緯

輸送産業において、構成部品の軽量化は燃費の向上及び
航続距離に直結する大きな課題である。
産業用UAV（Unmanned Air Vehicle：無人航空機）分野

でも、騒音対策と並んで燃費向上、航続距離の延長が課題
となっている。そのため、エンジン部品の一部に軽量・高
強度な新材料を採用して軽量化するとともに、エンジン
パーツの高精度化により振動や摩擦損失を低減させる等の
対応が求められている。（図1～2）

図1　産業用UAVの例

図2  Ni基耐熱合金（左）とTiAl合金（右）の重量比較

研究開発の概要及び成果

前述のような背景及び経緯から、本研究開発では、従来
の金属材料に比べ高硬度・脆性材料であり、耐力が小さい
ことから機械加工が極めて困難であるが、「高耐熱」・「高
硬度」・「軽量素材」という優れた素材特性をもつチタンア
ルミ合金の切削技術の確立を目指すこととし、エンジンの
タービン部をチタンアルミ合金に置き換えることで、エン

ジン重量を従来比20％以上削減、エネルギー変換効率を
従来比20％以上向上させることを目標とした。
タービンにチタンアルミ合金を用いるにあたっては、材
料の欠損や引張り残留応力を生じさせない工具形状及び切
削条件等、量産を可能とするチタンアルミ合金の高精度高
速切削加工技術を確立する必要があることから、耐久性の
高い工具の開発（図3）、切削条件を研究（図4）し、±30
ミクロン以内の高精度切削加工を実現、精度を維持しつつ、
タービン静翼及び動翼をチタンアルミ合金の切削加工にて
試作することに成功した。（図5,6）

 

　　 図3　開発した工具　　　　　　　　　図4　切削加工の様子

 

 図5　チタンアルミ合金製タービン動翼 図6　チタンアルミ合金製タービン静翼

タービンのチタンアルミ合金化により、タービン重量は
従来比45%の軽量化に成功し、推力は最大6%、燃費も約
10%向上させることができた。
上記の実現により航続距離を従来比20％以上向上させ、

騒音値を従来比20dB低減可能なターボジェットジェネレー
ター（発電機）（図7）を開発することも目的としており、
チタンアルミ合金製タービンを組み込んだジェットエンジ
ンのエネルギーを2次タービンで受け、減速機を介して発
電を行うターボジェットジェネレーターの試作を行った。

図7　ターボジェットジェネレーター設計

試作したターボジェットジェネレーターについては、燃
焼可視化手法、シミュレーション技術の研究、エンジン回
転数および発電機回転数の組み合わせに対する発電量およ
び燃料流量の制御を最適化（図8）することで、最大7kW
の電力を得ることに成功した。（図9）

 

　　　　図8　発電用システム設計図　　　　　　　  図9　発電試験の様子

また、本研究で開発したシステムは、減速機の先をジェ
ネレーターからプロペラに交換することで、回転翼タイプ
の無人飛行機の動力源としても応用可能なことから、その
ニーズに合わせた「ターボプロップエンジン」（図10）に
ついても試作し、推力などを検証したところ、回転数5.5
万rpmにおいてターボジェットエンジン推力196N（20kgf）
に対し、333N（34kgf）と約1.7倍の推力を発生させるこ
とが確認できた。

図10　ターボプロップエンジン設計

開発された製品・技術のスペック

開発された①ターボジェットジェネレーター（図11）
は、エンジンタービン部をチタンアルミ合金化することに
よって推力は最大6%、燃費も約10%向上させたものであ
る。騒音についても独自技術によって従来比20%以上低減
され、産業用無人航空機分野において活用が期待されるも
のである。

図11　ターボジェットジェネレーター

また、②ターボプロップエンジン（図12）についても、上
記①同様に推力アップ、低燃費化を実現したことから、回
転翼タイプ無人航空機の動力源としての活用が期待される。

図12　ターボプロップエンジン

◎所在地：〒951-8061　新潟県新潟市中央区西堀通6番町866番地  NEXT21  12階
◎担当者：平賀　恵一
◎TEL：025-226-0550　◎FAX：025-226-0555　◎E-mail：info@niigata-ipc.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立大学法人新潟大学、新潟県工業技術総合研究所、国立研究開発法人産業技術総合研究所
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：YSEC株式会社、有限会社小林製作所、佐渡精密株式会社
◎主たる研究実施場所：YSEC株式会社

チタンアルミ合金切削加工技術の確立による
環境対応型先進ＵＡＶ用ターボジェットジェネレーターの開発

公益財団法人新潟市産業振興財団

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　切削加工

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
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この研究へのお問い合わせ
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研究開発の背景及び経緯

次世代のディスプレイ技術として、有機EL材料やパネル
製造技術の開発が活発に行われている。特に、中小型のス
マートフォン向けの高品質なディスプレイに対する需要が
大きいことから、量産技術の更なる発展と、低コスト化が
要求されている。有機ELは、自発光であるため視認性が良
く、液晶ディスプレイで用いられるようなバックライトが
必要ない。また応答速度も速いので動画表示を必要とする
機器に非常に適している。現在のところ日本ではカーステ
レオ向けに市場導入されており、またアメリカにおいては、
マルチカラーディスプレイを搭載した携帯電話が市場導入
され、その表示品位の高さが実証されている。更に、アク
ティブ素子を用いた有機ELパネルも相次いで発表されて
おり、開発競争に拍車がかかっている。現在の有機ELディ
スプレイはガラス基板上に形成されているが、この基板を
ガラスから樹脂に変えることで、ディスプレイをより薄く
軽くすることができる。また、樹脂であるがゆえの柔軟性
を生かして、これまでの枠にとらわれない様々な形状の
ディスプレイを実現することができ、曲面表示やフレキシ
ブルなディスプレイも期待されている。

研究開発の概要及び成果

従来技術は、ガラス等の透明な基板の上に、ITO等の透
明電極、有機EL特性を出現させる各層、金属電極を各々
形成（図1）する。その後、有機ELを構成する有機材料が
酸素、水蒸気および湿度等の水で劣化することから、これ
らをバリアするために、接着剤からなるスペーサーを介し
て、基板の貼りあわせを行い、有機EL素子を密閉して中
空構造にしていた。この場合、表1に示される課題があっ
た。我々の提案する新技術（図1）では、中空構造に変え
て、電子部品等で多く使われているポリイミド、特に溶媒
可溶性のポリイミド溶液をコーティングして保護すること
で、従来技術よりも薄板化でき、且つ、複雑な貼合せ工程
を単純な塗布工程に変えるため、工程数削減が可能となる。
また、上下の基板をいずれもポリイミドを用いることでフ
レキシブル化することも可能である。ポリイミド単独では
十分な防湿特性を持たないため、半導体集積回路でバリア
性能が十分実証されているALD膜層をポリイミド膜上に形
成することにより確保する。ALD法でバリア層を成膜する
場合、通常250℃以上に加熱して行われる。しかし、有機
EL材料は、熱に弱く、100℃以下と厳しい条件が必要とな
る。そのため、プラズマを利用したALD法の最適化により、
150℃以下の成膜温度でのバリア層の形成を行った。この
場合、ポリイミドを緩衝層としてALD膜と有機EL層の間に
形成して、ALD層の形成に伴うプラズマと熱を有機EL層か
ら緩和、遮断することが有効である。開発されたALD膜付
ポリイミドフィルムを図2に示す。試作品は、シリコンフ
レームに接着されており、このままの状況で、バリア膜の
特性評価を可能としている。

図1　技術概要

表1　技術課題と特徴

図2　試作されたALD膜付ポリイミドフィルム

開発された製品・技術のスペック

⑴　接着用・溶媒可溶ポリイミド
　・剥離強度 > 2kg/cm2

　・熱分解温度 > 300℃
⑵　可視透明・溶媒可溶ポリイミド
　・透過率（波長440nm以上） > 95%（厚さ10μm）
　・熱分解温度 > 300℃
⑶　酸化膜付・ポリイミドフィルム
　・ベースフィルム：ユ－ピレックス
　・酸化膜：酸化アルミニウム（原子層堆積法による）
　・成膜温度：200℃以下
⑷　窒化膜付・ポリイミドフィルム
　・ベースフィルム：ユ－ピレックス
　・窒化膜：窒化アルミニウム（原子層堆積法による）
　・成膜温度：200℃以下

◎所在地：〒305-0047　茨城県つくば市千現2丁目1-6
◎担当者：高田　青史
◎TEL：029-858-6000　◎FAX：029-858-6014　◎E-mail：tci-is@tsukuba-tci.co.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立研究開発法人産業技術総合研究所
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：ソルピー工業株式会社
◎主たる研究実施場所：ソルピー工業株式会社及び国立研究開発法人産業技術総合研究所

溶媒可溶ポリイミドを用いた有機ＥＬ用バリア構造の試作

株式会社つくば研究支援センター

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　高機能化学合成

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　高性能化

高度化目標
耐熱性、耐湿性の向上
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この研究へのお問い合わせ
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［小規模事業者型］

研究開発の背景及び経緯

有機ケイ素化合物の製造時、シラン合成工程で排出され
る「廃ケイ素粉」の有効再利用が最大の課題となってい
る。廃ケイ素粉には触媒としての銅を10～15％程度含有
し、廃棄に際して、土壌汚染防止及び地球温暖化防止のた
めの適正な処理を必要とする課題があった。
新技術では、「廃ケイ素粉」を原料とし、アルカリ反応

を利用した「G水素※1の合成」、反応残渣として「ケイ酸
ナトリウム」を取り出す2種類のプロセスを通じて、廃棄物
の減量及び環境負荷の低い各種リサイクル製品を開発する。
上記合成反応で排出された「廃ケイ素粉」は日本で年

間約2000トンが「廃棄物」として無害化処理し、埋め立
てられており、その処理費用はトン当たり平均2万円以上、
年間平均4千万円以上が排出メーカーの負担となっている
ことが課題となっている。
本研究開発では、この廃棄物を再利用することにより、

ケイ酸ナトリウムの有効利用及びG水素を製品化し、シリ
コーン全体の製造コストを低減させ、メーカーの収益性向
上並びに廃棄物を有効利用することによる環境負荷低減に
役立つと考えた。
本研究開発において、①G水素は従来品の約1/2の製造

価格を目標とし、また、副生するケイ酸ナトリウムは内添
型ダイオキシン分解剤として100％有効利用することを目
標とした。上記G水素を使用するMgH2は安全及び汎用性
に優れており、これを配合する事で②内添型ダイオキシン
分解剤及び③超親水性添加剤を開発し、市場のニーズに合
致する新製品の開発を目標とした。

