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情報処理

服薬自立支援の為の服薬支援装置開発と一体化した服

薬情報処理サービスの開発
東進電機工業株式会社 26 8-9

精密加工

革新的軽量材料を用いた自動車用防振ゴムマウントの材

料から鍛造までの一貫製造

公益 財団法 人栃木県産業振 興セン

ター
26 10-11

大腿骨近位部骨折患者の早期離床、寝たきり予防を実現

するモジュラー型骨折治療システム及びその生体力学的

親和性向上のための精密加工技術の開発

国立大学法人埼玉大学 26 12-13

医療現場改善と疾患早期発見に繋がるディスポーザブル

型内視鏡光学系の開発
公益財団法人埼玉県産業振興公社 26 14-15

医療・光学用ステンレス系射出成形金型のダイヤモンド切

削技術の開発
公益財団法人埼玉県産業振興公社 26 16-17

大型スパイラルベベルギヤの高強度設計・製造法の開発
公益 財団法 人千葉 県 産 業 振 興セン

ター
26 18-19

高精度冷間圧延用工具の低歪み高速加工プロセス開発
地方独立行政法人東京都立産業技術

研究センター
26 20-21

次世代型二次電池の集電体孔加工におけるインライン化

を可能にするレーザ量産加工機の開発
公益財団法人にいがた産業創造機構 26 22-23

次世代自動車用、超薄肉ステンレス製「箱型電池ケース」

の開発と事業化

公益財団法人浜松地域イノベーショ

ン推進機構
26 24-25

製造環境

新冷媒に対応する次世代自動車用熱交換器の高耐圧構造

及び量産技術の開発
株式会社ひたちなかテクノセンター 26 26-27

液体を検査媒体とすることで高圧工程を安全・低コスト

に実現する量産対応高圧漏れ検査装置の開発
公益財団法人やまなし産業支援機構 26 28-29

接合・実装

専用パンチを用いない薄肉大型アルミダイカスト部品の

塑性流動結合技術の開発
国立大学法人宇都宮大学 26 30-31

ゴムコア通電ボールを電気接触ピンとして利用した新方

式半導体ソケット開発
一般社団法人産学金連携推進機構 26 32-33

ＨＥＭＳ、ＢＥＭＳの低コスト導入を可能とする複数電源

接続可能な統合型双方向電力変換装置の開発
よこはまティーエルオー株式会社 26 34-35

高精度厚膜・高安定接合技術を確立した高性能低コスト

圧力トランスミッターの開発
公益財団法人長野県テクノ財団 26 36-37
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接合・実装

水素ステーションの低コスト化を実現するプレート式熱

交換器の低圧拡散接合技術の開発
株式会社信州ＴＬＯ 26 38-39

両面放熱機能を有する薄型SiC大電流パワーモジュール

の製品および製造技術の開発
公益財団法人横浜企業経営支援財団 26 40-41

圧電素子を用いた完全屋外対応型発電床システムの開発
タキロンシーアイ株式会社

（旧社名：タキロン株式会社）
27 42-43

立体造形

高精度放射線治療における三次元ポリマーゲル線量計の開発 株式会社柴田合成 26 44-45

3Dプリンターによる連続繊維複合材立体部材の製造技術

開発研究

学校法人東京理科大学

スーパーレジン工業株式会社
26 46-47

表面処理

高い絶縁破壊電界強度を持ったナノ構造セラミックス成

膜技術の研究開発
株式会社つくば研究支援センター 26 48-49

低消費電力半導体の貫通電極ウエハボイドレス超高速めっき装置

技術の開発
公益財団法人埼玉県産業振興公社 26 50-51

ゲル状めっきシステムの開発 公益財団法人埼玉県産業振興公社 26 52-53

ＶＯＣ排出量削減と塗装コスト削減を同時に実現する

「泡と微生物を利用したＶＯＣ高効率捕集・高分解塗装

ブース」の開発

公益財団法人新潟市産業振興財団 26 54-55

機械制御

医療機器向け大流量・高圧・静音ポンプを適用した脈

波測定機器の開発
公益財団法人群馬県産業支援機構 26 56-57

複合・新機能材料

錫地金中の微量元素に着目した低コスト鉛フリーはんだ

合金の開発

公益 財団法 人千葉 県 産 業 振 興セン

ター
26 58-59

積層セラミックスコンデンサーの高容量化を実現する内

部電極用材料の製造技術の開発
タマティーエルオー株式会社 26 60-61

蓄熱・放熱機能付環境対応型塗壁材の開発 公益財団法人横浜企業経営支援財団 26 62-63

材料製造プロセス

新素材傾斜材料による汚染のない超音波ホモジナイザー

の開発

公益 財団法 人千葉 県 産 業 振 興セン

ター
26 64-65

バイオ

ソバ発酵技術を利用した血圧降下作用を有する機能性食
品素材の開発

株式会社信州ＴＬＯ 26 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

バイオ

複合乳酸菌発酵法を利用した大豆を原料とする抗ストレス食品
素材の開発

公益財団法人埼玉県産業振興公社 26 68-69

幹細胞を簡便、安全に分取し、高機能化増幅する革新的
器具の開発

公益 財団法 人千葉 県 産 業 振 興セン
ター

26 70-71

測定計測

電線欠陥検出用小型自走式Ｘ線検査装置の開発 株式会社つくば研究支援センター 26 72-73

迅速簡易に免疫能を検査する免疫蛍光分析装置の研究

開発
株式会社キャンパスクリエイト 26 74-75

腕時計型連続血圧測定システム開発 公益財団法人長野県テクノ財団 27 76-77
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中小ものづくり高度化法について

　「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」（中小ものづくり高度化法）は、ものづくりを支える中小企業が、
我が国製造業の国際競争力強化や新たな事業の創出にとって必要不可欠な存在であることに鑑み、中小企業の担うものづく
り基盤技術の研究開発及びその成果の利用への支援を通じて、その高度化を図り、もって国民経済の健全な発展へ寄与する
ことを目的として制定されたものです。
　同法に基づき、研究開発計画の認定を受けると、当該計画を推進するために必要な各種支援制度が用意されています。

特定研究開発等計画の認定について

特定ものづくり基盤技術高度化指針とは

　中小ものづくり高度化法の下、特定ものづくり基盤技術の各技術分野について、川下産業の課題やニーズと、それに対応
した高度化の目標及び研究開発等の方向性について「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」が策定さ
れています。

　【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

　【平成 27 年 2 月 9 日付け改正により追加】
　　   デザイン開発技術

　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。

（指針の詳細については、6 ページをご覧下さい）

戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）について　

　戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）は、中小ものづくり高度化法の認定を取得した特定研究開発等計画で、
特に中小企業が大学、公設試等の研究機関等と連携して行う、製品化につながる可能性の高い研究・開発及び販路開拓への
取組を一貫して支援いたします。

公募から採択までの流れ

補助事業の概要

事業名 戦略的基盤技術高度化支援事業

補助金額

初年度：４，５００万円以下

２年度目：初年度の補助金交付決定額の２／３以内

３年度目：初年度の補助金交付決定額の半額以内

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（同一者が担うことも可）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。

中 小 企 業

「高度化に関する指針」に沿って自ら行う「特定研究開発等計画」について
認定申請書を作成、申請します。

関 東 経 済 産 業 局

「高度化に関する指針」に適合しているか等の審査を行います。

認定を受けた中小企業への支援

研究開発支援 資金面の支援

戦略的基盤技術

高度化支援事業
（サポイン事業）

特許料等の特例
株式会社日本政策

金融公庫の
低利融資

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

認定

申請

共同体
(コンソーシアム)

事業管理機関（補助事業者）

②
提
案
申
請

交
付
決
定

④
交
付
申
請

関東経済産業局

戦略的基盤技術高度化支援事業のスキーム

アドバイザー（大手川下企業等）

法認定
計画

研究実施機関
研究機関

(大学・公設試験機関)
(協力者)

研究実施機関

法認定を受けた
中小企業

研究実施機関

中小企業
(協力者)

研究実施機関

大企業
(協力者)

①
公
募

③
採
択
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 測定計測

 接合・実装

  製造環境

  デザイン開発
平成 27 年 2月 9日付け改正により追加

  精密加工

   立体造形

  情報処理

製品の審美性、ユーザーが求める価値、使用によって得られる新たな経験の
実現・経験の質的な向上等を追求することにより、製品自体の優位性のみ
ならず、製品と人、製品と社会との相互作用的な関わりも含めた価値創造に
繋がる総合的な設計技術。

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。

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。

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。

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。

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、精密加工技術に含まれるものを除く。）

  表面処理

 材料製造プロセス

 バイオ

  機械制御

 複合・新機能材料

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。

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。

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。

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。

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。

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。

C a t e g o r y （技術分野概要）
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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

情
報
処
理

◎所在地：〒 389-0505　長野県東御市和 1106 番地 4
◎担当者：宮下　功司
◎ TEL：0268-75-8225　◎ FAX：0268-75-8226　◎ E-mail：kmiyashita@toushindenki.com
◎法認定事業者：東進電機工業株式会社
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：東進電機工業株式会社、エーザイ株式会社
◎主たる研究実施場所：東進電機工業株式会社

東進電機工業株式会社

研究開発の背景及び経緯

高齢化が進展する中、2012年調査で認知症患者様は462
万人（軽度認知障害を加えると800万人）、65歳以上の
15%と報告された。その後、2025年に700万人を超えると
推計され、認知症患者様が安心して暮らせる社会の実現や
早期診断、予防等の対策が急がれる。とくに、認知症は生
活習慣病との関連が指摘されており、生活習慣の改善や疾
病管理が重視されている。

一方、生活習慣病薬は患者様の約半数が飲み忘れること
があるとされ、疾病管理の問題として、また残薬の一因と
して看過することはできない。まさに、疾病管理や認知症
の発症予防、さらに経済面から服薬管理の重要性が増して
いると言える。そのため、在宅医療の現場では飲み忘れや
過量服薬なく正しく服薬できるよう様々な取り組みが行わ
れている。ただし、一部では介護家族の負担となり、また
独居や老々介護、認知症患者様など服薬管理がとくに必要
な方々で十分な支援が受けにくい問題も生じている。そこ
で、設定した時間に服薬を促し飲み忘れや過量服薬を防ぐ
服薬支援装置と、装置と連動して服薬情報をご家族や薬剤
師などに通知するクラウドを開発して在宅患者様における
服薬管理の問題解決を目指す。クラウドからの通知やクラ
ウドに蓄積されるデータは、医療、介護者にとり重要な情
報になるとともに、ご家族を始め関係者による見守りの一
助となる。服薬と見守りの両支援により独居や高齢の老老
世帯の方々が自分らしく生活する時間（QOL：quality of 
life）を伸ばすことにも貢献できると考える。

研究開発の概要及び成果

１．服薬支援装置の開発
１日最大４回（朝、昼、夕、就寝前）の服薬時間を指定し、

1週間分の薬をセットすることが出来る。指定時刻になる
と薬ケースが前方に押し出されると同時に音声と画面表示
で服薬を促す。また促しにはスヌーズ機能を搭載し、指定
時間から40分経過すると、薬ケースを引き戻す。次の指

定時刻になるまで、原則として薬ケースの取り出しが出来
ないため、過量服薬を防止している。

また全面扉には鍵を搭載し薬ケースを自由に取り出せな
いようにしている。

図１　服薬支援装置前面写真

２．服薬情報処理サービスの開発
　登録したご家族や薬剤師　
などの関係者に、薬ケース
取り出しや飲み忘れなどを
電子メールでお知らせする。
メール配信の内容は自由に
設定可能で、情報は暗号化
され、クラウドに蓄積される。
　　　　　　　　　　　　　　　　図２　電子メール画面

