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埼玉県
難削材料の高能率・高精度加工のための無
線型および空気軸受け超音波スピンドルの開
発

Ｓｉ、ＳｉＣ等の半導体、ＣＦＲＰやセラミックスなどの新素材への微細加工等に超音波スピ
ンドルによる振動切削加工が有効である。しかし、現状の製品は電線駆動の為に汎用性がな
く、加工精度と耐久性の向上には軸受けの改良が求められる。本事業では、無線駆動および空
気軸受型の同スピンドルを開発する。各種の工作機械への搭載を可能とし、かつ、高速回転、
耐久性を担保する超音波スピンドルを提供する。

精密加工
一般社団法人首都
圏産業活性化協会
6010105001481

株式会社industria
9030001027106

学校法人日本工業大学
3013205000182
国立大学法人東京工業大学
9013205001282

埼玉県
電解砥粒研磨による次世代半導体製造ライ
ン向け超精密バルブ・継手の高能率加工技術
の開発

「電解砥粒研磨」は、電解研磨と機械研磨を複合させた超平坦金属面を形成する研磨法であ
り、今後高精度化する半導体製造装置需要に適した最高レベルの表面処理技術である。本研
究開発は、「電解砥粒研磨」に関する最適な工具、工程のロボット化、加工パラメータの解析、
部品性能保証評価等に関する技術を確立することで、我が国の半導体製造産業等の最先端
産業の発展に寄与することを目的とする。

表面処理

一般財団法人金属
系材料研究開発セン
ター
5010405009696

東陽理化学株式会
社
2030001020546

国立研究開発法人産業技術総合研究所
7010005005425
学校法人東京電機大学
3011805002185
埼玉県産業技術総合センター
1000020110001

千葉県 電池の開発・製造スピードを向上させる電極ス
ラリー製造装置の研究開発

電池の開発・生産では、様々な電池材料を均一に分散し電極スラリーを調整する必要がある
が、その分散工程に多大な時間を費やしている。電池の開発スピードや生産効率の向上のため
には、サイズや物性の異なる材料を安定して再現性よく短時間で均一分散できる装置が求めら
れている。本研究では、小型で高速処理可能な電極スラリー向け処理装置を開発し、川下企
業の開発・生産の効率化、および、国際競争力の強化に貢献する。

材料製造
プロセス

公益財団法人千葉
県産業振興センター
9040005006014

アシザワ・ファインテック
株式会社
7040001014988

千葉県産業支援技術研究所
4000020120006
国立大学法人九州大学
3290005003743
国立研究開発法人産業技術総合研究所
7010005005425

千葉県
世界初の自動培養と生体内環境を再現でき
るＩｏＴ・ＡＩ技術を融合した安価なスマー
トシステムの開発

再生医療の発展には細胞加工の低コスト化が最重要課題の一つである。高分解能送液ポンプ
と密閉構造の流路培養法の組み合わせることで高額ロボット技術が不要となり、非常に安価で
生体環境に近い物理的化学的刺激と自動培養を実現し、細胞分化と培養の大幅なコスト削
減を実現する。更にＩｏＴ・ＡＩ技術融合で次世代の研究スタイルのロールモデルとなり、今ま
でにない技術を確立することで再生医療業界の発展に貢献する。

バイオ
公益財団法人千葉
県産業振興センター
9040005006014

ネッパジーン株式会社
4040001028462

国立大学法人東京医科歯科大学
6010005007397
公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団
2130005015689
学校法人松本歯科大学
8100005006743

東京都
極小径金属ステントおよび新規生体適合性ゲ
ルを用いた重症リンパ浮腫に対する革新的治
療機器の開発

リンパ管の廃絶した重症リンパ浮腫に対して、現在身体的負担が少なく術者を選ばない治療法
は存在しておらず、これを解決する新規治療法の開発が待ち望まれている。そこで、われわれは
重症リンパ浮腫に対して、微細レーザー加工での精密加工技術によるステントの開発とリンパ管
を再生するための新規生体適合性ゲルチューブの開発を組み合わせたリンパ流路を再建する新
規治療システムを確立し再生医療デバイスの開発を行う。

精密加工

公益財団法人ふじのく
に医療城下町推進機
構
5080105005774

タマチ工業株式会社
9010701005932

公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構
5080105005774
静岡県立静岡がんセンター
7000020220001
学校法人光産業創成大学院大学
1080405003226
国立大学法人浜松医科大学
6080405003188
学校法人甲南学園甲南大学
2140005002208
学校法人埼玉医科大学
3030005011020
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東京都 化学物質の網羅検出・スクリーニングを実現す
るＭＳ用着脱オプションの研究開発

近年、企業の製造物責任や社会的責任が厳しく問われるなか、企業の品質管理やＲ＆Ｄ部
門で有機化合物を網羅的に検出しスクリーニング分析を行える低コスト装置に強いニーズがあ
る。本計画では、多くの企業がすでに保有している市販のＧＣ－ＭＳ装置にアタッチメントとして
装着できるスクリーニング分析装置の開発を行い、よって、従来のスクリーニング分析専用装置に
対し、導入コスト、ランニングコストの大幅な低減を目指す。