研究開発の概要及び成果

① 有機ケイ素化合物の製造過程で排出される廃ケイ素粉を
利用したG水素合成
廃ケイ素と水酸化ナトリウム水溶液で反応させてG水素

を生成する。
・ 図1は本サポイン事業で製作し、実験に使用した装置を
開発した。

図1　試験装置外観

・原料の廃ケイ素の主成分分析：
Si 60～70%、Cu約10%、Fe約5%
X線による成分及び構造解析より、ケイ素の酸化は殆ど
認められなかった。また、銅の含有が認められた。
・実験の結果より最適な混合比、反応条件が判明した。

表1　廃ケイ素量に対する水素ガス発生量の一覧表

廃ケイ素量に対する水素ガス発生量

果結験実件条験実

廃ケイ素
(ｇ)

NaOH
温度(℃) ガス発生量

(L)
反応ピーク

(分)
最高温度

(℃)量(cc) 濃度(％)

108 1920 5 35 88.4 139 62

135 1920 5 35 108.9 161 66

162 1920 5 35 128.7 157 67

189 1920 5 35 138 157 71

216 1920 5 35 136.1 151 76

1 2 3 4 5

廃ケイ素(ｇ) 108 135 162 189 216

ガス発生量(L) 88.4 108.9 128.7 138 136.1
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廃ケイ素量別、発生ガス量の変化 (濃度5％)

グラフ1　廃ケイ素量別発生ガス量の変化

②有機物添加用、内添型ダイオキシン分解剤の開発
内添用ダイオキシン分解剤は、反応時多量の水分を必要
とするため、MgH2を微粉化した材料をケイ酸ナトリウム
に配合し、微粉化した製品として塩ビ等の有機プラスチッ
ク及び、各種有機物に内添可能な製品の開発を行った。
・ ダイオキシン分解剤は、生成したケイ酸ナトリウム水溶
液には水酸化銅のコロイドが分散しており、銅は焼却炉
中ではダイオキシン生成の触媒となるため、除去する必
要性があることが判明した。

・図2はG水素から製造したMgH2の粉末である。
この粉末の水素化率は80%であった。

図2　GH2から製造されたMgH2粉末

・ 図3は反応後の生成したケイ酸ナトリウム水溶液から遠
心分離し、乾燥して微粉砕した粉末のケイ酸ナトリウム
である。一般のケイ酸ナトリウム粉末は白色だが、これ
は淡灰色である。白色を不問とする使用用途を限定した
製品として市場への投入が期待される。

図3　精製したケイ酸ナトリウム粉末

③プラスチック及び有機塗料用、超親水性添加剤の開発
MgH2は取扱が安全で容易に微粉化が可能である。
従来の製品は何れもコーティング剤であり、新技術はプ
ラスチック及び有機塗料に直接添加し、超親水性を発現で
きる唯一の製品となる。配合割合、条件等を研究開発し、
本来素材の持つ機能、性能を損なわない製品を開発する。
・ 実験は汎用アクリルエマルション塗料にMgH2を任意の
量を添加し、超親水性効果の有無を確認した。
使用塗料（WC-AC）：ウォールコートAG
下記試験結果は目視による。

表2　超親水性試験結果

配合量(g)
親水性評価WC-AG MgH2

100 5 ×

100 10 ×

100 15 ×～△

100 20 ×／◎

開発された製品・技術のスペック

① 有機ケイ素化合物の製造過程で排出される廃ケイ素粉を
利用したG水素合成
・G水素発生量が多い理想の配合割合
廃ケイ素粉：5%苛性ソーダ水溶液＝1kg：約11.3L
・苛性ソーダの濃度：5%が適正
・反応温度：35℃程度が適温
20℃程度では反応が遅く不適と判断した。
また安全面から35℃として急激な反応を抑制した。
・廃ケイ素1kgに対するG水素発生量：約800L/kg
G水素合成に関しては、水素発生量の効率性の面から検
証してきたが、この結果を基にプラント設備の設計に反映
する。
・ 水素利用に関しては来る水素化社会においての水素源の
ほか、MgH2（水素吸蔵合金）での貯蔵、緊急用バッテ
リーへの応用、更に「水素水」の様な健康・美容分野も
視野にいれている。
②有機物添加用、内添型ダイオキシン分解剤の開発
・ ケイ酸ナトリウムを10μm以下に粉末化し、反応を促進
する「水」の供給源として、MgH2微粉末を添加し、製
品化する。
・ ケイ酸ソーダ粉末とMgH2粉末を塩ビに添加し、性能評
価を実施中である。
用途：・塩ビその他各種樹脂内添用として製品化
　　　・遺体焼却用添加製品
　　　・バイオ燃料その他への内添用添加剤
③プラスチック及び有機塗料用、超親水性添加剤の開発
・ 超親水性添加剤は、接触角を低減させるには添加剤
MgH2を13～17%添加する必要があることが判明した。
MgH2は他の添加剤に比べて高価であり、今後、製品の
事業化を展開する中で添加量の低減が事業化への課題と
なる。

◎所在地：〒338-0001　埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目3番2号
◎担当者：清水
◎TEL：048-857-3901　◎FAX：048-857-3921　◎E-mail：sangaku@saitama-j.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：高圧システム株式会社、株式会社カレイド、バイオコーク技研株式会社、富士化学株式会社
◎主たる研究実施場所：高圧システム株式会社

有機ケイ素化合物（シリコーン）分野で
世界初の製造過程で排出される廃棄物の有効利用

公益財団法人埼玉県産業振興公社

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　高機能化学合成

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　環境負荷軽減 /低価格化

高度化目標
省エネルギー化等を考慮した製品製造、製造プロセスの実現
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

25年度採択
委託事業

［一般型］
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き

研究開発の背景及び経緯

液中に含まれる不要な粗大粒子を除去するための濾過や、
さまざまな大きさの粉を任意の大きさごとに分級するため
には、任意の開孔を有したさまざまなフィルターや篩（ふ
るい）が利用されている。しかしながら、そのフィルター
や篩には主に合成繊維や金属線を編みこんだ不織布や金網
などが利用されており、その開孔寸法は公称値として表さ
れ、開孔寸法が絶対的に保証されているものではない。さ
らに開孔率（一定の面積に対する孔の開いている割合）も
低いことから、濾過や分級における生産性や流体による圧
力損失が課題となっている。このような粒子サイズで濾過、
分級するフィルターに関する高機能化の要求は強く、絶対
的な開孔寸法（公称値ではなく正確な値として）が必要と
され、且つ高精度、高開孔率化への強い要望がある。
そこで本開発は微細加工技術のひとつである電気めっき

を利用した電鋳技術の微細化、高度化を図ることで、世界
一の高精細フィルターを製造し「全産業の基礎となる電子
機器」や「医療機器」などを含めた産業界の幅広い要求に
対応した高精細、高精度、高開孔率フィルターを創出し、
提供することを目的としたものである。

メッシュと蟻

研究開発の概要及び成果

本開発は、1）高精度レジストパターン創製技術の確立、
2）フィルター用途に対応した合金電鋳の確立、3）フィ
ルター部品の試作と評価　の3つのフェーズで構成し、開
発を進めたものである。

研究概要

フォトリソグラフィー技術に電鋳技術を組み合わせるこ
とで高精細フィルターを開発した。具体的には、レーザー
光によるマスクレス精密描画で創製した「高精細レジス
トパターン」、もしくは、そのマスクレス描画を用いて製
造した高精度マスクによるX線露光（X線リソグラフィー）
で創製した「高精細レジストパターン」を用い、電鋳技術
で任意の合金を電着させることで高精細フィルターを製造
した。高精細フィルターは、インクジェットプリンターに
搭載される異物除去用フィルターや、医療分野にも適用可
能な素材でのフィルターや、さまざまな粉体の分級に必要
な篩を最終製品の仕様とした。
＜本事業の成果＞
1）高精度レジストパターン創製技術の確立
マスクレス描画装置によって直径1μmでピッチが2μm、
高さが2μmのレジストパターンを形成し、そのパターンを
用いてX線マスクを作製した。そして、このX線マスクを使っ
てX線露光をすることにより、後述する最終製品のフィル
ターの目標とした直径1μm、ピッチ2μm、高さ10μmの
レジストパターンを形成することに成功した。

レジスト構造体

2）フィルター用途に対応した合金電鋳の確立
Ni-CoおよびNi-Pd合金浴の開発をおこなった。Ni-Coに
ついては目標であった引張り強度1500MPa以上を実現し、
Ni-Pdにおいてはインクに対する耐食性に優れ且つ細胞毒
性のない材料を開発することに成功した。

3）フィルター部品の試作と評価
① インクジェットプリンター向けフィルターの評価を行い、
従来の不織布のフィルターに比べ圧力損失を1/6以下に
できることが確認された。
② 医療分野向けフィルターの評価は、形状によるフィル
ター機能としては完成し、実際の医療・バイオ分野での
適用については医療機関において評価段階にある。
 

③ 高精度分級用篩の評価では実際の微粒子を用いた分級評
価を実施し、高い開孔率の篩を利用することで分級速度
が速くなる効果が確認された。また、開発した開孔1μm
寸法の篩を利用することで1μmサイズの粒子を分級する
ことも可能にした。

　　　　　　　　　分級　　　　　　　　　　　　　　分級写真

開発された製品・技術のスペック

本事業で導入したマスクレス描画装置を駆使し、X線リ
ソグラフィーと組み合せることによって、リソグラフィー
技術と電鋳技術の高度化を図ることに成功し、さらにこの
技術を利用することで産業界の幅広い要求に対応した高精
細、高精度、高開孔率フィルターや篩を創出することに成
功した。

◎所在地：〒321-3226　栃木県宇都宮市ゆいの杜1丁目5番40号　とちぎ産業創造プラザ内
◎担当者：飯田　豊明
◎TEL：028-670-2602　◎FAX：028-670-2611　◎E-mail：kenkyu@tochigi-iin.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立大学法人東北大学金属材料研究所
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社オプトニクス精密、エムジーエー技術研究所
◎主たる研究実施場所：株式会社オプトニクス精密

電気鋳造技術を利用した電子･医療分野に向けた
世界初の高精細フィルターの開発

公益財団法人栃木県産業振興センター

スケール

開発製品

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　めっき

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通事項
　ダウンサイジング

高度化目標
超微細化
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既に世界では環境対策の観点から、白熱電球の使用期限
が決められており、今後使用が禁止される方向である。日
本においては環境省・経済産業省から「あかり未来計画」
が発表されており、LEDへの変換を促進している。そうし
た中、蛍光ランプからLEDへの置換はLED-PKG価額の低下
により、低価額のLEDへと加速している。公共施設・会
社・店舗等では新築、リフォーム時にベースライトにLED
が採用される一方、一般住宅では新築・リフォーム時に蛍
光ランプからLEDシーリングライトへの置換が促進してい
る。LEDの市場は一般照明用途や液晶ディスプレイ用途の
需要に支えられ、成長は2018年まで加速すると言われて
おり、特に照明用光源としてLEDは注目されている。その
大きな理由は従来の白熱灯や蛍光灯といった光源に比べ消
費電力が小さいことである。つまり高効率の光源が注目さ
れているのである。この高効率化を図る手段の一つに外部
取り出し効率アップがあり、この手法を使って高輝度化を
目指す。具体的には「LED外部取り出し効率の20%アップ」
という目標値に対し新しい電鋳技術を開発することで、超
微細で高精度なインプリント用金型の作製を実現し、高精
度のフォトニッククリスタルを形成する。フォトニックク
リスタルには光を透過させる機能があり、これを形成する
ことでLEDの高輝度化を図る。