また、クラウドにて服薬情報を１ヶ月単位で折れ線グラ
フにして可視化している。グラフ化することにより、ご家
族や薬剤師などの管理者は患者様の服薬時間の規則性や乱
れを簡単に把握できる。なお、本データはアカウントが払
い出された管理者のみ確認が可能で、そのグラフは印刷と、
ログの排出が可能となっている。

図３　服薬履歴のグラフ（イメージ）

登録された管理者は、クラウドより服薬支援装置に20
文字以内でメッセージを打つことが可能であり、コニュニ
ケーションや服薬の動機付けに役立つ。

なお、本メッセージが服薬支援装置に表示される時間は
任意に設定が可能であり、クラウドとの定期通信で次の
メッセージが配信される。 

図４　メッセージを服薬支援装置に表示（イメージ）

３．携帯版服薬支援装置開発
本装置は、患者様が外出など服薬支援装置の適用環境外

にいる場合でも服薬を促すことを目的とする。そのため、
上記クラウドと連動させたアプリを開発し、ウェアラブル
端末を機器のメッセージ表示と鳴動をさせる。

　なお、その開発動作環境、画面遷移は下図の通り。

図５　開発環境（イメージ）

図６　動作環境（イメージ）

図７　ウェアラブル端末画面（イメージ）

開発された製品・技術のスペック

１．服薬支援装置
本体サイズ：幅402 mm、奥行き177 mm、高さ320 mm
本体重量：約3.5 kg
電源（日本）：AC100V、50/60Hz
 消費電力：待機時約3.0W、トレー動作時約4.0W
 電源コード長：3m
付属品：専用お薬ケース×30個　鍵：2個
　　　　お薬ケース識別用シール
　　　　（あさ、ひる、よる、ねる前）
＊クラウドへの接続について
インターネット接続環境があれば、本体USBポートよ

り有線LANアダプタを介して有線LANで接続するか、無線
LANキットを設置して接続する。インターネット環境が無
くても、USBドングルを利用してクラウドを使用すること
ができる。

図8　服薬支援装置機器説明

２．クラウド動作環境
Windows:Vista/7/8/10  Mac:OS X10.6以降
IPhone,iPad:iOS6以降（iphone5,iPad2以降）
Andoroid OS 4.0以降　
ブラウザ:Chrome最新、標準ブラウザ

服薬自立支援の為の服薬支援装置開発と
一体化した服薬情報処理サービスの開発

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　情報処理

川下の抱える課題及びニーズ
◦医療・健康分野に関する事項
医療サービスと機器・システムの一体化及び海外展開

高度化目標
サービス・機器一体型ソリューションに対応した医療機器シス
テム等の構築に関する技術の高度化



10 11

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

国内鍛造業界はその需要を自動車産業に大きく依存して
いる。しかもグローバル化の中、国際競争力が必要とされ
コスト低減が重要な課題である。今迄の方法ではコスト低
減に限界が見られ新規技術開発が望まれている。また、環
境対応や燃費削減のため軽量化が喫緊の課題となっている。

自動車の軽量化には実用金属中最軽量であるマグネシウ
ムが最適であるが、コスト・強度面で問題があり採用が少
ない。そこで、新たな技術開発を行い、合理的なコストで
高機能鍛造品を実現できればマグネシウム鍛造品の需要顕
在化が期待でき、新市場が創出できる。これを具体化すべ
く本開発に取組んだ。

本研究開発は高強度で防振性能が高く、最軽量な自動車
用の防振ゴムマウントの開発を第一義に想定し、実施する
ものである。本開発によって素材から鍛造製品までの一貫
製造が可能になり、高機能化と抜群の国際競争力を増す
ことになる。自動車産業は我が国の屋台骨となる産業であ
る。鍛造産業の需要は年間7,000億円であるが、６割を自
動車産業に依存している。また、自動車産業以外の医療機
器、光学機器、インフラ事業、環境エネルギー、いずれは、
航空・宇宙産業への積極的なアプローチも重要と捉え、自
動車産業のみならず、幅広い分野で、応用できる技術開発
として、革新的な技術開発を目指した。

本技術開発を実施するにあたり、具体的な目標を次の通
り掲げ、目標達成の実現のために、開発を実施した。

◎鍛造用マグネシウム合金の最適組織の検証
◎高強度マグネシウム合金の開発
◎変形能向上の結晶粒微細化開発
◎精密鍛造用金型製作法の開発
◎複雑・高精度鍛造加工法の開発研究
◎上市化のための製品の評価試験
これらの開発により、従来の1/3以下のコスト、アルミ

合金（A6061）にも匹敵する強度特性、そして、2/3の重量（軽
量化）を目指した。

研究開発の概要及び成果

◎鍛造用マグネシウム合金の最適組織の検証及び高強度
マグネシウム合金の開発により、下記のような理想的な最
適組織状態を開発した。

図１　理想的な合金組織特性図

また、鋳造法は、下図のような製法を開発した。

図２　マグネシウム断熱鋳型鋳造法

◎変形能向上の結晶粒微細化
こちらの技術開発にては、ハイブリッド潤滑法を開発し、

マグネシウム合金の鍛造化を実現した。

図３　ハイブリッド潤滑法

図４　ハイブリッド潤滑法の開発及び潤滑テスト結果

この潤滑法と、サーボプレス（６３０ｔ）の使用による、
変形能向上で、あらゆる形状の鍛造も組織の微細化が図れ、
有効な効果を得た。

もう一つ、鍛造において欠かせないのが、金型である。
こちらも、マイクロショット加工を仕上げに実施すること
により、表面面粗度が飛躍的に向上し、変形能向上に多大
な貢献ができた。

図５　サーボプレス630t　　　　　　　図６　マイクロショット機

◎成果
成果としては、『従来12工程＋2運送』であった工程が『6

工程』に大幅圧縮できた。

図７　従来と新工法の違い

これにより、コスト１／３以下の達成が実現できた。

開発された製品・技術のスペック

開発された製品は、防振ゴム金具部品（エンジンマウン
ト、サスペンション関連、ステアリング関連等）、光学機
器デジタルカメラのズームレンズ用モードダイヤルとズー
ムレンズ用鏡筒等々である。

図８　防振ゴム金具部品類

図９　デジタルカメラ部品

また、当初設定の各目標値に関しては、下記表の通りと
なっております。

表＿目標値と達成した数値目標

◎所在地：〒 321-3226　栃木県宇都宮市ゆいの杜 1 丁目 5 番 40 号
◎担当者：飯田　豊明
◎ TEL：028-670-2601　◎ FAX：028-670-2611　◎ E-mail：monozukuri@tochigi-iin.or.jp
◎法認定事業者：宮本工業株式会社
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：学校法人東京電機大学、公立大学法人富山県立大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：宮本工業株式会社、株式会社エヌ・シー・ロード、三協立山株式会社
◎主たる研究実施場所：宮本工業株式会社

公益財団法人栃木県産業振興センター

革新的軽量材料を用いた自動車用防振ゴムマウントの
材料から鍛造までの一貫製造

Mold

Cooling water Billet

Molten metal

Float

Cooling water
Billet

Molten metal

Refractory
holder 

Heat insulated mold

Billet

細径棒不可

Φ50迄可能 組織が微細

新技術：Mg断熱鋳型鋳造法従来法

Φ150以下は
溶け落ち 組織が粗い

ハイブリッド潤滑法の開発で解決

ショットブラスト 加熱 乾燥(熱風) 鍛造

微粒水溶性黒鉛コート

化成処理表面

微粒黒鉛+金属石鹸

化成皮膜

マグネ合金

潤滑後の構造

潤滑剤の各温度での摩擦係数

0
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摩
擦

係
数

　
μ

型温：250℃

加工率：60%
AZ61A

ボンデ処理　70gr/L

開発ハイブリッド

リン酸塩系潤滑剤

黒鉛デルタフォージ31、1:10

MoS2　1:20

コロイダル黒鉛オイルダッグ

本開発、ハイブリッド潤滑

素材製造 均質化処理均質化処理 切断 梱包 押出

切断 加熱 鍛造 トリミング 熱処理 検査 梱包･出荷

運送 切断 加熱 運送

ビレット鋳造メーカ 押出メーカ

鍛造メーカ

新連続鋳造法 均質化処理均質化処理 切断

好塑化鍛造(冷間or温鍛)

熱処理 検査 梱包･出荷

シェル

コア
水路 シェル

コア
水路

新鋳造法

アッパブラケット

防振ゴムアウター

インナーチューブマウント

鍛造品 ゴム装着完成品のカット

素材から鍛造の一貫製造法を開発、低コスト・高機能化を達成

現状 目標

素材形状 押出材 鋳造細径棒

組織、DAS 40μm 8μｍ

組織、結晶粒 200μm 9μｍ

強度 AZ31合金 260MPa ＞350MPa

高温強度(at250℃) AZ31合金80MPa ＞110MPa

伸び AZ31合金 8％ >12％

軽量化率 対アルミ 30%以上軽量化 30%以上軽量化

成形法 熱間加工のみ 冷間(温間)加工

寸法精度 ±１～1.5 ±0.3

(素材) 現状比(押出材) 100 <40(1/3以下）

製品 現状比 100 <40(1/3以下）

項目・内容

強度特性

鍛造成形

価格

素材

技術・品質12工程＋2運送が６工程に

従来工法

本事業

目標値

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　精密加工

川下の抱える課題及びニーズ
◦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
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／複合加工、部品組立及び工程短
縮等を可能とする技術の向上
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

26年度採択
補助事業

精
密
加
工

研究開発の背景及び経緯

高齢者に多い大腿骨頚部骨折は受傷後に早期癒合が得ら
れ難く、いわゆる寝たきり状態になり、結果、合併症によ
る死亡リスクは高まる。頚部骨折は単なる骨折ではない重
篤な合併症の罹患率が高いので早期離床が原則である。日
本整形外科骨粗鬆症委員会のレポートによると、超高齢社
会を迎え、年齢階層別の発生率は70歳代半ばまでは大腿
骨頚部骨折が高いが、それ以降では大腿骨転子部骨折が圧
倒的に高くなる。つまり、大腿骨転子部骨折に対しては、
高齢者特有の身体的特徴や合併症にも配慮した見地での対
応が求められている。

大腿骨転子部骨折に対する骨接合術は、Compression 
Hip Screw法（以下、CHS法）とGamma Nail法（以下、ガ
ンマネイル法）が一般的である。ガンマネイル法の利点は、
ラグスクリューがCHSに比して短いので屈曲モーメントが
小さく、力学的に有利であること、生体への手術侵襲が少
ないことが挙げられる。しかし、両者の国内需給率は極め
て低く、多くは海外製品に依存している。日本人の大腿骨
骨格体形に適合し、生体力学的親和性の高い骨折治療具が
望まれる。 

CHS及びガンマネイルのラグスクリューは接続部にスラ
イディング機構を有し、骨頭の穿孔（cut out）を防止す
る。しかし、ラグスクリューの頚体角が小さい（β＜125°）
と接続部でセルフロッキングが起き、穿孔リスクが高まる。
これらの課題を解消するために、セルフロックの働かない
ネイルのデザインと高度な手術手技能力を必要とせず、安
全・確実に短時間で骨接合を可能にする手術治具の開発が
望まれる。また、ネイルを抜去する際に再骨折を生じない、
安全で確実、速やかな施術が可能である必要がある。