測定計測
よこはまティーエルオー
株式会社
8020001037957

株式会社神戸工業
試験場
1140001014570

国立研究開発法人産業技術総合研究所
7010005005425
国立大学法人横浜国立大学
6020005004971

東京都 自動車向け高速通信用ワイヤハーネスの検査
装置の開発

自動運転の実現には車載通信の高速化が不可欠であり、今後１０Ｇｂｐｓまで高速化が計
画されている車載イーサネット等に用いられるワイヤハーネスの品質管理が求められてる。これを実
現するためには、新たに高周波計測理論に基づいたワイヤハーネス検査技術の確立が急務であ
る。このような背景から製造ライン工程で使用できる小型・低コストで操作が簡単な自動計測・
自動判定型の全品検査装置の実用化に向けた研究開発を行う。

測定計測

地方独立行政法人
東京都立産業技術
研究センター
6010605002434

株式会社シーデックス
4013401001883

地方独立行政法人東京都立産業技術研究セ
ンター
6010605002434
国立大学法人宇都宮大学
8060005001518

神奈川県 次世代ＩｏＴで用いられる高誘電率新材料
開発プラットフォームの実用化

次世代ＩｏＴで最も多く用いられるコンデンサーは、近年極薄膜を多層積層し容量を上げる工
夫がなされ、更にはシリコンキャパシターと言われる極微細構造を実現したものまで登場している。
高誘電体膜をＡＬＤ装置で実現するための材料の選択、生成、成膜、評価を行うにあたり、コ
スト面・期間面で多くの課題がある。それらの課題を解決するために「高誘電率新材料開発プ
ラットフォーム」を実用化し、個客ニーズに対応する。

表面処理
タマティーエルオー株式
会社
4010101004358

株式会社ジャパン・ア
ドバンスト・ケミカルズ
6010101006419

国立大学法人東北大学
7370005002147

神奈川県 夢の機能材料「グラフェン」量産化・低価格化
を実現する革新的製造技術の開発

高度情報化社会の実現に伴い、スマートフォン等の電子機器のディスプレイ、センサ等の技術の
高度化、フレキシブル化、軽量化が進みプリンテッドエレクトロニクスに採用される高性能の導電
性インクの開発が必須となっている。「グラフェン」は銅の１０００倍の電流密度をもち、比重は
１／４で、高品質ではあるが高価である。本事業では、川下企業の要求する高品質なグラフェ
ンを低価格で量産化する革新的な製造技術を実現する。

材料製造
プロセス

一般社団法人首都
圏産業活性化協会
6010105001481

株式会社常光
6010001003689

国立大学法人大分大学
3320005001974

新潟県 ものづくり現場の目視検査員の技能ＤＸを推
進する据置型視線検出装置の研究開発

ものづくり現場の外観検査工程では限度見本を基準とした、人間の感覚で行う目視検査に頼ら
ざるを得ない場合が多く、作業の省力化・効率化が進展していない。そこで、検査効率の向上が
可能な周辺視目視検査法の訓練のため、検査作業中の注視点と検査対象物の位置情報を
統合して、熟練技能者の技能の定量化が可能な据置型視線検出装置を開発し、目視検査
員の技能のＤＸを推進する。

情報処理
公益財団法人にいが
た産業創造機構
7110005000176

株式会社ガゾウ
9110001032097

国立大学法人静岡大学
7080005003835
学校法人常翔学園大阪工業大学
8120005004778
新潟県工業技術総合研究所
5000020150002
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長野県
水素社会に向けた高リサイクル・高強度・耐水
素脆性結晶微細化ステンレス棒材の小規模
高効率生産技術の開発

水素エネルギーの供給を安全に行うために、素材の耐水素脆性の向上だけでなく高強度化が同
時に求められている。この課題に対して金属の結晶を微細化することできわめて低コストで費用
対効果の高い部品の製造が可能になる。本研究開発では、ＳＵＳ３１６Ｌの結晶を微細化
した外径３～１２ｍｍの棒材の製造技術の開発を行い、次世代エネルギーの供給に必要な
素材と加工技術の構築を行う。

材料製造
プロセス

公益財団法人長野
県テクノ財団
7100005010770

株式会社小松精機
工作所
7100001018306

兵庫県公立大学法人兵庫県立大学
4140005021197

山梨県
超ワイドギャップ半導体・６Ｇ先進材料の超
高周波応答検査のためのテラヘルツ分光シス
テムの高度化開発

テラヘルツ分光計測技術を基にしたパワー半導体用の超ワイドギャップ半導体の電気特性評価
装置および６Ｇをターゲットにした先進材料の評価装置を開発する。超ワイドギャップ半導体の
電気特性評価装置としては、インライン評価用に高精度・高機能化およびオンラインによる自動
生産システムに対応したプログラムの構築を目指す。また、今まで測定できなかった超高周波応
答検査装置を６Ｇ用の先進材料評価を目的として開発する。

測定計測
公益財団法人やまな
し産業支援機構
4090005002888

日邦プレシジョン株式
会社
1090001011160

国立大学法人大阪大学
4120905002554
国立大学法人東京農工大学大学院
1012405001281

静岡県
セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）を汎用価
格で量産可能にする生産技術（装置）の研
究開発