図１　インプリントによるPCの形成方法

透過

図２　LED構造とPC構造による光の進路

研究開発の概要及び成果

インプリント技術を使って高精度なフォトニッククリス
タルを形成するには、超微細で高精度なモールド（金型）
が必要となる。通常、電子描画装置にて石英やシリコンに
直接加工されたものが使用されている。しかしながら、高
価な装置を使って長時間かけて加工するため、出来上がっ
たモールドは非常に高価なものとなる。また、数百回のイ
ンプリントで目詰まりを起こしやすいモールドは量産での
使用は難しく、代替品が検討されている。

図3　従来技術

⬇

図４　新技術

そうした中、本研究では高精度な電鋳技術を使って、石
英やシリコンに替わるインプリントマスターからニッケル
電鋳にて安価で且つ精度よく転写することを目的とした研
究開発をおこなってきた。インプリントマスターは絶縁体
であり、通常は導電膜が形成できない。インプリント樹脂
を表面改質することで、導電膜を形成し電鋳が可能になっ
た。一方、目詰まりに関しては離型性のコーティング膜を
容易に塗布・除去できることが可能となった。

写真１　インプリントマスター

⬇

写真２　インプリントマスターの形状（Hole）

写真３　ニッケル電鋳モールド

　　　写真４　ピラー径とピッチ　　　　　　　写真５　ピラー高さ

このコーティング膜は、PETフィルム1ロール分のイン
プリント成形に耐える性能を持っている。また、何度もこ
れを剥離し、再成膜することが可能であり、2回目の成膜
でも元の性能と同等の状態（1回目の離型状態と同等）に
戻すことが可能となった。

開発された製品・技術のスペック

① 絶縁体の表面改質をおこなうことで、導電膜の形成が可
能となった。
②精度よくニッケル電鋳転写が可能となった。
③ wetでの導電膜形成ができたことで、安価にモールド作
製が可能となった。
④ 何度でも塗布と剥離が繰り返しおこなえる離型膜の処理
工程が確立できた。

◎所在地：〒392-8601　長野県諏訪市上川1丁目1644-10
◎担当者：小林　高弘
◎TEL：0266-53-6000　◎FAX：0266-57-0281　◎E-mail：ta-kobayashi@tech.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：日東光学株式会社
◎主たる研究実施場所：日東光学株式会社　上諏訪工場

高輝度 LED用フォトニッククリスタルを形成する
インプリントモールド（金型）の研究開発

公益財団法人長野県テクノ財団

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　めっき

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　ダウンサイジング

高度化目標
超微細化
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

発
酵

25年度採択
委託事業

［小規模事業者型］

研究開発の背景及び経緯

近年、健康食品による未病状態での体調コントロールが
注目され、川下製造業者から、更年期障害改善や養毛育毛
にも関連するホルモン作用の安定化等に有用なヒト健康補
助食品（サプリメント）の供給が求められている。
リゾープス菌由来発酵産物（RU）は、既に動物分野に

おいて、ホルモンの安定化、育毛養毛効果が認められてお
り（図1）、ヒト健康補助食品（サプリメント）への展開

図１　脱毛症に対するＲＵの効果（右：投与80日後）

が期待されている。以前、RUによる更年期障害の改善効
果についてモニター調査を実施したところ、ホットフラッ
シュ軽減など、更年期障害の症状改善率が70％を超えて
いた。これらの状況から、リゾープス菌由来発酵産物のヒ
ト健康食品（サプリメント）としての産業利用のニーズは
大きいと判断した。
平成24年度、株式会社牛越生理学研究所の製造用菌株

（Rhizopus oryzaeの1菌株）由来発酵生産物（RU）の活性
物質を絞り込むことを目的とし、公益財団法人かずさDNA
研究所において、高分解能・高質量精度の液体クロマト質
量分析計（LC-Orbitrap-MS）を用いたメタボローム解析を
実施した。その結果、RUにはホルモン誘導などに関わる
生理活性脂肪酸関連物質のピークが複数含まれていた。そ
の一部は、牛越製造用とは異なる9種リゾープス菌株を用
いた発酵産物では、明確に異なる挙動を示した。そこで、
これら生理活性脂肪酸関連物質を指標として、製造法、品
質管理を最適化し、ヒト健康補助食品への展開を目指した
開発を行うに至った（図2、図3）。

・伝統的食品や家畜用,品質や製品にむらが出る
・生理活性物質が不明,定量的活性評価方法が不在
・機能解明と科学的根拠が不十分

従来技術（むろ内固体培養,製造法で管理）

A)テンペ菌（Rhizopus oligosporus）
・日本国内や東南アジア等で大豆発酵食品製造に使用

（栄養機能性：抗菌活性、抗酸化性など）
B)リゾープス菌由来発酵産物RU

（牛越株、Rhizopus oryzaeの一種）
【１】生産プロセスの検討

・温水抽出・減圧濃縮・滅菌工程
（品質保証：製造法で規定）
品質：製品にむらが出る

【2】RUの効果は主に動物個体に対する
現場試験で証明
発情誘導や受胎向上、育毛など
動物で効果確認 <繁殖に関わるホルモンとIGF-1の模式図>

課題

新技術（微好気培養,ろ過装置,ｵﾐｯｸｽ解析）

【1】生物資源、生産プロセスの改良（≧２倍）
「発酵」：非通気式固体培養（微好気性）
「ろ過装置」：効率化と高生理活性を実現
・指標：生理活性脂肪酸
・品質：高品質で安定 ヒト安全性

【2】品質管理方法の確立による高度化・高品質化（ｵﾐｯｸｽ
解析による生理活性物質特定、評価法確立

・物質特定による評価系確立

【3】性能性評価による
高度化・高品質化
（分子レベルでの解析など）
・機能性評価, ヒト有効性試験

特徴
（期待される

成果）

・ヒト用に生産プロセス最適化(高品質化)
・活性物質特定と評価法確立(ヒト用製品/高機能化）
・機能解明とヒト有効性検証(用途拡大,知財権確保)

図２　従来技術と新技術の比較

化合物の網羅的検出システム（かずさDNA研究所）

生理活性脂肪酸等の評価

試料 液体クロマトグラフィー 精密質量分析器

コンピュータ

精密質量から化合物推定

溶出時間

網羅的成分検出 試料間成分比較解析

質
量

図３   メタボローム解析による生理活性物質の特定

図4　フィルターろ過装置（右）および溜液タンク（左）

研究開発の概要及び成果

製造法の確立、製品の高機能化、有効性検証について、
下記項目を実施した。
① 生物資源、生産プロセスの改良
　・ 生産プロセスを最適化するためのろ過装置を開発し（図

4）、生理活性物質含量1.63 倍、比活性1.93倍を達成した。
② ヒト用を目的とする発酵製品の高機能化
　・ メタボローム解析による生理活性物質の特定とその測

定法の確立：生理活性成分の1つを同定し、その定量
系を確立した。また、免疫学的方法および培養細胞を
利用した活性評価系を確立し、品質管理基盤を構築し
た。

　・ トランスクリプトーム解析による関与遺伝子解明と評
価系構築：RUの投与によって発現変動する遺伝子及
びタンパク質を選択し、そのレポーターアッセイ系の
構築により、RUの活性評価系を確立した。

　・ 安全性評価：マウスを用いた急性経口投与毒性試験を
実施し、新製法RUは十分に安全であることを示した
（概算のLD50 ＞ 2000 mg/10mL/kg）。

③ 機能評価による科学的根拠付与と更年期障害等に於ける
有効性検証
　・ 分子レベルでの発酵生産物の有効性評価：腸内細菌叢

の変化を指標としてマウス個体における活性評価法を
整備した。

　・ RUが制御するシグナル伝達系の解析：細胞内情報伝
達因子の遺伝子発現を定量解析する系を構築し、これ
らを対象としたRUの定量的評価系を構築した。

　・ ヒトに対する有効性評価：新製法RUのヒトに対する
臨床試験を実施し（表1）、更年期症状改善への有効性
および安全性を検証した（表2）。

開発された製品・技術のスペック

新規ろ過装置の開発によって不溶物・胞子を99%以上除
去することに成功し、高純度の発酵産物を得ることができ
た。また、新製法による抽出液は、遺伝子発現解析、レポー
ターアッセイ等により品質管理が可能となり、安定した品
質の製品を供給できるようになった。新製法RUは、動物

実験で安全性が確認され、さらに、ヒトでも安全性および
有効性が認められた（表3）。これらの成果は特許出願済み
である。
今後、保健機能食品（特定保健用食品、機能性表示食品
等）としての製品化および事業化を進める予定である。
 

表１　リゾープス麹エキス含有食品の摂取による更年期症状への安全性および有効性評価

被験者数 20例

対象者 更年期症状を有する者45歳以上60歳未満の女性

試験食品
●リゾープス麹エキス含有錠菓 6粒 1日1回 経口摂取

●プラセボ錠菓6粒 1日1回 経口摂取

試験デザイン ランダム化二重盲検並行群間比較試験

評価項目 〈有効性〉 クッパーマン更年期指数

〈安全性〉 有害事象および副作用

試験期間 4週間

表２　臨床試験結果

【評価項目】 【有意な改善】

有効性

クッパーマン
指数

（更年期症状
の代表的な
評価方法）

トータルスコア ○
血管運動神経障害症状

（ホットフラッシュ、汗、冷え、
息切れ）

○

ゆううつ ○

頭痛 ○

安全性

有害事象 認められなかった。

臨床検査値 特異的な変動は認められなかった。

表３　従来品と開発品のスペック比較

特徴 従来品 開発品

純度 低 高

品質管理 不可 可

動物実験結果 有 有

ヒト臨床試験結果 無 有

◎所在地：〒273-0864　千葉県船橋市北本町1-17-25　ベンチャープラザ船橋1階
◎担当者：木村　雅昭
◎TEL：047-426-9200　◎FAX：047-426-9044　◎E-mail：m-kimura@ccjc-net.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立研究開発法人産業技術総合研究所、学校法人麻布獣医学園、学校法人片柳学園　東京工科大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社牛越生理学研究所
◎主たる研究実施場所：株式会社牛越生理学研究所

生理活性物質特定と作用メカニズム解析による生産プロセスの
最適化と発酵産物高機能化に寄与する技術開発
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研究開発の背景及び経緯