本開発では、複雑形状の精密加工技術や機能解剖学的骨
形態解析技術を用いて、生体力学適合性に優れたモジュ
ラー型骨折治療システム（グリップバーで回旋固定力強化、
セルフロック防止機構の付与、専用治具で手術視野障害改
善、FEM解析で力学的適合性向上、等）を開発し、患者個
別対応可能な最適骨接合技術を確立する。

図１　従来品

図２　開発品

研究開発の概要及び成果

１．回旋固定用グリップバーの微細加工への対応
ラグスクリューに組み込み、送り出しと収納機構を完成

させるために薄肉加工・高精度化を可能にする複合NC旋
盤のカスタマイズを行った。その結果、ラグスクリューの
ねじ部、グリップバー・キーリング・ラグスクリュー・ネ
イルのスライディング機構部を1μm以下の切削精度で加
工及び加工面の継目加工を行うことが可能となった。

また、グリップバーの送り出し、収納操作を可能にする
ラグスクリューの精密加工のために複合NC旋盤に加工面
の継目加工の技術を盛り込み、グリップバーの機能を確
実とする弾性領域内で収納可能な形状（厚さ1.5mm、幅
3mm、長さ25mm）を誤差1%以内の加工精度で実現した。 

図３　開発品の構造

２．Ti合金製ラグスクリュー及びネイルの精密加工
ラグスクリューの骨頭穿孔防止や把持力強化を目的に、

ネイルガイド穴の精密加工やねじ部の特殊形状加工を行っ
た。また、摺動可能なPV値確保のために、穴加工は特殊
加工（旋削＋ローリング）を行った。

図４　他社品と開発品のねじ部の比較

さらに、セルフロッキングを起こさないラグスクリュー
の形状決定に関して力学解析を行い設計に反映した。

図５　セルフロック回避のための力学解析

３．モジュール化（患者個別対応可能な最適骨接合技術）
過去に撮影された国内患者X線写真（サンプル数200）

から大腿骨中枢部1/3の骨形態の特徴を抽出し、代表的パ
ラメータ（骨頭中心、頚体角、頸部長、大小転子距離、髄
腔径、骨粗鬆症の程度、等）を計測し、大腿骨形態の標準
化を実施した。さらに、骨形態を反映したラグスクリュー・
キーリング・ネイルのモジュール化（平均値、平均値±１
σ、平均値±2σの計2種類を設定）及びFEMモデル検索シ
ステムの開発を行った。

図６　開発品のモジュール化に向けた骨形態標準化のイメージ

図７　FEMモデル検索システム

開発された製品・技術のスペック

今後、整形外科医師からの意見収集や市場へのPRを行
い、製品スペックの必要な改良を実施するとともに厚生労
働省へ薬事申請し、承認後に商品化予定である。

図８　開発品外観

◎所在地：〒 338-8570　埼玉県さいたま市桜区下大久保 255
◎担当者：笠谷　昌史、菅間　保則
◎ TEL：048-858-9137　◎ FAX：048-858-9141　◎ E-mail：sangaku@gr.saitama-u.ac.jp
◎法認定事業者：株式会社インターセクション、株式会社フォーエス
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）： 国立大学法人埼玉大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社インターセクション、株式会社フォーエス、株式会社上尾技研、ファーマックメディカル株式会社、ネオメディカル株式会社
◎主たる研究実施場所：株式会社上尾技研

国立大学法人埼玉大学

大腿骨近位部骨折患者の早期離床、寝たきり予防を実
現するモジュラー型骨折治療システム及びその生体力学
的親和性向上のための精密加工技術の開発

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　精密加工

川下の抱える課題及びニーズ
◦医療・健康分野に関する事項
高衛生・信頼性・安全性の保証／生体親和性向上 ／リビジョ
ン対応／手術手技の簡素化 ( 操作性向上 ) 

高度化目標
精密・微細加工技術等の向上／複雑形状加工対応／ソフトウェ
アを利用したカスタムメイド対応
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

26年度採択
補助事業

精
密
加
工

研究開発の背景及び経緯

近年、国民医療費は年々増大しており、その総額は4
０兆円以上にのぼり、社会保障政策の大きな課題となって
いる。このため健康診断や人間ドックによって、病気の早
期発見・早期治療を促すことで総体的に医療費を抑制して
いこうというのが大きな流れである。

健康診断や人間ドックに欠かせない診断ツールの一つが
内視鏡であるが、現在の内視鏡は極めて小型の光学素子を
高性能なガラス製イメージングファイバーに組み合わせる
ことで製作されており、そのコストを低減することは容易
ではない。このため所定の消毒・滅菌の処理を経てから再
利用されている。こうした処理工程は経済的な負担が増え
ることも大きな課題であるが、内視鏡の様な複雑な構造を
有する装置を完全に消毒・滅菌することは容易では無く、
血液、唾液、消化器内容物、組織の付着等によるウイルス
性疾患の感染例が多く報告されている。

現在、医療現場においては、注射器やメスなど多くの器
具がディスポーザブル化されており、器具の再利用による
感染を防ぐ努力がなされているが、内視鏡は上述の理由に
より、残念ながらまだその状況には無い。

こうした課題を解決するためには、安価でディスポーザ
ブル化可能な内視鏡の開発を進めることが必要である。現
状の内視鏡は、複数の超小型の光学素子を製造し、組み立
て、ガラス製イメージングファイバーに組み付けて製造さ
れている。超小型光学素子の製造は高度な技術を必要とし、
またその組立も非常に熟練した技能を必要とする。さらに
イメージングファイバー自体が非常に高価である。

そこで、これらの問題を解決するために、一体成型のプ
ラスチックレンズを比較的安価な通信用多芯プラスチック
ファイバーに結合することで、小型かつ安価な内視鏡を製
造する技術を確立することを本研究開発の目標とした。

研究開発の概要及び成果

１．一体成型レンズ材料の選択
一体成型レンズの材料としては、シリコン等幾つかの素

材を検討した結果、一体成型時の温度上昇がプラスチック
ファイバーに影響を与えず（約65℃）、生体適合性に優れ、
一体性を高めるための接着性を付与することが可能なエポ
キシ樹脂を選択した。
２．レンズ一体成形技術の開発

①位置決めアダプター金型の開発
通信用多芯プラスチックファイバーはたわみやすく、ま

た外径の寸法精度が±0.03～0.09mm（今回使用のもの）
のため、レンズ一体成型時のセンタリング等、光学的寸法
精度を得ることおよび同時に成型するライトガイドの保持
のため、位置決めアダプターの事前一体成型を採用した。

図１　位置決めアダプター金型

②レンズ一体成型金型（ライトガイド同時成型）の開発
一体成型の位置決めアダプターによって保持されたイ

メージファイバーおよびライトガイドファイバーに対して
プラスチックレンズを一体成型する金型を開発した。

図２　レンズ一体成型金型

２．プラスチックファイバー端面処理技術の開発
①精密切削による方法
レンズ一体成型金型との組み合わせで用いる位置決めア

ダプターを使用した端面処理を精密切削と研磨で比較検討
を行った。精密切削では、専用治具を作成し、これにアダ
プター付ファイバーを固定し精密切削を行った。

図３　精密切削による端面処理

②研磨による端面処理
精密切削の場合と同様に研磨専用治具を作成し、これに

アダプター付ファイバーを固定し、研磨を行った。

 図４　研磨による端面処理

 ３．下流光学系装置の開発
レンズ一体型プラスチックファイバーを用いて、その実

用性について実験、検証を行うため、２種類の下流光学系
装置の開発を行った。

①ズーム機能付き据置型

図５　ズーム機能付据置型

②喉頭鏡型

図６　喉頭鏡型

開発された製品・技術のスペック

1．端面研磨
　精密切削加工よりも低価格な機材で表面粗さRa10nm程
度を達成した（精密切削はRa40～50nm）。

図７　端面研磨結果

２．ファイバー画像
　レンズ一体成型プラスチックファイバーで得られる画像
を示す。
①ファイバー径　0.5mm　画素数　7,400本

図８　φ 0.5mmの画像

②ファイバー径　1.5mm　画素数　13,000本

図９
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研究開発の背景及び経緯

医療機器、光学関連等の透明製品および鏡面製品では、
その射出成形金型製作において金型表面の鏡面性、平滑性
が極めて重要となっている。

使用する金型材はステンレス系で、下記の通りダイヤモ
ンド工具による高品位な切削が困難なため、超硬工具での
切削や砥石や研磨による鏡面仕上げを行っている。その結
果形状精度には限界があり、より高精度な金型の場合は、
母材表面に施したメッキ面を単結晶ダイヤモンド工具にて
切削する事により高品位な金型を製作していた。実用上、
以下の改善が望まれていた。

①工程が複雑で金型コストが高い。
②商品を成形する段階では、表面がメッキという事で母

材に比べ耐久性や耐食性等が劣る。
③母材自体を高精度に直接加工することが望まれ、ステ

ンレス系金型材の鏡面仕上げ工程は研磨仕上げとし、概ね
複雑な形状となり手研磨が多い。

これらの改善策として、鏡面加工や高精度加工に単結晶
ダイヤモンド工具の適用が最も適しているが、鉄（ステン
レスも含む）の加工では拡散摩耗や高温酸化による化学反
応で、著しくダイヤモンドが摩耗する事が分かっている。
それを解決すべく研究が理化学研究所にて開始され、化学
反応の抑制効果が判明し（「鉄系被削材の切削方法及び切
削液供給装置(特許公開2010-64184)」、図１）切削可能な
現象が明らかとなったものの、広範囲や様々な形状へ対応
した実用レベルに至っていない。

図１　システム概略

本事業においてこの研究シーズを利用する事で上記課題
を解決可能ではないかと考え、実用化技術の開発・検証を
行った。

研究開発の概要及び成果

高品位な射出成形に使用されるステンレス系金型材を対
象に、単結晶ダイヤモンド工具を用いた鏡面切削加工法の
実用化を目指し、専用クーラントの開発、切削技術の確立、
専用供給システムの開発を行った。

１．専用クーラントの開発
切削専用クーラントの添加剤としてナノ粒子（ナノカー

ボン）を適用した。基礎的な研究により摩擦低減効果が得
られており、そのデータを基にさらに添加剤の成分適正化
を進めた。水溶性の電解液にナノカーボンを適量加え、一
定の電流値を流した電解液をダイヤモンド圧子とステンレ
ス系金型材の接触点に供給すると、通常切削に使用するケ
ロシンと比較し、大幅な摩擦係数低減効果が確認された

（58～71％低減）。図２はケロシンや市販のナノカーボン
材と比べた、摩擦係数を表す。

図２　市販材との比較

２．高精度金型切削技術の確立
本システムにより、単結晶ダイヤモンド工具の摩耗抑制

を確認し、粗加工や仕上げ加工等の実用化レベルの加工条
件を確立する。

ステンレス系金型材（SUS420J2系、φ15mm）の平面
切削加工を試み、基礎的な条件を導き出した。旋削加工に
おける周速一定の加工条件によりダイヤモンド工具の摩耗
が抑制され良好な加工面が得られた。その後、球面金型（φ
10mm、SR15mm、図３）の仕上げ加工を試み、形状精度
PV0.08µm（0.1μm以下）、表面粗さRa2.8nm（3nm以下）（図
４）を実現した。