セルロースナノファイバー（以下ＣＮＦ）は植物繊維を微細解繊して得た軽量高強度の生分
解性材料である。脱炭素を目指す自動車産業などからカーボンニュートラルな樹脂補強用繊維
として期待されているが、未だ川下ユーザーが求めるコストで生産供給ができておらずＣＮＦの産
業界への普及は進んでいない。本事業は汎用価格のＣＮＦの量産を可能にする生産システム
の開発を行い、グリーンイノベーションに貢献するものである。

材料製造
プロセス

国立大学法人京都
大学
3130005005532

株式会社サトミ製作
所
2080001001764

国立大学法人京都大学
3130005005532
地方独立行政法人京都市産業技術研究所
8130005013885
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茨城県
洋上風力タワー製造等への鋼管の機械式特
殊接手の応用研究及び溶接接手構造の曲げ
加工素材の加工精度の向上

洋上風力発電（着床式）モノパイル式、ジャケット式等に使われる鋼管の継手方法（溶接に
代わる機械式継手として有望）の研究開発を行う。現在の洋上風力発電を手掛けるメーカー
は圧倒的に海外勢である。弊社では，弊社保有の世界最大級１６０００トンプレス機と本
事業の研究開発成果を武器に海外メーカーへキャッチアップする。また、溶接接合が主流となって
いる現在、組み立て現場でも鋼管の加工精度保持ができる技術を確立する。

接合・実
装

株式会社富田製作
所
3040001036359
国立大学法人茨城
大学
5050005001769

株式会社富田製作
所
3040001036359

国立大学法人茨城大学
5050005001769
国立研究開発法人産業技術総合研究所
7010005005425

埼玉県 液槽光重合用高機能レジン開発による最終
製品のダイレクト製造システムの構築

従来の大量生産、大量消費、大量廃棄を前提としたものづくりが大きな変革を迫られているな
か、オンデマンドで製造できる３Ｄプリンタに対する期待が高まっている。本事業では導入が進む
エントリー向け液槽光重合方式の３Ｄプリンタで造形可能な高耐熱、高強度、高靭性を併せ
持つ高機能レジンを開発することにより、中小規模の開発現場や、歯科技工所、僻地等の遠隔
地で最終部品をダイレクトに製造するシステム構築を目指す。

立体造形

地方独立行政法人
東京都立産業技術
研究センター
6010605002434

岡本化学工業株式
会社
4030001020924

地方独立行政法人東京都立産業技術研究セ
ンター
6010605002434
国立大学法人千葉大学
2040005001905

埼玉県 水素ガスを使った加圧ガス冷却式真空浸炭炉
の開発

自動車向け部品で使われる浸炭油焼入れ法は、精度の良い冷却速度の制御が困難であり、
また油の除去に洗浄工程を必要とするためにインライン化の妨げになっていた。そこで従来技術の
高度化のために、油冷の冷却性能に近い水素ガスを用いた加圧ガス冷却式真空浸炭炉を開
発する。開発したガス冷却式真空浸炭炉は、洗浄工程が不要になり、インライン化に適してお
り、さらに「脱炭素社会」に向けた次世代浸炭処理法として期待が大きい。

表面処理
公益財団法人さいた
ま市産業創造財団
9030005015486

株式会社日本テクノ
7030001006557

国立大学法人横浜国立大学
6020005004971

埼玉県
インフラ検査向高精度磁気センサの多品種少
量生産に向けたミニマル装置開発と基盤プロセ
ス確立

２０２３年には建設から５０年以上インフラの割合が３０％を越え、その後も加速度的に増
加することから、点検やモニタリングによる予防保全の強化などによる社会インフラの長寿命化が
求められている。多種多用のインフラ非破壊検査用の高感度磁気センサを社会実装を実現する
ため、低コストで多品種少量生産を可能にする革新的生産システムであるミニマルファブ生産シ
ステムに適合したミニマル磁気センサ成膜装置を開発する。

材料製造
プロセス

一般財団法人金属
系材料研究開発セン
ター
5010405009696

東京電子株式会社
1011401007037

国立大学法人東京大学
5010005007398
国立大学法人東北大学
7370005002147
国立研究開発法人産業技術総合研究所
7010005005425

長野県 作業者の安全を守る発汗計測による熱中症
アラートシステムの開発

大学発ベンチャーが保有する世界的なオリジナル発汗センシング技術を活用し、人々の健康管
理に資する革新的なヘルスケアモニタ技術を開発する。さらに、開発したヘルスケアモニタ技術を
用いて、ＩＴベンダーやその他幅広い業種の大手企業（川下企業）との連携により、現場作
業員の熱中症対策ソリューションを開発し、日本発新産業の創出を図る。これにより、熱中症予
防とあわせて作業員のパフォーマンス維持に貢献する。

測定計測
株式会社信州ＴＬ
Ｏ
7100001010584

株式会社スキノス
2100001030232

国立大学法人信州大学
3100005006723
長野県工業技術総合センター
1000020200000
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