現在の医薬産業において、医薬品開発効率の著しい低下
及び開発費の高騰が大きな問題となっており、その主要な
原因の一つとして創薬プロセスにおける医薬候補化合物の
探索・発見効率低下が挙げられる。そのため、医薬開発の
流れは、開発成功確率の高さなどから“抗体”を利用した医
薬品（抗体医薬）へと部分的にシフトしつつあるが、高製
造コスト、患者負担医療費の異常な高騰などの問題が指摘
されている。そのような状況下、中分子医薬（ペプチド医
薬）が既存の低分子医薬や抗体医薬の抱える課題を解決す
るものと期待されており、次世代のバイオ医薬として注目
されている。
ジェナシス株式会社および埼玉大学では、1～10兆種類

という膨大な多様性を持ったペプチド分子群（ペプチドラ
イブラリ）を作製し、標的分子に結合するペプチドを効率
的に探索・発見する技術“cDNAディスプレイ法”を開発し
てきた。
本研究開発ではcDNAディスプレイ法関連技術（ペプチ

ドライブラリー作製技術）に、株式会社ライフテックおよ
び長浜バイオ大学が持つ“蛍光相関分光法”による1分子レ
ベルでのリアルタイム相互作用解析技術を組み合わせるこ
とによって、cDNAディスプレイ法の高度化を行うと共に、
川下企業のニーズに基づいた創薬標的に対する医薬候補ペ
プチド獲得を実施した。
それらの成果により、様々な創薬標的分子に対する医薬

候補ペプチドを効率的に探索・発見することが可能となり、
医薬開発における生産性の向上に大きく貢献できるものと
期待される。

研究開発の概要及び成果

1. 環状型ペプチドライブラリの開発
これまでのセレクションで使用していたペプチドライブ

ラリはアミノ酸が直鎖状に繋がったものが中心であったが、
本研究開発では、より安定性が高く、結合力の高い（構造
的に安定化するため）ペプチド獲得実現のため、環状型構

造を有するペプチド（図1）に着目し、様々なタイプの環
状型ペプチドライブラリの開発を行った。

 

天然の環状型構造ペプチド

環状型構造を有する人工ペプチドアプタマー

イモガイ(Cone snail)
日経サイエンス 2005年7月

ω-コノトキシン
（2組のS-S結合）

C C

A. Wada, et al. 101 (2008)

C

C

C

C

J. Yamaguchi, et al., NAR 37 (2009)

タイプにより様々な機能を有する
α: アセチルコリン受容体ブロック
δ: Na+チャネル阻害 etc…

図1　環状型構造ペプチド

2. リアルタイム分析装置の開発
cDNAディスプレイ法によるペプチド獲得プロセスをさ
らに効率化させるため、ペプチドと標的分子の相互作用解
析・検出が可能な装置開発を行った。具体的にはライフテッ
ク社、長浜バイオ大学が開発してきた蛍光相関分光法（図
2）を利用した検出装置をベースとして、スクリーニング
工程におけるペプチド-標的分子結合のリアルタイム分析
が可能な装置（図3）を開発した。

 

蛍光標識物質

非相互作用物質

相互作用物質

蛍
光

強
度

時間

蛍
光

強
度

時間

ペプチド蛍光標識化技術によりレーザー照射のみで相互作用解析
ホモジニアスアッセイ（均一溶液分析）での迅速評価系を実現

図2　蛍光相関分光法原理

 
図3　リアルタイム分析装置

この装置の開発により、今まで検討に時間を要したセレ
クション工程における溶液条件の決定を、即時測定するこ
とにより大幅に短縮できる（生産性の向上、低コスト化が
可能）。実際にペプチドセレクションへの応用を行い、ペ
プチド-標的分子の結合が確認可能であることが示された
（図4）。

 

蛍
光

強
度

（
K/

S）
蛍
光
強
度
（

K/
S）

Time (S)

Time (S)

2サイクル

4サイクル

図4　リアルタイム分析装置のセレクション応用

3. βカテニン結合ペプチドの獲得
これまでに行ってきた複数の製薬企業との情報交換を通
じて、細胞内標的に関する高いニーズが存在しており、そ
の中でも細胞内蛋白質間相互作用（PPI）を阻害あるいは
誘導できる化合物の創出が切望されている。
本研究開発では環状型ペプチドライブラリおよびcDNA

ディスプレイ法を用いて、細胞内のWntタンパクとβ-カテ
ニンの複合体形成を阻害するペプチド獲得を行った（図5）。

 
図5　蛍光相関分光法原理

さらに、細胞内への送達を視野に入れた膜透過性ペプチ
ドスクリーニング技術（図6）および候補ペプチドを効率
的に合成、評価する技術の開発も併せて行い、細胞内PPI
阻害ペプチド獲得を可能とする技術群を構築した。

脂質二重膜を固定した基板

膜透過性ペプチドの
セレクション

脂質二重膜を透過し、
貫通してきたペプチド
のみを回収。

図6　膜透過性ペプチドのセレクション

開発された製品・技術のスペック

本研究で開発された、製品・技術のスペック（特徴・
性能）について図7にまとめた。

特徴・性能

・様々なタイプの環状型ペプチドライブラリ構築。

・ペプチド-標的分子結合のリアルタイムモニタリング
によるセレクション効率向上。

・βカテニン結合ペプチド、膜透過性ペプチドセレクション
を通じた、細胞内PPI阻害候補ペプチド獲得。

・無細胞翻訳系による合成ペプチドを用いた、
候補ペプチドの迅速、高効率評価系確立。

蛍光相関分光法

従来のライブラリに加え、
多様な環状型ペプチド
ライブラリが利用可能に

リアルタイム分析装置に
よる、医薬候補ペプチド
獲得、評価の効率化

cＤＮＡディスプレイ法

図7　本研究開発成果まとめ

これらの研究開発成果を基に、製薬企業等と共同での医
薬・診断薬開発およびリアルタイム分析装置の販売を中心
とした事業展開を進めて行く計画である。
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◎プロジェクト参画研究機関（企業）：ジェナシス株式会社、株式会社ライフテック
◎主たる研究実施場所：ジェナシス株式会社

新規バイオ医薬（医薬候補ペプチド）探索・発見技術の
高度化

公益財団法人埼玉県産業振興公社

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度
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◎担当者：松永　義則
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研究開発の背景及び経緯

水晶振動子はあらゆる電子機器の中に浸透している。特

に精度の高い水晶振動子は日本の主要水晶振動子メー

カーの世界シェアが6割に達し（日本水晶デバイス工業会

2011）、日本が世界に誇る重要な部品である。最近では電

子機器の小型化の流れの中で、極小化が進み、表面実装型

素子（SMD）で1－2ミリサイズに達している。さらに他

の電子部品同様水晶振動子の小型低背化と高精度化のニー

ズがあり、1210サイズ以下、厚さ0.3mm以下の小型低背化、

周波数1ppm以下の高精度化といったニーズもある。

昭和真空は、極小化した水晶振動子（パッケージサイズ：

1.6mm×1.2mm⇒通称：1612）に合わせ、周波数調整工

程の月産400万個対応（昭和真空H22-24サポイン）技術を

開発した。

一方、封止工程は、従来のシーム溶接封止では極小化対

応が2016で限界に達しており、水晶デバイスメーカーか

らは真空装置メーカーに対して、極小化した水晶振動子に

適した、量産型（封止タクト：0.4秒／個以下⇒月産400万

個）真空加熱封止装置の製品化が望まれている。

従来技術では、真空中で周波数調整した後、周波数調整

用トレーから封止用トレーへの移載を大気中で行い、再び

真空にしてから封止を行っていた。そのため、大気中での

酸化、吸着、埃の混入による周波数精度の悪化、封止不良

の発生によって歩留まりが悪化していた。シーム溶接によ

る封止では、素子サイズが小型化されるに従い、移動電極

構造、トレー構造などの小型化の限界、局所加熱による熱

応力増大のため、極小化対応が困難であり、また個別処理

であるためタクトタイムの短縮に限界がきている。

そこで、周波数調整から封止工程まで大気に曝すことな

く真空中で移載を行い真空加熱封止することによって、酸

化、吸着、埃の影響を抑える。更に封止プロセスを最適化

することで高品質化し、多数一括処理することで高い生産

性を得る装置の開発を目指した。

研究開発の概要及び成果

初年度は、均一加熱機構などを備える真空加熱封止装置
の組み立てを完了し、そこに搭載する高速昇温AlNヒータ

の予備加熱用について、試作および大気中試験を実施した。

接合プロセスでは、水晶振動子の周波数変化が一定とな

るよう予備加熱時間を最適化した。第2年度は、真空加熱

封止装置の水晶振動子の周波数変化、パッケージの接合部

分析等を評価し、封止温度条件の最適化を進め、1612サ

イズ振動子での封止プロセスはタクトタイム0.4s/pcsの目

処がついた。また、高速昇温可能なAlNヒーター搭載によ

りトレー内の温度分布は、±2℃の良好な結果が得られた。

真空移載方式は、各種の方式を検討し、静電チャックに

絞り込み、真空移載装置に組み込み、真空移載の実証を行っ

た。最終的に、周波数調整装置と連結して、移載、封止工

程を真空中の一環プロセスで実施することに成功した。

開発された製品・技術のスペック

図2　真空加熱封止装置

1612サイズ振動子でタクトタイム0.4秒／個を実現

真空移載装置

周波数調整装置

（ｂ）

真空中で静電吸着
による水晶振動子
の移載に成功した

（a）真空移載装置の外観

図4　真空移載装置

温度分布：±２℃以内

設定温度：３２０℃

温度分布：±２℃以内

設定温度：３２０℃

図3　高速昇温均一加熱機構搭載

±2℃の均一温度分布を実現

pmpm±3p

図5　真空中での一貫処理評価結果

周波数精度のばらつきは従来の14ppmから3ppmに約4倍向上した

極小化に対応した水晶振動子真空移載・加熱封止装置の
研究開発

タマティーエルオー株式会社
人工水晶育成→水晶カット→ 研磨→電極形成→マウント→ 周波数調整 → 封止

真空内での一貫処理

→ → → → → →

図1　周波数調整から封止工程を真空内で一貫処理可能なシステムの開発

研究開発期間 　平成 25年度～平成 27年度

分　　野 　真空

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通事項
　生産性の改善 /低コスト化 /生産装置の最適化

高度化目標
生産性の改善に向けた技術の向上 /生産コストの低減に向けた
技術の向上 /生産装置の最適化に向けた技術の向上
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