図３　球面金型

図４　球面の加工面粗さプロファイル

３．専用クーラント供給システム装置の開発
摩擦試験の結果を反映させた、電解電源や吐出量を安定

して供給可能な装置とした。下記仕様を標準とし、加工機
に容易に取り付くシステムとした。

・持ち運びが可能なサイズのケースに、電解電源、コン
トローラ、溶液タンクを装備する。

・ノズルはフレキシブルとし、工具近接にマグネットな
どで固定する。

・溶液は滴下するタイプとし、毎分一定量を滴下するよ
うに制御を行う。

・電解電源はパルス波形の定電流型とした。
図５①にノズル電極、②にシステム全体（左下：ポンプ、

右：電解電源装置、左上：加工機とノズル部分）を示す。

　　①ノズル電極　　　　　　　　　　　　②電源装置、ポンプ

図５　供給ユニット

開発された製品・技術のスペック

単結晶ダイヤモンド工具により、ステンレス系金型材の
鏡面仕上げ加工が実現した。表面粗さに関してはメッキ材
と同等の鏡面性を得られた。図６は、メッキ材金型と本事
業開発金型を同時に射出成形したレンズ成形サンプルとな
る。

この技術の専用供給システムの製造販売を行う。また、
電解用電極と専用ナノ粒子添加クーラント液の消耗品販売
を行う。

今後、様々な加工方式、加工材料に適用した、装置やクー
ラントの専用化を進める。

図６　射出成形品
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■研究開発の背景及び経緯
マシニングセンタを用いた大型スパイラルベベルギヤの

加工は、図1に示すように既にＨ19年度採択戦略的基盤技
術高度化支援事業において、事業化に成功した。しかしな
がら、図2に示すように歯面のエンドミル加工によるツー
ルマークと表面粗さは、従来の加工法である専用加工機と
比較して劣っており、高負荷運転時において歯面損傷を引
き起こし大きな問題となっている。

　　図１　 M/C 歯切り加工　　　　　　　 図２　歯面ツールマーク

近年、スパイラルベベルギヤは益々大型化かつ負荷能力
に対する要求もより高強度化・高効率化してきている。こ
うした状況の中、実機上で、スカッフィング、マイクロピッ
チング（図3）等の重大な歯面損傷事故が急増してきてお
り、装置全体の信頼性の低下が課題となっている。

図３　歯面マイクロピッチング損傷

そこで、大型スパイラルベベルギヤの設計理論・製造方
法を含めた革新的製造技術の開発を下記３項目にテーマ分
けし、研究開発を行うこととした。

1.　高強度歯面設計への対応
マシニングセンタの利点を活かし、自由度の高い三次元

歯面修整法を確立する。
２.　歯車加工の高精度化への対応
ブラシ磨き加工を導入し、耐マイクロピッチング強度対

策として表面粗さの向上を行う。
３.　本設計・製造法の検証への対応
大型スパイラルベベルギヤを試作して、実際に負荷運転

試験を行い、本研究の有効性を立証する。

研究開発の概要及び成果

１．高強度歯面設計への対応
運転時に良好な歯当たりが得られる新しい歯面修整法を

提案した。基本的な歯面修整法の方向付けとしては、噛合
いの進行方向（歯丈方向）に対してピ二オン、ギヤともに
歯先の円弧修整を行う。このとき、歯面修整量が問題とな
るが、負荷運転時の歯当たり解析に反映させることで、最
適な歯面修整を実現した。

平歯車やはすば歯車で行われる一般的な歯先修整は、左
側の直線的に逃す方法が採用されているが、これをそのま
まスパイラルベベルギヤのような三次元形状に適用した場
合、図4のように不連続点が歯面内部に存在し、負荷運転
時には応力が集中して歯面のフラッシュ温度が上昇し油膜
が切れやすくなり、これが原因で金属接触が生じてスカッ
フィング損傷にいたる可能性が高い。そこで本研究開発で
は、図5のように歯先を円弧に修整し、高次元の関数とす
ることで、不連続点がなくなり連続的な修整が可能となる
歯面修整法を提言した。

　図４　 従来の歯先修整法　　　　　　　　図５　本研究の刃先Ｒ修整法

２．歯車加工の高精度化への対応
耐ピッチング強度の向上を図るために歯面のツールマー

クおよび表面粗さの改善を行った。具体的には、図6に示
すように歯面にブラシ磨き加工を施工した。技術的目標値
として、川下会社の経験値により次のように設定した。

図６　ギヤ歯面のブラシ磨き加工

スパイラルベベルギヤのかみ合いは、歯形方向と歯す
じ方向（図7）が合成されたすべり接触であることにより、
表面粗さの目標は、以下の式となる。

図７　歯面表面あらさ測定方向

Rz1（歯形） + Rz2（歯すじ）< 4μm

ピニオンとギヤ歯面のブラシ磨き加工後、顕微鏡により
その効果を検証した結果、図8に示すようにエンドミルに
より生成されたウロコ状のツールマークの凹凸の頂点を取
り除くことができた。

　　　磨き加工前　　　　　　　磨き加工後
図８　歯面上のツールマークの改善

ピニオンとギヤの歯面の表面粗さを測定した結果を表1
に示す。ブラシ磨き加工により、表面粗さは、大幅に改善
して、従来の専用加工機(AMK855)と比較しても良好な結
果が得られた。

表１　表面あらさの比較(μｍ)

３．本設計・製造法の検証への対応
本研究で開発した歯面設計・製造法を用いて、同時5軸

制御マシニングセンタにより高強度スパイラルベベルギヤ
を2セット試作した。ピニオンとギヤをかみ合わせてその
接触痕を観察した歯当たり検査を実施した結果、図9に示
すように歯面設計通りに加工することができた。

図９　歯当たり検査結果

動力循環方式の負荷運転装置にて耐久運転試験を実施し
た結果、歯面にスカッフィング、マイクロピッチング等の
欠陥が無いことを確認した。

開発された製品・技術のスペック

図10に本試験で試作を行った歯車を示す。

図10　試作したスパイラルベベルギヤ
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◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社イワサテック、有限会社ツジテクノサービス
◎主たる研究実施場所：株式会社イワサテック

公益財団法人千葉県産業振興センター

大型スパイラルベベルギヤの
高強度設計・製造法の開発

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 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
品質の安定性・安全性の向上

高度化目標
当該技術が持つ物理的な諸特性の向上
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

26年度採択
補助事業

精
密
加
工

研究開発の背景及び経緯

当社は、冷間圧延工程で不可欠な長尺ロールの製造者と
して、国内のみならず海外でも大きなシェア有するグロー
バルニッチトップ小規模事業者である。しかし、海外市場
では東南アジアを中心に低価格ロールが流通を始めており、
川下事業者である冷間圧延メーカーは効率化の向上、低コ
スト化が課題となっている。そのため、当社は、川下事業
者から在庫削減と工場安定稼働のために長尺ロールの納期
短縮を求められている。今後は、国際価格の変動に柔軟に
対応することを求められる可能性が高い。また、川下事業
者から既存製品（他社製品）が高価格であるスリッターの
安価な製造販売を求められている。スリッターは冷間圧延
工程で長尺ロールとセットで用いられるもので、川下事業
者にとって不可欠なものである。

従来技術でこれら川下事業者のニーズに応えることが困
難な理由は次のとおりである。

長尺ロール及びスリッター材質は主にダイス鋼及びハイ
ス鋼を使用しており、仕様硬度は58HRC以上と非常に高い
硬度を持つ難削材である。この硬度を得るには熱処理を施
すが、当社は無酸化雰囲気炉で加熱し、油冷による焼入れ
を行っている。その後2回以上の焼戻しを繰り返すが、焼
戻しが完了するまで熱処理歪みの発生状況を予測出来ない
ため、削り代を大きくせざるをえず、後工程の所要時間も
まちまちである。焼入れ焼戻しの後工程である切削作業時
間は、歪みの大きいワークについては、歪みの小さいワー
クに比べて2倍以上を要することも多く、作業効率が非常
に悪い。次工程の研削作業においては、近年、ユーザーが
要求する材質硬度がますます高まっていることから、砥石
の切削性能の劣化が激しく、長時間安定した研削加工が困
難であることから、作業時間が大幅に増大しているのが現
状であり、さらに、研削精度にも度々問題が生じる。

そこで、長尺ロール製作時間の大幅短縮、安価なスリッ
ターの新規商品開発を目的として、熱処理による歪みを考
慮した製造プロセスの開発とともに、高効率化・高速化を
実現する新たな研削技術を確立するために、次の2項目に
ついて研究開発を実施した。

1.　長尺ロール加工工程の短縮
2.　スリッターの新規開発
これにより、長尺ロールの短納期化と、国際価格の変動

に柔軟に対応できる製造プロセスの構築を図り、また、低
価格かつ高精度な新規スリッターの商品展開を実現し、川
下製造業等の生産性・効率化の向上及び低コスト化に貢献
できるもの期待している。

研究開発の概要及び成果

1．長尺ロール加工工程の短縮
1-1.　長尺ロールの熱処理シミュレーション
直径50mm、長さ950mmの長尺ロールにおいて、冷却

条件の違いによる熱処理変形シミュレーションを実施し、
冷却状態と熱処理後の変形の関連を実測により明らかにし
た。図1左のように上下で冷却速度が異なる場合には不規
則な変形を起こし、図1右のように側面の冷却速度が異な
る場合には弓なりに変形することが再現できた。

図１　長尺ロールの変形予測結果

1-2.　先進円筒研削システムの開発
図2に示すように、ELID研削技術および機上計測システ

ムを組み合わせた先進円筒研削システムを試作開発した。
本システムにより、長尺ロールを取り外すこと無く加工と
計測を交互に行うことが可能となり、さらに必要箇所のみ
加工することで高効率化が実現できた。

また、図3は先進円筒研削システムによる計測結果と、
加工回数制御による加工時間を表したものである。右下が
りの形状に対して、3分割した加工箇所をそれぞれ必要量

図２　先進円筒研削システムによる加工と計測

研削除去した結果、研削加工時間は36％の短縮となるこ
とが明らかとなった。

図３　先進円筒研削システムによる加工時間短縮例

２．スリッターの新規開発
2-1.　ELID研削条件の確立
図4に、スリッター製作に用いたELIDロータリー研削盤

を示す。本装置により試作したスリッターの表面精度Ra
は約0.17 µmであり、目標の0.5 µmよりも高精度が得られ
た。また、図5に示すように、形状精度（平坦度）は±1.5µm
となり、目標の5 µm以内となっていることが明らかとなっ
た。以上から、ELID研削条件が確立できたものと評価できる。

図４　ELIDロータリー研削盤

図５　形状精度（平坦度）測定結果

2-2.　試作スリッターの検証
試作したスリッターについては、現行品と同等の表面硬

さが要求される。硬度測定の結果、要求仕様である60 ～ 
61 HRC を満たしていることがわかった。また、表面の形
状および内部の金属組織については、それぞれ走査電子顕
微鏡および金属顕微鏡による観察により正常であることが
確認された。試作したスリッターについては、実用条件に
よる実証試験を実施中である。

開発された製品・技術のスペック

１．先進円筒研削システム
有効加工寸法：長さ 700 mm、直径 100 mm
砥石外径：φ400 mm以下
研削方式：ELID研削法
機上計測：最小分解能 0.1µm 以下
研削制御：機上計測と連動した効率化
仕上がり表面精度Ra：0.4 µm 以下

２．スリッター
形状：外径 315 mm、厚さ 10 mm
硬度：60 ～ 61 HRC
表面精度Ra：約0.17 µm
形状精度：5 µm 以内

◎所在地：〒 135-0064　東京都江東区青海 2-4-10
◎担当者：開発本部　開発企画室
◎ TEL：03-5530-2528　◎ FAX：03-5530-2458　◎ E-mail：sapoin@iri-tokyo.jp
◎法認定事業者：株式会社シントク
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立研究開発法人理化学研究所、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社シントク
◎主たる研究実施場所：株式会社シントク

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

高精度冷間圧延用工具の低歪み高速加工プロセス開発

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 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
生産性・効率化の向上、低コスト

高度化目標
生産性・効率化の向上、低コスト化



22 23

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

キャパシタと呼ばれる蓄電デバイスには、孔の開いた集
電体が使用されている。大容量キャパシタの市場規模は、
2020年度には約300億円に達すると予測されており、今後
のキャパシタの市場拡大分のほとんどは、新しい大容量
の蓄電デバイスであるリチウムイオンキャパシタ（以下、
LIC）が占めると予測される。

LICは、集電体に孔加工が施されており、高容量タイプ
の次世代型のリチウムイオンバッテリー（以下、LIB）にも、
孔開き集電体を応用する研究が進んでいる。現行の集電体
用金属箔（Cu、Al）は、直径φ100～300μmの貫通孔が
ロールプレスやエッチングにより加工・製造され二次電池
メーカーにロール材として供給されている。しかし、ロー
ルプレスでは抜孔加工時の金属バリ・屑の発生、エッチン
グでは生産スピードや溶液管理、廃液処理などの問題があ
る。これらはLIC製造ラインへの導入を困難にし、且つイ
ンライン化が出来ないのでコストアップの要因になってい
る。また、ロールプレスの最小孔径はφ300μm以上、エッ
チングの最小孔径はφ120μm以上であり、LICの高性能
化に必要とされる孔径100μm以下を達成できず、さらに
ロール幅やパターンの変更が容易に行えないため、高性能
なLICを設計する上での自由度を下げていた。

そこで、LIC集電体の孔加工をインラインで高速に加工
を行うことができるレーザ高速多孔加工機を開発すると共
に、バリ処理や欠陥検出等を含めたコスト競争力の高い量
産加工技術を開発する。また、LICの高性能化を目指して、
開発したレーザ加工技術により、孔径、開口率、加工パター
ンのパラメータを検討するとともに、LICをアッセンブリ
して性能試験を行ない、高性能な新規集電体を製造する加
工条件を研究開発する事とした。本研究開発では、世界の
中でも未だ技術が確立されていない移動箔に対してロール
toロール高速多孔加工技術を開発するものである。

本技術は、集電箔のみならず電極材塗工箔に対しても対
応可能なため、次世代型LIBにも応用され電池性能向上が
期待される。

本研究開発では、大きく分けて２項目について開発を行

う事とした。

１．高速集電体レーザ加工装置の開発
最適レーザ、最適加工条件を検討し加工機を製作する。

また、量産化を見据え加工で発生するバリや撓みを修正す
る後処理装置を開発する。

２．集電体加工条件の把握
１で作成した電極を次世代型LIC、LIBに組み込み電池試

験を実施し評価出来る環境を整え、評価をする。
以上の開発により、次世代型電池に必要とされる技術の

開発・評価を出来る環境を整えることによって川下企業が
望む技術・装置の提供をタイムリーに行うことが出来るよ
うになり、ひいては日本の電池産業の活性化及び世界への
優位性を保つ事に寄与するものと考える。

研究開発の概要及び成果

１．高速レーザ加工装置の開発
本研究において、世界初の箔移動追従型高速多孔加工装

置を開発した（図1）。

図１　箔移動追従型高速多孔加工装置加工部

２．超音波レベラーの開発
装置の通過時にバリや酸化物を可能な限り除去し、通過

後にはそれ以上脱落しない状態にまでにし、加工時に発生
した撓みを修正する装置を開発した（図２、特許申請中）。

図２　超音波レベラー

３．電池性能評価
リチウムイオンドープ試験、抵抗値試験において、孔開

き箔に電極材塗布したもの及び、電極材を塗布した集電箔
に孔開けしたもので、従来品と比較し電池性能向上が見ら
れた。また、従来開口率が50%必要とされていたのが、φ
50μm以下であれば抵抗値は開口率5%以上になると変わ
らない事を確認（図３）。更にφ20μm以下でイオンドー
プ速度が向上する事が分かった（図４）。

図３　抵抗値に及ぼす開口率と孔径の影響

図４　Liイオンドープ速度に及ぼす孔径の影響

開発された製品・技術のスペック

　　　　　開発品　　　　　　　　従来品
開口径　　φ20μm　　　　　　　φ120μm以上
開口率　　0.1～0.7%　　　  　　　30%
箔移動　　0.001～2m/min　　　　加工時停止

図５　箔移動追従型高速多孔加工装置

◎所在地：〒 950-0078　新潟県新潟市中央区万代島 5 番 1 号万代島ビル 10F
◎担当者：皆川　森夫、五十嵐　晃
◎ TEL：025-246-0068　◎ FAX：025-246-0033　◎ E-mail：info@nico.or.jp
◎法認定事業者：株式会社ワイヤード
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：独立行政法人国立高等専門学校機構長岡工業高等専門学校、新潟県工業技術総合研究所、学校法人神奈川大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社ワイヤード、板垣金属株式会社
◎主たる研究実施場所：株式会社ワイヤード

公益財団法人にいがた産業創造機構

次世代型二次電池の集電体孔加工における
インライン化を可能にするレーザ量産加工機の開発

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　精密加工

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
高効率化

高度化目標
微細形状の加工技術の向上
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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

精
密
加
工

研究開発の背景及び経緯

次世代自動車ではリチウムイオン電池の普及に向け、航
空機並みの高安全性電池ケースへの期待が強い。航空機で
は強度・耐熱性に優れたステンレス鋼材が用いられている
が、この鋼材は難加工材であり自動車が要求する寸法・形
状の加工は難しい。本研究開発は、流通中の深絞り加工の
繰り返しで製造されるアルミニウム製電池ケースを、革新
的特許技術（深絞り+圧延加工）を高度化してステンレス
鋼材製超薄肉電池ケースを実現する。

研究開発の概要及び成果

１．ステンレス鋼製リチウムイオン電池ケースの残留応力
のデーター収集及び分析の実施

遅れ破壊の原因を解明するため残留応力を測定した。
結果として、絞り加工のシミュレーションや使用材料の

変更（SUS304を304L）により3年間が経過した現在に於
いて、遅れ破壊の発生は無い。明確な関係を掴むには至っ
ていないが今後もデータ収集に努めていく。

図１　Ｘ線残留応力測定器データ

２．プレス絞り加工による遅れ破壊対策の実施
絞り型・材料変更時のシミュレーション解析によりプレ

ス深絞り加工、及び圧延加工の成形解析を行い、工程設計
を実施した。シミュレーション解析の活用は開発期間の短
縮に効果的である。

図２　ブランク形状

図３　絞り工程のシミュレーションによる絞りブランク形状

３．ステンレス鋼成形用の適正生産設備への対応
加工が難しいステンレス鋼製で且つ板厚0.3㎜開口部12

㎜×120㎜、深さ90㎜という極めて難度の高い形状であっ
た為、①中間素材での遅れ破壊の発生　②圧延工程におけ
る長辺と短辺の伸びの違いに起因した割れの発生、角R部
のバリ発生③金型自体の強度不足による破損等、予期して
いなかった問題が発生した。これらの問題に対して材料自
体の見直し、ローラー圧延設備（4辺ローラー圧延）、高度
化圧延設備（2辺ローラー+2辺固定ダイス方式、4辺固定
ダイス方式）、一体形固定ダイス金型設備（ヒーター埋め
込み固定ダイス方式、一体形固定ダイス方式）等多くの金
型方案の改善を行った。これらを試作評価した結果、圧下
率20％で、7工程の一体形固定ダイス金型設備が、品質及
び生産性の面で優れており、量産設備に適していることが
分かった。また、市場では板厚0.2㎜の電池ケースの需要
があることが分かり、開発を進めた結果、板厚0.3→0.2㎜
の電池ケースを完成することができた。

図４　一体形固定ダイス金型設備

図５　量産時の生産工程

開発された製品・技術のスペック

ステンレス鋼材の深絞り+圧延加工
・材質：SUS30L
・板厚：0.2㎜
・矩形（㎜）：縦12×横120 ×深さ90
・効果：高温での高強度、耐食性向上

図６　最終品測定箇所（カット前）

図７　最終品測定結果（カット前）

図８ 　一体形固定ダイス加工試作品写真（完成品）

◎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：中山　典子
◎ TEL：053-489-8111　◎ FAX：053-450-2100　◎ E-mail：nakayama@hai.or.jp
◎法認定事業者：国本工業株式会社
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立大学法人静岡大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：国本工業株式会社
◎主たる研究実施場所：国本工業株式会社

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構

次世代自動車用、超薄肉ステンレス製
「箱型　電池ケース」の開発と事業化

①　初期ブランク形状 ( 緑色表示 ) の絞り加
工を中間位置まで行った状態を示す。この状
態で、割れ発生が予測される限界板厚が赤色
で表示された。又、実験結果で割れが確認さ
れた。

②　最終ブランク形状（赤色表示）の絞り加
工を中間位置まで行った状態を示す。この状
態で割れの発生が予測される赤色表示はな
く、全行程終了後もシャープエッジは無い。
実験結果に割れは確認されていない。

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　精密加工

川下の抱える課題及びニーズ
◦自動車分野に関する事項
衝突時の安全性の向上

高度化目標
難加工材・新材料加工対応
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研究開発の背景及び経緯

21世紀に入り、世界的な規模で地球環境保護への取り
組みが本格化し、自動車産業でも環境規制が年々厳しく
なってきている。特にカーエアコンに使用する冷媒につい
ては「欧州カーエアコン規制」(2017～適用)「カリフォル
ニア州のZEV規制」(2018～適用)等が発令され、温暖化係
数(GWP)の低い新冷媒による次世代カーエアコンの開発が
急務となっている。

このような社会的背景に基づき川下企業のカーエアコン
メーカからは「新冷媒を現在と同じ流動圧力で使用すると
冷房能力が低下してしまうので、冷房能力を同等以上とす
るために、流動圧力を高めること。

（2.8MPa→5.5MPa  1.9倍）」が求められていた。
このような川下企業からの要求を実現するために、当社

では技術的目標として、①チューブとヘッダーのスリット
溝接合面が5.5MPaに耐える構造の開発　②高耐圧、小径、
長尺ヘッダーの成形加工技術の開発　③2列構造ヘッダー
の成形加工技術の開発　④（①～③を包含し、）効率的に
製造する量産技術の開発、を掲げ、茨城県工業技術センター
等の支援を受けながら開発を進めた。これらの開発の結果、
当初目標を達成し、小型高耐圧・軽量化、大幅なコストダ
ウンを実現するとともに、この分野において革新的な製造
法を確立し、日本の自動車産業の競争力向上に貢献するこ
とができた。

研究開発の概要及び成果

熱交換器は図4に示すように大別すると、車室外に放熱、
吸熱する室外用熱交換器、車室内に放熱、吸熱する室内用
熱交換器、車室内の冷却、除湿に用いられるエバポレータ
の3種類により構成されている。当社では長年培ってきた
アルミ薄板プレス加工の高度な型製造技術、プレス成形自
動化技術、生産設備の改善開発技術等を活かし、前述の熱
交換器の冷媒が流れるヘッダー部と冷媒を蓄えるタンクの
高度なものづくり技術の開発に取り組んだ。

ヘッダーの従来技術と新開発技術との比較
従来のヘッダーは板材からフタ状の上下2ピースをプ

レスで形成し溶接するものであった。この構造では内部
を流れる冷媒の流動圧力を高くすることができず（max 
5.5MPa）新冷媒による冷房能力を現状と同等以上にする
ことは困難であった。新開発技術では特殊な形状のヘッ
ダーにスリットを入れスリット部に薄板のフィンを差し込
みロー付けする構造とした。この構造の課題としては高耐
圧性を保つために、接合強度のアップが必要になるため、
いかに接合面積を増大化するかであった。