25年度採択
委託事業

［一般型］

真
空

研究開発の背景及び経緯

様々な工場から排出される廃溶剤中の揮発性有機化合物
［以下、「VOC」］を、従来の加熱蒸留法に代わり、空気流
動真空蒸発法を用いて蒸発分離する 廃溶剤のリサイクル
装置を開発する。本方式により低真空領域における軽量・
低コスト化の実現を目指す。また、ダイヤモンド膜による
コーティングを施すことで、ドライ真空ポンプの高耐食化
を実現し、装置の安定稼働と低コスト化を図る。

研究開発の概要及び成果

使用済みの廃溶剤は、高純度な再生を要求されなければ、
再生して循環使用するか、洗浄用等の溶剤として再利用す
る事が出来る。しかしながら、廃溶剤の再生を行わず、大
量の廃溶剤が産業廃棄物として破棄されているのが現状で
ある。本研究では、廃溶剤を加熱蒸溜（図1参照）するの
ではなく、真空容器に廃溶剤を導入し、溶剤からVOCを蒸
発分離して回収し廃溶剤の再生技術を実用化する。これま
での真空蒸発法（図2参照）とは異なり、図3に示す様に
蒸発するVOCの透過抵抗となるシリコン膜、テフロン膜を
使用せずに、直接、廃溶剤を噴霧ノズルで真空容器内に微
小なミストとして噴霧する。廃溶剤の噴霧により、廃溶剤
からのVOC蒸発面積を飛躍的に拡大できる。更に、膜分離
とは異なり、数Paの高真空で処理するのではなく、意図
的に真空をリークして数千Paの低真空で真空容器内に空
気を流動させ、廃溶剤から大量のVOCを蒸発させ、蒸発し
たVOCを効率良く真空容器から排出できる。その結果、従
来の膜分離の真空蒸発と比較して、「空気流動真空蒸発法」
は、廃溶剤からのVOC蒸発速度を2桁以上向上でき、本法
により大量の廃溶剤のリアルタイムでの再生処理が実現で
きる。
また、本研究では従来の真空ポンプではなく、高耐食性

を有した真空ポンプが必要である。その為、ダイヤモンド
膜を施したスクリュー式ドライ真空ポンプも開発している。

従 来 技 術

沸点の違いを利用して 

混合物から特定成分を 

分離・濃縮する方法 

〈課題〉 

・除去液の加熱冷却が必要 

　→エネルギーコスト大 

・引火溶剤には対応不可 

図1　加熱蒸留法による除去液からのVOC熱脱着蒸留

 

 

 

 

 

 

気液の境界面に透過抵抗となる 

シリコン膜を使用し、高真空下 

で VOC を蒸発し、分離・濃縮 

する方法 

〈課題〉 

・蒸発速度が遅く処理量が小さい 

・高真空が必要 

（装置の大型化） 

図2　真空蒸発（PV法）による除去液の分離

  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新技術 

 

 

〈特徴〉 

・蒸発速度の向上により処

　理量が大きい 

・低真空領域における装置

　の軽量化・低コスト化 

・引火性溶剤にも適応可能、

　安全性向上  

ダイヤモンド膜用いた

ドライ真空ポンプで長時間

運転を可能とした

 

 

 

従来のドライ真空ポンプ  

では短期間で腐食 

→ランニングコスト大

 

 

低真空領域で VOC を蒸発し、導入空気により効率的に分

離・濃縮する方法。廃溶剤を微小なミストとして直接噴

霧する事で蒸発面積を拡大、蒸発速度を向上 

〈特徴〉

図3　空気流動真空蒸発法によるVOC分離・回収

本研究開発の主となる項目は下記の通りである。
①高耐食性真空ポンプの開発
（複雑な構造部品へのダイヤモンド膜の成膜）
②省スペース化された溶剤リサイクル装置の設計・製作
③真空ポンプより排出されたVOC回収装置の設計・製作
④製作した各装置の性能評価
それぞれの研究成果は表1にまとめた。

表1　研究内容及び研究成果について

研究内容 研究成果

高耐食性真空ポンプの開発
（複雑な構造部品へのダイヤ
モンド膜の成膜）
※特許申請中

下地に特殊ニッケルを施し、
特殊ニッケル＋ダイヤモンド膜
（図4参照）の構成を可能にし
た。完成した真空ポンプを川
下企業にて試験運転を実施。
良好な結果が得られた。

省スペース化された溶剤リサ
イクル装置の設計・製作

1m×1mのスペースにおさま
りコンパクト化。（図5参照）

真空ポンプより排出された
VOC 回収装置の設計・製作

冷媒を用いた冷却装置で冷
却温度-100℃を達成できた。
導入空気流量：46L/minで、
冷却管内温度-96.5℃となり、
DCM（ジクロロメタン）の凝
固点-97℃程度となった。

製作した装置の性能評価 溶剤リサイクル装置に於いて
は、VOC回収率90%以上を
達成（表2参照）排気側での
VOC凝縮率は99%になり管
理濃度の50ppm以下となっ
た。（表3参照）

図4　特殊ニッケル後とダイヤモンド膜成膜後の部品

上記の図の通り、耐食性に優れたダイヤモンド膜を複雑
な構造部品へコーティングが出来た。（上記の図は、真空
ポンプの主要部品の一つのローターである）

図5　高耐食性真空ポンプ及び溶剤リサイクル装置

開発された製品・技術のスペック

表2　溶剤中DCM蒸発分離実験におけるDCM回収率

 

 

 

 

 
 

再生前 再生後

2.38 0.15 93.6

2.25 0.16 93.1

2.15 0.15 92.9

Ave., g/L 2.26 0.15 93.2

S.D., g/L 0.12 0.002 0.4

R.S.D., % 5.1 1.1 0.4

溶剤中DCM濃度

g/L
DCM
回収率

%
再生前 再生後

1.84 0.09 95.1

1.80 0.10 94.7

1.80 0.10 94.4

Ave., g/L 1.81 0.10 94.7

S.D., g/L 0.02 0.005 0.4

R.S.D., % 1.3 5.6 0.4

溶剤中DCM濃度

g/L DCM
回収率,%

再生前後の溶剤（TPGME）中DCM濃度差から、溶剤か
ら蒸発分離したDCM回収率は、2回の実験ともに93%以上
あった。

表3　却凝縮装置による排気ガス中VOC冷却凝縮の実験

サンプリン
グ

時間(min)

冷却
凝縮温度

T , ℃

冷却管入口
DCM濃度

C in ,ppm

冷却管出口
DCM濃度

C out , ppm

DCM
冷却凝縮率

%

冷却管出口
DCM理論

飽和濃度

C sat , ppm

C out

C sat

2-5 -97.8 6140 8 99.9 77 0.1
7-10 -97.7 9880 4 99.96 78 0.05
12-15 -97.6 9460 3 99.97 79 0.04
17-20 -97.4 10000 3 99.97 81 0.04
22-25 -97.1 9800 3 99.97 84 0.03
27-30 -96.8 10300 2 99.98 88 0.03
32-35 -96.5 9370 2 99.98 91 0.02
37-40 -96.0 11200 5 99.96 97 0.05
42-45 -95.7 9250 14 99.8 101 0.1
47-50 -95.4 9460 22 99.8 105 0.2
52-55 -95.1 9690 32 99.7 109 0.3
57-60 -95.0 10700 37 99.7 110 0.3
Ave.* -96.5 9920 11 99.9 91.6 0.1
S.D.* 1.0 603 12 0.12 11.7 0.1

R.S.D.,% 1.0 6.1 106 0.12 12.8 95

VOC冷却凝縮装置により入口での排気ガス中の
10,000ppmのDCM濃度を出口で11ppmまで減少でき、
DCM冷却凝縮率は99.9％となり、管理濃度50ppm以下と
なった。

◎所在地：〒105-0003　東京都港区西新橋1-5-11　第11東洋海事ビル6F
◎担当者：箕浦　忠行
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一般財団法人金属系材料研究開発センター
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

26年度採択
補助事業

精
密
加
工研究開発の背景及び経緯

情報端末、太陽光パネル、自動車部品等において異種積
層複合材の応用と展開が期待されている。例えばガラス層
と樹脂層を有する異種積層材は、耐貫通性・耐衝撃性・ガ
スバリア性・軽量性等の高さが注目を集めている。しかし、
硬脆材料であるガラスと熱変形しやすい樹脂では加工特性
が全く異なることから、従来のガラス加工技術や樹脂加工
技術では同時加工が困難であり、材料の普及のためには高
効率な切り抜き方法の確立が課題となっている。
一方、非鉄金属や樹脂等の加工においてPCD （多結晶ダ

イヤモンド）を刃先素材に用いた切削工具が多用さている。
しかし、異種積層材に対応できる微細複合工具は小径多数
枚刃であるため、放電加工や砥石研削等の従来工具成形技
術では精度や形状に限界がある。
そこで、異種積層材の高効率高精度切削を目的とし、レー

ザを用いた新しいPCD 工具成形技術を開発する。
樹脂刃にはシャープな刃先の成形が、ガラス刃には微

細3 次元形状の成形が必要であり、その両方の性能を持つ
レーザ装置は、現在のところ開発中の欧州製を除き国産で
は販売されていない。

研究開発の概要及び成果

まず、様々な種類のレーザによるPCD への照射実験を
行い、シャープエッジ性と微細3 次元形状の成形の検証を
行った。その結果をもとに、図1 のような超短パルスレー
ザを搭載したシステムを設計した。

レーザ発振器

Fθレンズ

ステージ

ガルバノ
スキャナ

ビーム
エキスパンダ

CCD
カメラ

図1　システム概念図

図2 は完成した装置であり、機上測定機能を搭載するこ
とにより、形状精度の高い工具成形の実現をした。

図2　 開発したレーザ工具成形装置

次に、本システムを用いてPCD に対する照射実験を行っ
た。表1 のように単位面積当たりを通過する光のエネル
ギー量を示すフルエンスと、除去効率の関係から照射条件
の最適化を図った。その照射条件と表面粗さやシャープ
エッジ性との関係を調べ、SEN観察や加工変質層調査を含
めて、工具の成形に最適な照射条件を見出した。

表1　フルエンスと除去効率の関係
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以上の結果より、見出した照射条件によりPCD 工具を
試作し、従来技術による刃先エッジ性を比較した結果、図
3 、4 のように従来技術を超えるシャープエッジを実現し
た。一般的にPCD は微粒系と粗粒系に分けられる。微粒
系はシャープエッジ性を特長とするがライフが短い。他方、
粗粒系は硬度が高いためライフは延びるが、シャープエッ
ジが出ない。本レーザ工具成形装置では、粗粒系PCD に
おけるシャープエッジを実現したため、ロングライフ化と
の共存ができ、PCD 工具の新たな可能性を示すことに成
功した。