本開発の接合面積を最大にする方法として、図1に示す
ようにヘッダー断面方向（a-a’断面）に最適な肉盛り接合
をする。またヘッダー長手方向（b-b’断面）にローを溜め
込みながら形成するものである。（図１）

図１　チューブとスリット溝接合面強化

ヘッダーの突起部の寸法及び形状とＲ部の寸法形状を工
夫しながら実際にロー付けし図2のように分析評価を行い
最適な寸法及び形状を決定した。最適条件で製作した試作
品を川下企業に提供し実際の熱交換器に組み込んでもらい
実証試験をしてもらったところ、目標の高耐圧に充分耐え
られる結果を得ることができた。

図２　チューブとスリット溝の接合断面

エバポレータの開発においては、アルミ板厚を薄肉化
(50％)することによる軽量化、低コスト化が川下企業より
求められていた。（図5）

当社ではまずアルミの0.7mm薄板化を目指し、製品強
化構造を考案し、これによって複雑化する一体化形状品を
量産可能とする特殊成形・連続成形工法を開発するととも
に、これを実現する高度な金型も開発した。

その後高機能サーボプレス機を導入し、最終年度におい
ては、高速・高性能での実用化を図るとともに、コイル材
～成形・自動搬送～自動搬出までを無人で生産する一貫自
動プレス成形ラインを完成させた。（図3）

図３　一貫自動プレス成形製造装置と成果

開発された製品・技術のスペック

開発された製品は環境対応新冷媒を適用した次世代カー
エアコン用熱交換器である。（図4）

図４　高性能カーエアコン用熱交換器

図５　エバポレータ用タンク

スペックについてはチューブとスリット溝接合面が流動
圧力5.5MPaの高圧に耐えるヘッダーを開発できた。

また一貫無人自動プレス成形ラインによる量産体制を構
築したことにより、高品質で小型軽量化、大幅なコストダ
ウンと生産能力を実現することができた。（表1）

表１　開発された技術の成果

◎所在地：〒 312-0005　茨城県ひたちなか市新光町 38 番地
◎担当者：平野　聡
◎ TEL：029-264-2200　◎ FAX：029-264-2203　◎ E-mail：hirano@htc.co.jp
◎法認定事業者：株式会社三和精機
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：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）：株式会社三和精機
◎主たる研究実施場所：株式会社三和精機

株式会社ひたちなかテクノセンター

新冷媒に対応する次世代自動車用熱交換器の
高耐圧構造及び量産技術の開発

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　製造環境

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
地球温暖化係数の低い冷媒の使用／長期安定性デバイスの　　
実現／省エネルギーの実現

高度化目標

環境負荷の低減／エネルギー効率の向上
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研究開発の背景及び経緯

種々のエネルギー部品（蓄圧容器・燃料供給部品など）
には「漏れ検査」が不可欠である。高圧を印加しない一般
部品では、漏れ判定値以下の製品を合格とする高信頼な定
量漏れ検査が行われている。これら定量漏れ検査では主に
ヘリウムリークテスト法が用いられるが、検査流体はヘリ
ウムガス（気体）である。

低炭素で高効率なエネルギー創出のため、各種エネル
ギー産業では、気体燃料の超高圧容器貯蔵や液体燃料の超
高圧噴射など、300 MPa（3000気圧）に及ぶ燃料の超高圧
化利用が進んでいる。エネルギー関連メーカーは、高圧部
品の高信頼な品質管理を行うために、高圧部品に対して高
圧下での漏れ検査を実現することを切望している。

ところが、図1(a)に示すように、ヘリウムガスで高圧部
品を漏れ検査する場合、①300 MPaに及ぶ超高圧ガスを被
試験体に導入した時に突発的な破れが発生すると、検査気
体が莫大に体積膨張し装置大破裂の「危険」がある。さら
に、②大型気体圧縮機のエネルギー消費が大きいこと、③
防御壁の建設などが高コストになってしまうこと、④検査
員の移動などに時間がかかってしまうこと、という問題も
抱えており、高圧ヘリウムガスを用いた漏れ検査装置を量
産の製造現場に導入することは極めて困難な状況にある。

そこで、高圧下の漏れ検査において、液体を検査流体と
することで「安全」を確保し、且つ「低コスト」・「高生産
性」な定量漏れ検査装置（図1(b)）を開発することとした。
開発を行うにあたり、以下の４項目にテーマ分けし、研究
開発を遂行した。

１．液体による微量漏れ検出技術の確立
本研究開発では、従来用いられていなかった液体を検査

流体とする。液体を検査流体とした場合の漏れ特性につい
て従来の気体と比較して明らかとする。
２．高い検査圧力で稼働可能な液体蒸気ガス検出器の開発

新開発の液体を検査流体とする漏れ検査装置に必要とな
る、従来よりも２桁高い検査圧力で稼働可能で微量漏れが
検出できる液体蒸気検出器を開発する。

図１　従来技術(a)と新技術(b)

３．液体蒸気校正リークの開発
漏れ検査装置では、合否判定値の再現性確保のために漏

れ量の日常校正が行われる。ところが液体蒸気の漏れ量の
校正基準は世の中に存在しないため、これを開発する。
４．高圧部品用漏れ検査システムの開発

実際の量産現場に適用するために、短い検査時間の実現
やフェイルセーフとなる検査を達成した高圧液体漏れ検査
システムを開発する。

研究開発の概要及び成果

１．液体による微量漏れ検出技術の確立
各種の漏れ孔に対する液
体/気体漏れ量の圧力依存
性を定量測定した結果、液
体漏れ量は印加圧力の1乗
に、気体漏れ量は圧力の2
乗に依存するという、流体
の流れに従うことがわかっ
た。これらの結果は液体漏
れ判定値の決定に役立つ。　　図２　液体/気体漏れ量の圧力依存性

２．高い検査圧力で稼働可能な液体蒸気ガス検出器の開発
新方式のガス検出手段を考案し、従来よりも２桁高い

10 Paオーダーで稼働可能で10 -6 Pam3/secの微量漏れの検
出が可能で且つ高耐久なガス検出器を開発した。また、新
型ガス検出器を搭載した液体蒸気リークディテクタも開発
した。

図３　ガス検出器(左)とリークディテクタ（右）

３．液体蒸気校正リークの開発
高信頼な基準ガス導入素子（標準コンダクタンスエレメ

ント:SCE）を用いて10-7～10-5 Pam3/secの微量の定量導入
が可能な液体蒸気校正リークを開発した。

図４ 　液体蒸気校正リーク

４．高圧部品用漏れ検査システムの開発
短い検査サイクル時間60sec以下を達成した高速排気可

能な真空システムと300 MPaに及ぶ超高圧印加が可能で
フェイルセーフとなる液体加圧・回収システムを開発した。

図５　真空システム(右)と液体加圧・回収システム(右)

開発された製品・技術のスペック

[1]高圧液体を用いた漏れ検査装置
① 検査流体：液体（有機溶媒，合成燃料など）
② 圧力：300 MPa
③ 検出漏れ量：10-6～10-3 Pam3/sec
④ 検査サイクル時間：60 sec以下
⑤ フェイルセーフ・誤り率0.1%未満

[2]液体蒸気リークディテクタ
①稼働圧力：超高真空～中真空
② 検出下限：10-6 Pam3/sec
③校正リーク：液体蒸気校正リーク

図６　高圧液体を用いた漏れ検査装置

◎所在地：〒 400-0055　山梨県甲府市大津町 2192-8
◎担当者：中込　克哉
◎ TEL：055-243-1888　◎ FAX：055-243-1890　◎ E-mail：nakagomi@yiso.or.jp
◎法認定事業者：VISTA 株式会社
◎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、国立大学法人山口大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：VISTA 株式会社、株式会社マルナカ
◎主たる研究実施場所：VISTA 株式会社

公益財団法人やまなし産業支援機構

液体を検査媒体とすることで高圧工程を安全・低コスト
に実現する量産対応高圧漏れ検査装置の開発

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　製造環境

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
当該技術が持つ諸特性、諸機能の向上
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自動車部品には異種金属材料が多用されているが、その
結合方法は、ボルト締結もしくは、圧入、焼きバメが主体
である。しかし、ボルトによる結合では、部品点数や質量
が増加するとともに、加工・組立のコストがかかるという
問題がある。また、圧入や焼きバメは、軟質部材に作用す
る引張応力が大きく、延性が不足して破損しやすいため接
合強度を大きくとることができない。アルミダイカスト部
品では、鋳ぐるみという方法もあるが、部品をダイカスト
鋳造の度にセットしなければならないため、生産性が悪い
上、位置決めをすることも難しく、高精度が要求される製
品には、後工程で加工を施すことになる。そのため、異種
金属部品の結合において、軽量かつ低コストで結合が可能
な塑性流動結合法の研究開発が急務である。

本研究開発は塑性流動結合法を更に発展させ、技術の応
用拡大を図るものである。これまでの塑性流動結合法で使
用していたリング状の専用パンチを用いることなく、鋼の
軸状部品とアルミダイカストの穴部品を塑性流動結合する
技術を開発する。図１に本研究のパンチを用いない塑性流
動結合の基本的な方法を示す。段付き加工を施した軟質材
の穴部品に、段付き加工した硬質材の軸部品を挿入し、軸
を加圧して軸の段部で軟質材の穴の段部を圧縮変形させ、
半径方向内側に塑性流動した軟質材で軸の先端を高い圧力
で締付けて結合する。この技術が開発できれば、部品点数、
質量の低減のみではなく、より複雑形状の製品の結合、さ
らに高強度化、部品加工コスト、結合コストの削減など多
くの課題の解決が期待できる。（軟質材の穴径と挿入する
硬質材の軸とは隙間バメで良いため、組付け性が容易であ
る。）

図１　塑性流動結合法の概要

研究開発の概要及び成果

事業化の最初の対象製品は、アルミダイカストADC14
製のドラムと鉄鋼(SCM420)部品であるインナーを結合す
る自動車用AT部品（ダイレクトクラッチ用ドラム）である。

現状の加工法は、スチール製インナーの管部をアルミ
ダイカストADC14製のハウジング内径部に圧入した後に、
寸法が変化する部分（☆印部）を仕上げ切削するが、結合
強度を確保するために圧入長さが長くなるため、圧入力も
大きくなる。加えて、圧入部の嵌め合いのために圧入部品
にも高精度加工が要求されるため加工コストも高くなって
いる。一方、開発する塑性流動結合（図２）では、拡大図
に示すように、ADC14製ドラムに高面圧を発生させて結
合するため、高い結合強度が得られる。また嵌め合い条件
の緩和による圧入部品の要求加工精度緩和や、圧入工程の
効率向上、さらに圧入後の寸法変化の抑制による後加工工
程の削減が可能となり、加工コストの大幅低減が実現でき
る。

図２　事業化の最初の対象製品

実製品サイズ試験型にて、塑性流動結合試験を実施した
結果、結合荷重30kN程度でアルミダイカスト製ドラムの
亀裂、破損が発生した。

原因究明のために、FEMシミュレーションを行い（図３）、
結合時の支持部とアルミダイカスト製ドラムの寸法公差の
見直しを行った。

図３　アルミダイカスト製ドラム亀裂・破壊のシミュレーション解析結果

結合強度向上を目的に、スチール製インナーの結合溝の
形状を図４のように設定した。

図４　スチール製インナーの結合溝の形状

スチール製インナーに結合溝を用いた場合のFEMシミュ
レーションを行った結果、目標の30kN以上の軸戻し耐荷
重を達成できる見込みとなった（図５）。

スチール製インナーに結合溝を追加し、アルミダイカス
ト製ドラムの外径を拘束したもので結合を行い、軸戻し耐
荷重を測定した結果、目標値の30kN以上に対して、39kN 
と目標値を達成することができた。トルク強度については、
結合溝無し品で、目標値100Nmを達成している（図６）。

図５　結合溝有り品のシミュレーション結果

図６　結合溝有り品の軸戻し耐荷重実験結果

更に、塑性流動結合品の強度、信頼性保証技術を確立さ
せるため、超音波による検査技術を開発した（図７）。

図７　超音波による軸戻し耐荷重予測

開発された製品・技術のスペック

自動車用ATの塑性流動結合ダイレクトクラッチ用ドラ
ム

図８　自動車ATのダイレクトクラッチ用ドラム 

◎所在地：〒 321-8505　栃木県宇都宮市峰町 350
◎担当者：学術研究部研究協力・産学連携課　産学連携係員　青木　統之
◎ TEL：028-649-5019　◎ FAX：028-649-5079　◎ E-mail：renkei1@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
◎法認定事業者：京浜精密工業株式会社
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：栃木県産業技術センター、国立大学法人宇都宮大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：京浜精密工業株式会社
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専用パンチを用いない薄肉大型アルミダイカスト部品の
塑性流動結合技術の開発
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アルミダイカスト製ドラム

スチール製インナー

塑性流動結合

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　接合・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
軽量化／低コスト化

高度化目標
高強度化・軽量化／低コスト化
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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

接
合
・
実
装

研究開発の背景及び経緯

携帯電話・スマートフォンの第五世代通信への移行、
4K・8Kテレビ放送、自動車自動運転ステージ3、IoTのビッ
クデータ活用など通信データの大容量化が予定されている。
しかしデータを受信する側の電子機器においては技術的に
限界に達しており従来の方式では、これ以上処理能力を向
上できない。CPUにおいてはニューロンシナプス方式、メ
モリーにおいてはスピンドル方式への新方式が模索されて
いるが、周辺の実装部分やコネクターにおいては新しい方
式が考案されていない。特にソケット・コネクターは、物
理的な力学によって電気接続を得る方法であるため小型化
すればするほど性能が低下していくことが避けられない。
次世代通信では10Gbpsが予定されているが、従来方式の
コネクターでは5Gbpsが限界でありこの解決策が無いのが
実情である。すると大量に高速データ通信が行われても受
け取る側の電子機器内部のコネクターの性能が追いつけず
データを処理しきれない事態になる。パラレルで対応する
という方法もあるもののこの方法はパラレル化した分、コ
ネクターと基板がだけ比例して大きくなる。よって機器も
大型化しコストも増大するということに直面する。

そこで従来のコネクターソケットの基本概念である金属
同士を強い力で押し付けあって通電させるのではなく柔ら
かいもので包み込み広い面積で通電させる方式を考案した。
20年ほど前、半導体・電子部品の表面実装が普及し始め
たときにゴムボールに金属皮膜を施せば軽く挟むだけで電
気接続が出来るというアイデアが提唱されたが、ゴムは温
度によって膨張・収縮が激しくゴムの変形に金属が追随で
きないことなどから金属皮膜が破損してしまい脆弱すぎて
実現が困難との結論から実現できていなかった。しかしこ
の方法は、電気特性的には非常に優れているため、脆弱性
を解消し実用化させる研究開発を行った。

1.ゴムの膨張を抑制するため表層にポリイミド樹脂の層
を形成した二重粒子の開発

2.上記に銅などの軟らかい金属を成膜する技術・全数を
大量に検品選別する技術開発

研究開発の概要及び成果

１．ゴムの膨張を抑制するため表層にポリイミド樹脂の層
を形成した二重粒子の開発

マイクロリアクターを利用して大きさが均一で表層がポ
リイミド樹脂・内部がシリコーンゴムの二重粒子を精製す
る。電子部品であるためはんだリフローなどを考慮し耐熱
温度300℃の材料開発を行った。また氷点下で氷結し機能
しないことが無いように氷点下でも物性に変化が少ないシ
リコーンゴムとポリイミド樹脂とした。

図1の通りシリコーンゴム・ポリイミドを水中に撃ち出
し水流によって材料を均一に千切り、界面張力により球形
化する。この時、異なるふたつの材料は表面張力に差を付
けることで自然にコアシェル化する。図4のとおり得られ
た液滴粒子をオートクレーブにて高圧加熱することで架橋
反応を起こさせ固形化させる。

２．金属を成膜する技術
ポリイミド樹脂はそのままでは金属の密着性が悪く剥が

れやすくなるため密着性を良くするために、エッチングを
行い表面積を広げるアンカー効果方式を採用した。 

成膜する金属は屈折し亀裂の原因となることから軟性の
銅とする。溶融接合ではなくゴムの柔軟性を利用した接触
接圧による電気接続であるため、接触部分は大気中の酸素
による酸化、硫黄分による硫化などにより金属が絶縁化す
ることから腐食しない金を0.2μm成膜することで防止す
る。図6の通り180℃の加熱をしてもポリイミドの外層が
ゴムの膨張を押さえ込み金属皮膜を破壊しないことが確認
された。

３．全数を検品選別する技術
1粒が1個の部品として使用されることから全てが良品

でなければならないが、粒子の生成、金属の成膜などの工
程で不良品が少量発生する。不良品を取り除き良品のみの
状態にしないと市場への出荷が出来ないことから全数を検
品し良品・不良品を選別する技術開発を行った。

光学画像による検品は、時間がかかることからコスト増
となり現実的に不可能であることから物理的に選別する手
段を用いた。球形であること、寸法が規格値内であること、
表層に傷、突起物がないことの3つの検査が必要となる。

ベルトコンベアを用いて粒子を流すと球形のものはベル
トコンベアの上昇には影響せずに転がり落ち、球形でない
ものはベルトコンベアと共に上昇していき取り除かれる。
転がり落ちた物は次に寸法を選別するためハの字に開いた
二軸ローラーに供給して寸法別に分別する。傷や小さな突
起があるものを取り除くために緩やかな長い斜面を転がす
と綺麗な球形はすばやく転がり落ち遠くへ飛ぶが、傷や突
起がある物は、蛇行などして転がるスピードが遅く遠くへ
飛ばない、これを利用して遠くへ飛んだものを良品として
合格品とする装置を開発した。

開発された製品・技術のスペック

動作温度－40℃～200℃連続　瞬間300℃
はんだリフロー可
ストローク　直径の30%以内　20%以下推奨
抵抗値　5mΩ5%以上変形時
eHSD  25Gbps

◎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：伊藤　瑛二
◎ TEL：03-3592-1381　◎ FAX：03-3592-1285　◎ E-mail：ito.eiji@nifty.com
◎法認定事業者：株式会社リトルデバイス
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立大学法人東京大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：住友精化株式会社、株式会社エレック北上、株式会社リトルデバイス
◎主たる研究実施場所：国立大学法人東京大学　新領域創成科学研究科 358 号室内

一般社団法人産学金連携推進機構

ゴムコア通電ボールを電気接触ピンとして利用した
新方式半導体ソケット開発

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　接合・実装

川下の抱える課題及びニーズ
◦情報通信機器分野に関する事項
高機能化・多機能化・大容量高速情報処理化

高度化目標

特殊形状接合用部品及び極微小接合用部品の実現
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この研究へのお問い合わせ
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26年度採択
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研究開発の背景及び経緯

電力変換装置に係る高性能(高効率･小型等)化を目指す
研究開発は、様々な分野で鋭意進められている。例えば、
自動車業界ではEVなどの電動機を駆動するため当該装置
が搭載されており、高性能化がEVの航続距離の伸長をも
たらす。株式会社ＡＣＲでもEV用パワートレーン開発の
一環として高効率インバータを開発している。その一方で、
再生可能エネルギーを主体とする分散電源に目を転じてみ
ると、当該製品の高性能化に向けた取り組みは十分である
とは言い難い。特に各発電・蓄電デバイスにほぼ同一の主
機能をもつ電力変換器が独立して提供されており、システ
ム全体の小型化に対する足枷になっていると考えられる。
そのため、川下である住宅・建築業界では、設置空間の確
保や導入コストの肥大化によってEMSやスマートハウスの
需要が充分に喚起されておらず、中小規模の住宅メーカー
では開発自体が停滞している。そこで本研究では、EMSや
スマートハウスを低コストかつ容易に開発でき、普及が促
進されるよう、直流入力チャネルを複数備え、電力料金削
減や系統協調を考慮した自律的電力フロー最適化機能をも
つ高効率・小型の電力変換装置を提供するための開発を実
施する事とし、電力変換効率96%、装置体積従来比1/3を
開発目標とした。

研究開発の概要及び成果

今回開発したユニットは、系統連系側変換部と負荷・電
源側変換部の二つの内部構成要素に分かれている。小型化
のため、両変換部の接続には高周波リンク方式を採用し
た。系統連系側変換部は、交流側変換回路方式に直流電力
をプールするためのコンデンサが必要ない単相/三相マト
リクスコンバータ(MC)を採用しているが、交流-交流変換
と系統連系技術を兼ね備えた新規の機能開発が必要である。
また、他方の負荷・電源側変換部は、発蓄電デバイスから
入出力される直流電力を系統連系変換部へ伝達するための
双方向直流-交流電力変換技術が必要であり、様々な発/蓄

電デバイスからのエネルギー変換に対応できるよう三相
インターリーブ型DC-DCコンバータとフルブリッジイン
バータで構成した。

[研究成果]
１．多相インターリーブ型DC-DCコンバータの制御技術開発

直流母線上に配置した唯一の電流センサを使った各相電
流制御手法を考案し、特許出願した。各相電流のバランス
をとるため、通常は各相に電流センサが必要なところ、本
手法により3素子から1素子に減らしたことで小型化かつ
低コスト化を進めることができた。

本回路にSiCのスイッチング素子を実装し、各出力電圧・
電力値における効率を測定した結果が図１であり、最大効
率98～99%（入力100V、出力100V）を達成した。

図１　変換効率特性(入力100VDC)

２．マトリクスコンバータの制御技術開発
本研究のため、考案した制御手法についてシミュレー

ションで動作検証を行い、その結果最大変換効率97.8%を
得た。本結果について2件の学会発表を行ったと共に、特
許出願を予定している。

３．需要パターンを考慮した最適運用アルゴリズムの開発
実際の電力消費データを基に、翌日の1時間毎における

電力消費予測手法を開発した。さらに、当該予測データか
ら蓄電池やEVといった蓄電デバイスの最適運用計画を導
出するアルゴリズムを開発した。

図２　アルゴリズム概要

開発された製品・技術のスペック

表1に今回の製品の主な仕様、図3に製品内部の画像を
示す。

図３　製品内部

表１　製品仕様

直流変換部 回路数 4
運転電圧範囲 180~450VDC
定格入力電圧 200VDC
定格容量 5kVA（一回路あたり）

交流 電気方式 三相 3 線
連系出力 出力電圧 202VAC

定格容量 20kVA
最大電流 60A
制御方式 電圧型電流制御
効率 96% 以上（定格 30~90% 時目標）

機能 連系保護 過電圧、不足電圧、
周波数上昇、周波数下降、
単独運転

外部通信 CAN, Ethernet
外形寸法 W 730mm × D 734.8mm ×

H 212mm 
冷却方式 強制空冷

図4は製品の概観図を示す。製品体積は0.11m3であり、
既製品（同等容量に換算）と比較すると目標の約1/3を達
成した。基板形状の最適化により、更に10%の小型化が可
能であると見込んでいる。