(a)放電加工 (b)砥石研削

図3　従来技術によるPCD エッジ面

(a)微粒系PCD (b)粗粒系PCD

図4　開発したレーザ工具成形機によるPCD エッジ面

さらに、図5 のような微細3 次元刃形の成形に成功した。
工具径∅1mm 、刃と刃のピッチは約150μm である。

図5　PCD 試作工具 多数枚刃の成形例

開発された製品・技術のスペック

ガラス樹脂積層材用PCD エンドミルの開発
図6 のような2 枚のガラス層の間に樹脂層を有する材料
の同時切削を実現する工具の成形に成功した。図7は開発
した工具による切削面であり、ガラスのカケや樹脂の溶け
が無く良好な切削断面を得た。

 
図6　ターゲット材料と工具

図7　ガラス樹脂積層材切削断面

高硬度樹脂積層材用PCD エンドミルの開発
高硬度樹脂とフィルムの同時切削を実現する工具の成形
に成功した。図8 は従来工具による切削面であり、フィル
ムがめくれているのに対して、開発工具ではきれいにカッ
ト出来ていることが分かる。

(a)従来工具 (b)開発工具

図8　高硬度樹脂積層材の切削断面
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

26年度採択
補助事業

精
密
加
工

研究開発の背景及び経緯

（1）背景
自動車分野及び航空宇宙分野に於ける精密加工技術の

高度化、具体的にはCFRP等の難加工性新素材に対する
新たな切断システムの開発を行った。これらの分野では、
CFRP（炭素繊維強化プラスチック）が、軽量化による燃
費向上、即ちCO2排出量削減につながる切り札として、大
きな期待を集めている。現在、CFRPの成形硬化後の切断・
トリムや穴開け等の後加工技術が未成熟である。CFRPの
普及を遅らせている一因ともなっている。
CFRP切断技術には、機械加工が未だ多く用いられてい

る。しかし、エンドミル等の回転工具系加工では、工具の
寿命が短い、切断面に層間剥離が生じる、等の問題がある。
一方、非機械加工系技術（ウォータージェット、レーザー
加工等）では、初期投資額大、加工に制限が多い、等々の
課題が多く、汎用技術とは云い難い現状である。

加工
製品入替

作業
加工

刃物再研磨

切断システム内に
設置する

図1　本システムの概念図

（2）経緯
本開発では、機械加工技術の中で、切断面品質に優れる

非回転工具系の技術である超音波カッターを用い新たな切
断技術開発を狙った。本開発の中心である日本省力機械
（株）は、超音波切断技術をコア技術としており、過去に様々
な国の事業にも採択される等、多くの技術的蓄積がある。
既に自動車業界等からCFRP部品加工の問い合わせが来

ており、新たな技術の開発が急がれる所であった。

研究開発の概要及び成果

（1）研究開発の概要
本開発では、超音波カッターを用いた切断技術を基礎と
し、高速な切断を達成する。必然的に生じる刃物の損傷は、
切断システム内のインラインで、製品入替作業程度の短時
間内に再研磨する。これにより工具の見かけの長寿命を図
り、低コスト化を実現する（図1）。これは、構造的に再研
磨し易い平刃を用いる超音波カッター技術しか実現し得な
い革新技術である。具体的には、以下の4つのテーマで開
発を行った。①CFRPを良好に切断可能且つ再研磨使用可
能な刃物開発、②刃物の短時間再研磨方法開発、③加工状
態評価技術開発、④再研磨タイミングの明確化、である。

図2　本開発で作成した刃物外観

（2）研究開発の成果
今回の開発で作成した刃物の写真を図2に示す。レー
ザードップラーを用いた超音波振動の実測や刃物の表面温
度測定等を駆使し、様々な素材や形状の研究を行った。結
果、超硬合金を用いた図2に示す形状の刃物に至った。実
際の切断実験の様子を図3に示す。

図3　切断実験の様子

刃物の再研磨技術開発として、砥石素材、刃物と砥石と
の接触のさせ方、等々を詳細に検討し、短時間で再研磨が
可能で、かつ20回程度再研磨・再利用が可能な技術を確
立した（詳細はノウハウにて伏す）。刃物の初期と20回研
磨後の顕微鏡写真を図4に示す。

図4　刃先の初期（左）及び20回研磨後（右）の側面写真

図5　切断状態評価装置外観

刃物の再研磨タイミングを定量的に明確化する為、様々
な切断条件で切断抵抗を実測できる評価装置も開発した
（図5）。再研磨タイミングの明確化においては、予想外の
課題も発生したが、当初の目標は満たす技術をほぼ確立し
た（詳細はノウハウにて伏す）。

開発された製品・技術のスペック

本研究で開発された技術のスペックを表1に示す。特に
加工速度は、当初の目標を3倍上回る性能を達成した。自
動車産業に於いては、ルーフやフード等の大型部材の外周
長は約6mである。本技術を用いると、これを20秒でトリ
ム加工する事ができる。図6には、本技術を搭載した新た
な切断システムの外観を示す。

表1　本技術の代表的性能

項　目 性　能 備　考

加工速度 ≧6m/min
（約18m/min迄可能）

0.9mmtまで
切断可能

研磨時間 ≦1min
（tpy.20sec程度）

再研磨利用数 ≧20回

ロボット1 ロボット2

ワーク
ツールチェ
ンジ台

ポジショナー台

図6　本切断システムの製品事例

◎所在地：〒371-0854　群馬県前橋市大渡町1-10-7
◎担当者：富山　勝敏
◎TEL：027-255-6501　◎FAX：027-255-6161　◎E-mail：tomiyama@g-inf.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：群馬県立群馬産業技術センター
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：日本省力機械株式会社
◎主たる研究実施場所：日本省力機械株式会社

ＣＦＲＰに対する切れ刃自己再研磨機能を備えた
超音波切断技術の開発

公益財団法人群馬県産業支援機構

研究開発期間 　平成 26年度～平成 27年度

分　　野 　精密加工

川下の抱える課題及びニーズ
◦航空宇宙分野に関する事項
　軽量化、ネットシェイプ化 /燃費向上
◦自動車分野に関する事項
　軽量化 /複雑形状化・一体加工化 /燃費向上

高度化目標
新材料（CFRP 等）加工対応 / 複雑三次元形状等を創成する加
工技術及び一体加工技術の構築 /難加工材・新材料加工対応
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図1　ベトナムバイク写真

地球環境の悪化が深刻化している中、自動車の内燃機関
は当面環境対応しつつ存在し続けると考えられる。
環境対応を飛躍的に向上させているのは、排出ガスを浄

化する触媒技術である。排出ガス用の触媒とは、排気ガス
中の有毒ガスを触媒により無害な物質に化学変化させるも
ので、触媒物質としては、白金、パラジウム、ロジウムの
三種類の貴金属が使用されている。これら貴金属の用途別
割合では、白金の55%、パラジウム54%、ロジウムの86%
が自動車排気ガス触媒に使われている。
自動車の普及は増加の傾向であり、二輪車の生産は中国、

インド、アジア、アフリカは二桁オーダーで生産が増加し、
そのほとんどで排気浄化システムが採用されていない実態
があり、環境悪化の原因になっている。
不採用の要因は技術面より価格面が大きく、安くて高性

能な浄化装置の出現が待たれている。

グラフ1　アジア5か国台数推移

従来の排気ガス浄化システムコストは、使用する触媒貴
金属の材料費が80%に達している。コスト削減は貴金属の
使用量を削減するしかない。その為に触媒内の排ガス流を
変化させ、排ガス浄化効率向上を図り、使用貴金属量を削
減するものである。
排ガスの流れを変える方法として、担体外筒にステンレ
スのメッシュを螺旋形状に成型し、メッシュの固定とガス
の分散を狙ったセパレーターとの組み合わせ構造を採用し
た。さらに触媒を担体に担持させる従来のウォッシュコー
ト法に加え、メッシュとセパレーターに直接触媒金属を
めっきする試みも行っている。
すなわち本研究は、排ガスの流れを変化させ浄化効率を
あげて小型化を図り使用貴金属を少なくする事と、担体へ
の貴金属めっきを確立し、より少ない量を無駄なく担持す
る事によりコストを削減するものである。

研究開発の概要及び成果

図2　本研究開発の概要

触媒性能は担持貴金属量に左右されるので、性能を上げ
るにはセルを極力小さくし数を増やし、触媒面積を稼ぐ方
向になる。従来構造では、排ガスはセル間の移動ができず、
且つ入口から出口まで排ガスが触媒金属と触れない部分も
ある。そこで本開発では排気ガスの流れを変え、触媒金属
を触れやすくする構造を採用した。結果、触媒浄化効率が
従来型より優れる事が実証できた。

グラフ2　性能比較-1

図3　メッシュ構造

更に触媒金属の担持について、担体に触媒金属をめっき
する方法についても開発を進めている。めっき担持の最大
メリットは、使用貴金属量を微調整できる事である。

開発された製品・技術のスペック

使用貴金属量1/3で従来品と同等浄化性能のキャタライ
ザーの開発ができた。
拠ってコストの約80%を占める貴金属量を1/3に低減す
ることで全体コスト目標1/2達成の目途がついた。

図4　従来品との比較写真

グラフ3　性能比較-2

◎所在地：〒373-0057　群馬県太田市本町29-1
◎担当者：佐藤　純一
◎TEL：0276-50-2100　◎FAX：0276-50-2110　◎E-mail：j-sato@mro.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）： 国立大学法人群馬大学、学校法人上智学院、群馬県立群馬産業技術センター、

栃木県産業技術センター
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社深井製作所、株式会社エコラ・テック
◎主たる研究実施場所：株式会社深井製作所

省貴金属対応・小型・軽量・高性能
自動車排気ガス浄化装置の技術開発

一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構

研究開発期間 　平成 26年度～平成 27年度

分　　野 　精密加工

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　 高機能化・精密化・軽量化 / 新たな機能の実現 /品質の安定性・
安全性の向上 / 環境配慮 /生産性・効率化の向上、低コスト化

高度化目標
品質の安定性・安全性の向上 / 環境配慮の取組 / 生産性・効率
化の向上、低コスト化
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研究開発の背景及び経緯

近年、多くの商品分野において消費者の個々のニーズや
嗜好に合わせた製品作りが注目を集めている。3Dプリン
タは、小ロットのこれらの商品をタイミングよく、低コス
トで製造することを期待されているが、多くの制約や困難
さのために広範囲な実用化に至っていない。

図1　LWS: Light Weight Structure

自然界には軽くて丈夫で柔軟性に富んだ複雑な構造体
Light Weight Structure（LWS)が見られる。図1は、軽量化
のために応力が小さい部分をメッシュ構造に置き換えた例
を示す。図2の立体メッシュは、LWSの典型的な実現方法
である。しかし、これらの形状は、従来の造形や加工では
分解しないと作れない。また、3Dプリンタでは、サポー
ト材を内部に付加することが必要になり、複雑な中空構造
体を作ることが難しい。

 
図2　立体メッシュ

今回開発した同時5軸制御AMM（Additive Manufacturing 
Machine）は、これらの問題を解決し、モノづくり革命を
担う製造装置である。従来の3Dプリンタと同時5軸制御
AMMとの特徴の比較を表1に示す。

表1　特徴の比較

従来の3Dプリンタ 同時5軸制御AMM

オーバーハングの形状の場合
転倒防止に支柱が必要

取り扱うデータがSTLに
限られる

加工精度や表面粗さに
限界がある

オーバーハングの形状でも
支柱が不要

あらゆる種類のCADデータが
扱える

段取り替えなしで仕上げ
加工ができる

研究開発の概要及び成果

①「サポート材」が不要な同時5軸制御積層造形
同時5軸制御AMMは、B軸周りとC軸周りに回転するス
テージを設け、熱溶解積層法による落下する液体樹脂の細
線に対して、積層面が常に垂直であるように、X、Y、Z、B、
Cの5軸を同時制御する。オーバーハング形状の構造物で
もサポート材（支柱）の付加が不要であり、複雑な積層体
をサポート材なしで製造できる。積み重ねる平面の角度を
かえることにより積層体の異方性を取り除くことができる。

図3　同時5軸制御AMMのステージとノズル部

②「スライスデータ」が不要なAMM-CAM
従来の3Dプリンタでは使えるCADデータがSTLに限られ
ていた。今回、AMM-CAMエンジンを開発したことにより、
本機ではCADデータを直接取り込み、積層および加工パス
を生成する。STLでは不可能であった積層及び切削の部位
ごとの分割が可能になり、また、形状再現性が優れたパス
を生成できる。

③段取り替えなしで同時5軸制御切削加工
高速回転主軸を組み込むことにより、積層体をステージ
から取り外すことなく、同時5軸制御切削加工できる。積
層造形後に仕上げ加工することにより、積層だけの従来品
に比べて1桁上の加工精度及び滑らかな表面粗さを実現で
きる。
同時5軸制御AMMを用いて積層造形・切削加工するプロ
セスの一例を図4に示す。水平に置かれたステージの上に
円錐コーンを造形し、表面を滑らかに加工する。次いで、
B軸を90度回転させ円錐コーン上に湾曲した線状凸部を追
加積層し（図4左)、仕上げ加工する（図4中央)と、線状凸
部付きのコーンが完成する（図4右)。同様にプロペラモデ
ルを5軸積層する様子を図5に示す。工作物の構造や保持
姿勢により、テーブルの一端による支えだけでは精度や効
率を損なう場合には、AMMは工作物の上端部を支え、C軸
回転軸と同芯軸で回転する構造を備えている。

図4　積層造形・切削加工の一例

図5　プロペラモデルの5軸積層

開発された製品・技術のスペック

開発されたAMMは、同時5軸積層造形・切削加工により、
高精度で滑らかな表面をもつ小ロットの商品づくりやLWS
の製作を可能にする。図5に同時5軸制御AMMの外観写真、
表2に主な機械仕様を示す。

図6　同時5軸制御AMM外観写真

表2　主な機械仕様

加工エリア 移動量（X/Y/Z軸） 425/135/320 mm

テーブル テーブルサイズ 120 x 120 mm

旋回範囲（C軸） 360 度

旋回範囲（B軸） -105～+15 度

ミーリング主軸 最高回転速度 50,000 rpm

送り速度 早送り速度 5,000 mm/min

3Dプリンタ 造形方式 熱溶解積層(FDM)方式

最大造形サイズ 150 x 150 x 300 mm

Z軸積層ピッチ 0.3 mm

使用材料 ABS、 PLA 直径1.75mm

機械データ 幅ｘ奥行x高さ 1,355 x 755 x 1,610 mm

重量 755 kg

電源 3相 AC200V 50/60Hz 4kVA

◎所在地：〒432-8036　静岡県浜松市中区東伊場二丁目7番1号　浜松商工会議所会館8階 
◎担当者：米谷　俊一
◎TEL：053-489-8111　◎FAX：053-450-2100　◎E-mail：kometani@hai.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：公立大学法人静岡文化芸術大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：榎本工業株式会社、株式会社C&Gシステムズ
◎主たる研究実施場所：榎本工業株式会社

同時5軸制御Additive Manufacturing（加法的製造）
によるLight Weight Structure（軽量構造）の実現

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構

研究開発期間 　平成 26年度～平成 27年度

分　　野 　立体造形

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　高機能化 /生産性、効率化の向上、低コスト化

高度化目標
当該技術が持つ物理的な諸特性の向上 /短納期化等を実現する
ための技術の高度化
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現在、当社の主力生産品であるスピンドル（切削工具を
把持、回転させる回転主軸）は、工作機械に搭載され、自
動車業界、航空宇宙業界、医療機器業界、エネルギー・環
境業界等で使用されている。それらの業界では、部品の精
度を維持しつつ、量産性を向上させ、コストダウンを図る
ことが要求されており、それを実現させるためには、加工
機の高精度化、高速度化、低コスト化が、必須である。
部品加工時間の短縮には、スピンドルの加減速時間の短

縮、部品の所定加工位置までの切削工具（スピンドルを含
む）の高速移動、切削加工時間自体の短縮が必要となるが、
従来のスピンドルでは、加減速時間を短縮するために、大
型の高出力モータを搭載するか、海外製の小型、高出力モー
タを使用するなど高コスト化となってしまっている。また
高速移動については、重量に見合った高出力の駆動機構（駆
動モータ）も必要となる。切削加工については、ねじ穴が
多用されている部品が多く、タップというねじ加工専用の
切削工具で加工されるが、ねじは螺旋一回転あたり軸方向
移動距離が決められており、その同期制御が高速回転でも
可能となれば、加工時間の短縮にも結びつくものと考える。
さらに現状、海外規格に依存しているツールクランプ関係
を内製化することによりスピンドル全体のコストダウンに
なると考えられる。
そこで、高回転制御可能な高加減速クローズド制御、軽

量高生産性スピンドルシステムの開発を下記の4項目に
テーマ分けし、研究開発を行う事とした。
⒈ 　ツールホルダの高剛性化と軽量化によりスピンドルに
付加される重量を軽減しつつ精度を維持し、海外規格
（HSK規格）に頼らない専用ツールホルダの開発。
⒉ 　ツールクランプ装置（スピンドル内に取付けられる切
削工具をスピンドルに把持する機構）をコンパクト化し
スピンドル重量の増加を軽減し、内製化により低コスト
化を図る。

⒊ 　高速回転のための増速機能と高速化のための制御シス
テムの検討により、高速回転でも安定した回転制御を行
い高速タップ加工などへ結びつける。

⒋ 　スピンドルの軽量化により加減速時間の短縮化、駆動
モータの小出力化、機械高速移動の負荷軽減を図る。
以上により部品加工時間の短縮化、小型軽量化による工
作機械の省エネ化、加工設備の低コスト化、さらには、価
格競争のために海外進出をせざるを得ない企業の国内回帰、
国内製造業の競争力強化に結びつくと考える。

研究開発の概要及び成果

⒈　ツールホルダの高剛性化と軽量化
切削工具を把持するためのツールホルダを一般的な鋼製
からアルミニウム製にし、軽量化しつつ剛性、強度も確保
した物を製作し従来比重量を60％削減した。

　　　図1　鋼製ツールホルダ　　　　　  図2　アルミニウム製ツールホルダ

⒉　ツールクランプ装置のコンパクト化
クランプ装置は、一般的にばねを用い圧縮されたばねが
伸びようとする応力でツールホルダをスピンドルに固定す
る方式が取られているが、ばねも専用の高価なものが採用
されている場合が多い。本事業では、市販品の安価なばね
を採用し、海外製のクランプ装置に比較しコスト50％削
減した。

図3　海外製ツールホルダ

 
図4　自社製ツールホルダ

安価な市販品ばねの耐久性が懸念されるため200万回の
評価試験も実施し、機能上問題ないことを確認した。

図5　クランプばね耐久試験結果

⒊　 高速回転のための増速機能と高速化のための制御シス
テムの検討
高速回転での回転制御を行うためにモータとスピンドル
の回転数が1:1の場合モータの高精度回転制御は困難であ
る。そのため、モータの回転数は低くし、さらに高性能エ
ンコーダ（回転検出器）を搭載することによりモータの回
転制御を高精度化し、増速機構（8倍）によりスピンドル
を高速回転とした。

図6　増速機構

⒋　スピンドルの軽量化
一般的にスピンドルの構造部
品は、ほとんどが鋼製で製作さ
れているが、本研究では、極力
アルミニウムを使用しつつ強度
を確保し軽量、コンパクト化を
行い当社実績の類似品に比較し
重量約37％削減、全長約25％短
縮をした。
　

図7　スピンドル部

⒌　高速回転、高加減速スピンドルの実現
通常、本研究同等サイズの従来スピンドルを24000rpm
まで加減速させる場合は数kWの出力のモータで1～1.5秒
を要し、本研究目標の0.6秒を達成する為には25kW程度の
モータ出力が必要となる。そこで、前述の1～4を総合し
スピンドルユニットの小型化、回転部品の軽量化による回
転イナーシャの軽減と増速機構を搭載すること、および低
回転でも高トルクの出力ができるサーボモータ（小型低速
モータ）に高性能エンコーダを組み込みモータの回転制御
を高精度化することにより、スピンドルが高速回転であっ

ても高精度な回転制御が可能となった。

図8　モータ加速時間

開発された製品・技術のスペック

開発品 従来品
モータ定格出力 2.5kW 5.5kW
モータ最高速度 3000rpm 12000rpm
定格トルク 23.9N･m 35.0N･m
瞬間最大トルク 107N･m 57.3N･m
スピンドル最高回転数 24000rpm 12000rpm
加減速時間 0.5秒 1.0秒
スピンドル全長 693mm 915mm
重量 53.2kg 85kg

図9　スピンドル・制御装置

◎所在地：〒950-0078　新潟県新潟市中央区万代島5番1号
◎担当者：諸橋　春夫、宮口　弘明
◎TEL：025-246-0068　◎FAX：025-246-0033　◎E-mail：info@nico.or.jp
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：エヌ・エス・エス株式会社
◎主たる研究実施場所：エヌ・エス・エス株式会社

高回転制御可能な高加減速クローズド制御、
軽量高生産性スピンドルシステムの開発

公益財団法人にいがた産業創造機構

研究開発期間 　平成 26年度～平成 27年度

分　　野 　機械制御

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　 静音化・低振動化・低発熱化 / 小型化・軽量化 / 高精度化・
高速化 /高強度・高耐久性

高度化目標
静音化・低振動化・低発熱化のための技術の向上 /小型化・軽
量化のための技術の向上 /高速化・高精度化のための技術の向
上 /高強度・高耐久性のための技術の向上
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

26年度採択
補助事業

複
合
・
新
機
能
材
料

研究開発の背景及び経緯

2014年末に発売開始された燃料電池自動車（FCV）の普
及に向けて水素ステーションの整備が急務となっている中、
中長距離用の水素貯蔵や輸送媒体として有機ハイドライド
（メチルシクロヘキサン=MCH）の利用が注目されており、
その脱水素反応を利用した水素発生装置に関する研究開発
が進められてきた。
脱水素反応は吸熱反応であり、加熱による熱供給が必要

で、以前から外部加熱方式が用いられてきたが、エネルギー
ロスや温度制御に課題があるとされている。この課題を解
決すべく、㈱アルミ表面技術研究所と日本精線㈱共同で通
電加熱型アルミモノリス触媒を用いたワイヤー（触媒ワイ
ヤー）を開発した。（図1）

Al／電熱線クラッドワイヤー

特徴
・高比表面積
・形状の自由度が高い
・ヒーター化が容易

高比表面積なアルマイト層

特徴
・細孔径：4～50 nm
・比表面積：50～200 m2／g
・絶縁皮膜

特徴
・高比表面積な触媒担体
・熱伝導性に優れる

触媒
金属

アルミモノリス触媒化

通電

通電加熱型触媒ワイヤー

特徴
・触媒の極近接での加熱が可能

図1　触媒ワイヤーの製造方法

触媒ワイヤーは、アルミ・電熱線によるクラッドワイヤー
を用いており、アルマイト処理及び触媒担持したワイヤー
に直接通電することにより、ワイヤー自体が発熱可能な触
媒担体を形成。これが熱源となり、反応温度を一定制御し、
エネルギーロスを最小限に抑えた高効率の脱水素反応を実
現した。（図2）

特長
①迅速なスタートアップ！
②精密な温度制御により高脱水素効率！
③触媒の直接加熱により省エネルギー！
④ボイラーなどの大型熱源装置が不要

MCH

3H2 ＋トルエン

通電
電熱線

クラッドワイヤー

触媒層

MCH 3H2＋トルエン

図2　通電加熱型脱水素反応器の特徴

本研究開発では、水素ステーション用（水素発生能
300Nm3/h）脱水素反応器を設計する為に、アルミモノリ
ス触媒の量産技術確立、素材の電気的安全性・信頼性の確
認及び水素発生能10Nm3/hの脱水素反応器を製作して性
能実証を進める。

研究開発の概要及び成果

⑴ 　触媒を量産する生産技術の確立とそれによる通電加熱
触媒の試作
アルミモノリス触媒担体の調製は条件によってγアルミ
ナの内部構造が変化していることが物性を解析することで
確認できた。それにより量産化における触媒担体の管理項
目や管理幅を確立することができた。
触媒金属の化合物を変えて担持性の確認を行った。白金
粒子径の小さい良好な触媒の製造条件を確立することがで
きた。（写真1）

白金塩 白金 A 白金 B 白金 C
粒子径 1nm 11nm 3nm

写真1　触媒表面写真

⑵ 　試作触媒の脱水素性能及び電気的安全性・素材の信頼
性の確認
通電加熱による脱水素反応性を実施し、初期活性におい
て良好な触媒活性であることを確認した。（図3）
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図3　触媒脱水素性能の評価（初期活性）

触媒ワイヤーを350℃の水素雰囲気中に2,000時間の耐
熱耐久性試験を実施し、電気的特性の調査を行い、電気的
安全性の確認ができた。（図4）

試験時間 破壊電圧 破壊電圧 膜厚 絶縁破壊強さ
ｈ kV（Ave） kV（min） μm V/μm
0 0.84 0.63 43.7 19.2

1000 0.84 0.65 47.9 17.5
2000 0.88 0.66 45.5 19.3
3000
4000
5000

平成27年度実施試験
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図4　電気的絶縁性の耐久性試験

⑶ 　試作する通電加熱型脱水素触媒反応器の運転研究によ
る性能実証
　・転化率…90%以上（図5）
　・ スタートアップ速度…設定温度までの到達時間3分以

内（図6）を達成した。
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図6　スタートアップ速度

開発された製品・技術のスペック

水素発生規模10Nm3/hの能力を持つ脱水素反応モ
ジュール（図7、写真2）を日本精線㈱枚方工場内に製作・
設置した。

MCH

熱交換器

予熱ヒータ

脱水素反応器

H2

気液
分離器

トルエン

水素精製器昇圧器ディスペンサーFCV

水素発生装置

図7　脱水素反応モジュールフロー図

写真2　脱水素反応モジュール外観

次ステップへの展開として、パートナーとなる水素ス
テーションのエンジニアリングメーカーとの協力関係を構
築し、連携して水素ステーションづくりを進めていく事が
必要である。

◎所在地：〒573-8522　大阪府枚方市池之宮四丁目17番1号
◎担当者：木谷　剛
◎TEL：072-840-1265　◎FAX：072-840-4693　◎E-mail：t_kitani@n-seisen.co.jp
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社アルミ表面技術研究所
◎主たる研究実施場所：株式会社アルミ表面技術研究所

通電加熱型アルミモノリス触媒を用いた
有機ハイドライド脱水素大型反応器の開発

日本精線株式会社

研究開発期間 　平成 26年度～平成 27年度

分　　野 　複合・新機能材料

川下の抱える課題及びニーズ
◦環境エネルギー分野に関する事項
　エネルギー効率を高める部素材の開発

高度化目標
省エネルギー化や節電対応等を考慮した部素材及び加工技術の
実現
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

26年度採択
補助事業

バ
イ
オ

研究開発の背景及び経緯

難治性血管炎診断のバイオマーカーである抗MPO、抗
PR3、抗GBM、抗moesinの各自己抗体は医師が検査機関
に測定を依頼し測定結果を得ているのが現状である。結果
が医師の元に届くまで数日を要しまた診断コストも高額で
あることから、血管炎診断は進んでいない。この障害を克
服するため、申請者が開発したANCA-Fast キットは15 分
以内の短時間で血管炎診断結果を得ることができる。開発
済みの試験研究用プロトタイプは単価6万円とコストが高
く、近医が日常使用するには、患者負担も大きくなりキッ
ト利用拡大推進の障害となっている。 
現在キットに搭載されている抗原タンパク質はモエシン

のみが申請者により組換えタンパクとして作成され、標準
抗体の抗モエシン抗体も培養技術で生産が可能である（特
許出願）。その他3種の抗原タンパク質については、ヒト細
胞由来あるいは他種動物臓器由来の精製タンパク質を用い
ており、また標準抗体についても免疫動物からの精製抗体
を用いている。これらの原材料が高価であるために製造コ
ストを押し上げる原因となっており安価な普及型のキット
生産の障害となっている。
上述した問題点を克服するためには、大幅なコスト削減

の必要がある。生体材料由来の抗原タンパクおよび抗体に
ついて、【バイオ】技術による組換えタンパク質の大量生
産をすることによりキットに搭載する抗原タンパクおよび
標準抗体のコストを 50%以上削減し低価格化とキットの
大量生産につなげることを目指した。 
同時に、高精度のタンパクプリント技術であるマイクロ

ジェットプリント技術により検出膜上へのタンパク質固定
の量と配置を高精度に制御することを可能にし、検出シグ
ナルの目視確認できる最適最少量の抗原タンパク質を固定
することを目指した。これによって搭載するタンパク質の
量を削減し、50%コスト削減に寄与させることを目指した。 
キットを内包するハウジングについても、診療所などの

医療現場で違和感なく使用でき、結果判定が明瞭になるハ
ウジングを設計し、キット搭載の原材料費の削減に可能な
限り寄与できるハウジング設計を目指した。 

上記の大量生産、高精度タンパクプリント技術、最適な
ハウジング形成および販路開拓推進により「開業医用普及
型」低価格の ANCA-Fast の生産を目指して研究開発を行った。

研究開発の概要及び成果

⒈　原材料の低コスト化
キット作成に必須な 4 種類の抗原タンパク質はモエシ
ンを除きヒト細胞由来または他種動物臓器由来の生体タン
パク質を用いており、検出キットに使用する高度精製票品
はかなりの高額になりキットの原価の 90%以上を占めて
いる。これらのタンパク質を【バイオ】技術を用いて組換
え体タンパク質として大量生産することにより大幅なコス
ト削減を図ることを実現した。（図1、図2）

図1　バイオ技術による抗原生産

図2　原材料コスト低減化計算例

⒉　 高精度タンパクプリント技術、大量化、ハウジングの
最適化設計
0.01mm 刻みの抗原プリントライン制御による検出膜上
の確実なシグナル視認性が得られ、キット部材の検出膜
シートを大量生産することによりコスト削減に目標を実現
した。（図3）

図3　プリント高精度化・量産化

⒊　抗原と標準抗体検出の抗原配置の高精度化
4種の抗原と標準抗体検出の抗原配置を高精度化するこ
とにより、結果判定の視認性を向上し、視認性の具体的数
値化のため検出機器によるシグナルの数値化によって客観
的データにて品質管理を実現した。（図4）

図4　数値化による実証試験

⒋　販路開拓
関係医学会系学会での展示、展示会へ出展した。ま
た、日本最大のバイオ産業ビジネスエキシビションであ
るBioJapan2014,2015や産業交流展2014にブース出展し
ANCA-Fastの宣伝・販路開拓の活動を進め、国内外の多
くの企業との連携協議を行った。（展示出展：図5）そし
て、本事業の下流に位置する血管炎専門医師を対象とした
ANCAに関するプレゼンや啓発活動を専門医らの集まりで

ある「社団法人腎臓血管加齢医療研究機構」の協力により、
ニーズや要望の調査を実施した。

 
図5　展示出展

開発された製品・技術のスペック

本事業で鍵となる製品パーツ、抗MPO抗体、抗PR3抗体、
抗GBM抗体、抗モエシン抗体の各検出ストリップは、各
抗原の大量生産、精製に成功し、製品に求められる性能を
充分満たすものが作成された。イムノクロマトハウジング
の改良視認性向上も実現し実証測定試験による品質管理
により製品生産が可能であることが実証された。大量生産、
精製過程の簡略化による製品原材料コストを当初の予定よ
り大幅削減を実現し、100分の1に低減化する目標を達成
した。

図6　普及型ANCA-Fast試作品

◎所在地：〒263-8522　千葉県千葉市稲毛区弥生町1番33号
◎担当者：吉田　毅郎
◎TEL：043-290-2042　◎FAX：043-290-2038　◎E-mail：kyoso@chiba-u.jp
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立大学法人千葉大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社A-CLIP研究所
◎主たる研究実施場所：株式会社A-CLIP研究所

血管炎バイオマーカー測定キットANCA-Fast の
開業医むけ普及品開発

国立大学法人千葉大学

研究開発期間 　平成 26年度～平成 27年度

分　　野 　バイオ

川下の抱える課題及びニーズ
◦川下分野横断的な共通の事項
　低コスト化 /高度化・高品質化

高度化目標
生産性の向上
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