図４　概観図

◎所在地：〒 240-8501　神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台 79 番 5 号
◎担当者：鬼山　和彦
◎ TEL：045-339-4441　◎ FAX：045-340-3541　◎ E-mail：Kiyama-kazuhiko-xj@ynu.ac.jp
◎法認定事業者：株式会社ＡＣＲ
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：学校法人東京理科大学、国立大学法人宇都宮大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、よこはまティーエルオー株式会社
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社ＡＣＲ
◎主たる研究実施場所：株式会社ＡＣＲ　愛川事業所、橋本パワーエレクトロニクスＲ＆Ｄセンター

よこはまティーエルオー株式会社

ＨＥＭＳ、ＢＥＭＳの低コスト導入を可能とする複数電源
接続可能な統合型双方向電力変換装置の開発

エネルギー消費予想
太陽光発電・電気自動車予測

機器運用

前日

当日
エネルギー消費、機器状況
（リアルタイム）に基づく

［逐次運用モデル］
リアルタイム機器運用
逐次計画修正

過去エネルギー消費データ
天気予報データ

［予測モデル］
エネルギー需給予測

需給予測データに基づく
［最適化モデル］
運用計画立案

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　接合・実装

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
大電流に対応した低損失化対策、突入電流対策、冷却対策／ス
マートグリッド等の電力協調

高度化目標
大電流に対応した低損失給電、突入電流回路構成及び冷却構造
を含むパワーモジュール実装の実現／スマートグリッド等の制
御装置の高電圧部と低電圧部の分離構成並びに電力情報ネット
ワークに関する実装の高度化
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研究開発の背景及び経緯

近年、自動車・建設機械業界は生産車両に対して安全性
能・環境性能の向上を求めており、これを実現させるため
に利用する圧力制御システムには更なる高度化が求められ
ている。それに従い、上記制御システムに使用する圧力ト
ランスミッターに対しても、各種ニーズが高まっている。

自動車業界では燃費の向上と排ガスのクリーン化を求め
て、より微細な霧状燃料を得るために燃料噴射圧力の高圧
化を図る動きがある。クリーンディーゼルエンジン車に
至っては従来の圧力範囲0～200MPaを超え、精度を維持
しながらも0～300MPaに対応する超高圧力計測が求めら
れている。また、建設機械業界では屋外作業時に曝露する
雷などによる高電圧（雷サージ）等の電気的外乱に耐性の
ある高耐電圧化の要求が高まっている。

併せて、これらの圧力制御システムを、新興国を含めた
市場にも普及させるために、構成部品である圧力トランス
ミッターの低価格化を望んでいる。

本開発は、高耐圧力と高耐電圧を実現した上で、競争力
を高めるべく従来の精度を維持しながら製造コストを削減
させた高性能低コスト圧力トランスミッターを実現し、上
記ニーズに答えることを目的とした。

研究開発の概要及び成果

新技術とその特徴を以下に述べる。
◆センサ素子と継手を一体化することで高耐圧を実現。
◆セラミック基板を用いることで高耐電圧を実現。
◆厚膜歪ゲージに適した補正回路および補正プロ
　グラムの開発により、従来製品と同等の精度を確保。
◆厚膜印刷技術を採用することにより、設備コストを
　抑制し低価格化を実現。
これらを実現するために、以下のテーマに取り組んだ。

～厚膜センサ素子用印刷材料の調査・検証と
　　　　　　　厚膜スクリーン印刷方法の確立～
厚膜センサ素子はセラミック基板に印刷された、歪み

ゲージとなる抵抗膜、配線となる導体膜、保護層となるオー
バーコート膜の3層の厚膜から構成されている。これらの
層に対して、さまざまなペースト材の候補を調査・選定し、
圧力センサ素子としての性能・信頼性を評価した。また、
ペースト材料の基本特性だけでなく、センサ素子としての
特性ばらつきを低減するために、高精細な印刷技術を開発
した。

従来は、厚膜抵抗に対して、後工程を加えることで、所
望の抵抗値を得ることが一般的であったが、高精細印刷や
焼成技術を開発することで、後工程なしに歪みゲージのば
らつき低減を実現させ、高温放置試験などの各種信頼性評
価においても要求仕様を満たす良好な結果が得られた。

図１　高精細印刷による歪ゲージ形成

図２　高精細印刷によるゼロ点出力分布の向上

～厚膜センサ素子と継手の
接合材料の調査・検証と接合方法の確立～
セラミック基板と金属継手を接合するために、低融点ガ

ラスを中心に接合材料の候補を調査・選定し、金属起歪体
（継手）に発生した歪みをセラミック基板上に印刷形成さ

れた歪ゲージに対して適切に伝達し、かつ繰り返し応力に
対しても割れや剥離の発生しない接合技術を開発した。評
価の結果、許容最大圧力であるセンサの定格圧力レンジの
2倍をクリアし2.5倍程度の接合強度を示し、それ以降も圧

力容器としての耐圧性は十分に確保できた。
また圧力センサとして、1000万回以上の動圧耐久に対

しても全く問題がなかった。

図３　低融点ガラス接合部材の接合強度評価

　　更に専用の接合装置
　　の導入により、
　　安定した接合状態が
　　得られるようになり、
　　接合の信頼性は
　　一層の向上が見込める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図４　接合装置

～厚膜センサ素子の高精度化を実現するための
専用補正回路と組み込みソフトウェアの開発～
厚膜印刷により歪ゲージを形成したセラミック製センサ

チップを金属製継手に低融点ガラスにて接合した圧力セン
サ素子に対して、専用の補正回路と補正プログラムにより
高精度圧力トランスミッターを完成させ、諸特性を評価し
た。評価の結果、従来の一般的な製品と同等以上の精度を
実現し、絶縁耐電圧特性は1200VAC以上をクリアした。

また開発した圧力トランスミッターは、一部の部品を既
存製品と共通化することで部品コストの量産効果を取り入
れつつ、センサ素子は印刷・焼成技術で製造することが可
能となり、高コストな半導体蒸着ラインを必要としなくな
るため、製品コストの低減の見込みが得られた。

図５　圧力トランスミッター精度曲線

開発された製品・技術のスペック

　　　　　　　　　　開発品　　　　　 従来品
定格圧力レンジ　　　20～300MPa　　0.3～200MPa
精度（常温）　　　　±1.5%F.S.　　　±1.5%F.S.
絶縁耐電圧　　　　　1200VAC　　　200～350VAC

図６　圧力トランスミッター
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高精度厚膜・高安定接合技術を確立した
高性能低コスト圧力トランスミッターの開発

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度
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脱化石燃料の環境自動車として燃料電池自動車（FCV）
がトヨタ自動車（株）から発売されており、他社も追従す
る動きである。FCVは、電気自動車（EV）に比べて、航続
距離が長く、燃料充填時間が短いという利点があり、その
普及のために、燃料を供給する水素ステーションの設置が
都市圏を中心に日本全国で進められている。

水素は一般のガスとは異なり、圧力が減少すると発熱す
る性質がある。蓄ガスユニット (常用圧力：70MPa) から
自動車のタンクへ高圧水素を充填する場合、高圧水素の温
度を-40℃にする必要があり、熱交換器を介して冷凍機で
冷却した不凍液により高圧水素を冷却する。

オリオン機械（株）では冷却した不凍液タンク内にコイ
ル状の伝熱パイプを通したシェル＆コイル式の熱交換器を
製造し、水素ステーションへ納入しているが、大型、大重
量ならびに高コストであることから、水素ステーション事
業者から改良が望まれていた。近年は小型、軽量の観点か
らプレート式熱交換器（マイクロチャネル熱交換器）が採
用され始めているが、次のような課題がある。

１）伝熱プレートを数百枚重ね合わせて熱交換器を製作
するが、個々の伝熱プレートの製作コストが高く、また全
体の重量も重い。

２）伝熱プレートは拡散接合により接合するが、加圧力
が高く、伝熱プレートの変形・部分的な流路の閉塞が発生
することがある。

３） FCVの航続距離延長ならびに燃料充填時間の短縮の
ため、水素充填圧力が70MPaから82MPaに法規制が改正
され、それに対する対応が必要である。

研究開発の概要及び成果

１．シミュレーションによる流路形状の決定
流体シミュレーションを用いて熱交換器の目詰まり防止

と圧力損失を低減できる伝熱プレートの形状を決定する。
また、流路形状の妥当性を検証するため、光造型機にて伝
熱プレートの3Dモデルを製作した後、流れの可視化実験
を行い、設計に反映させる（図1、図2）。

伝熱プレートの製作は、量産化に対応するため、製造コ
ストを低減できる加工方法を検討し、実施する。

図１　光造型機

図２　可視化実験

２．伝熱プレート接合部の応力均一化
拡散接合の接合強度に大きく影響を与える条件に接合圧

力が挙げられる。そのため、拡散接合時の接合部の応力分
布をシミュレーションで解析することで熱交換器全体の接
合強度のバラツキを低減する最適な流路 (接合部) の配置
と接合面積を決定する。

３．低圧拡散接合技術の開発
伝熱プレートを拡散接合することで、十分な接合強度 (耐

圧性能、疲労強度、耐水素脆化性) を有するプレート式熱
交換器を開発する。拡散接合の熱履歴を利用し、加圧力の
低圧化ならびに耐圧性能・疲労強度・耐水素脆化性の向上
を図る（図3、図4）。

伝熱プレート接合部の残留応力と拡散接合の熱履歴、環
境条件の最適化を行った後、炉内雰囲気を真空置換の不活
性ガス雰囲気とすることで伝熱プレートの酸化防止と固溶
体強化によって接合部の耐圧性能135MPa、疲労強度106回、
耐水素脆化性を向上させる。

図３　接合テストピースの欠陥部調査

図４　接合テストピースの金属組織写真例

４．表面改質による耐圧性能と伝熱効率の向上
伝熱プレートに表面改質(強度向上)を施すことで接合圧

力による伝熱プレートの変形を最小限に抑える。また滑ら
かな数μmの凹凸を付与することで、単位面積当たりの伝
熱効率を向上させ、伝熱プレートの枚数の低減による軽量
化を図る。

開発された製品・技術のスペック

＜水素ステーション用プレート式熱交換器＞
開発品 従来品

重量 200kg 300kg
耐圧性能　常用
　　　　　最大

82MPa
135MPa

70MPa
115MPa

疲労強度
（大気圧～常用圧）

106 回以下 105 回以下

価格比 1/2 1

◎所在地：〒 386-8567　 長野県上田市常田三丁目 15 番 1 号　 信州大学繊維学部内 R 棟
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◎ TEL：0268-25-5181　◎ FAX：0268-25-5188　◎ E-mail：info@shinshu-tlo.co.jp
◎法認定事業者：オリオン機械株式会社
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立大学法人信州大学、独立行政法人国立高等専門学校機構長野工業高等専門学校、長野県工業技術総合センター
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：オリオン機械株式会社
◎主たる研究実施場所：オリオン機械株式会社

株式会社信州ＴＬＯ

水素ステーションの低コスト化を実現する
プレート式熱交換器の低圧拡散接合技術の開発

流れベクトル 流線 濃度分布

接合テストピースの超音波探傷画像

例) 欠陥部赤色表示

接合部

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　接合・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
高強度化 

高度化目標
高強度化・軽量化／部素材の接合技術の高度化
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LEDの進化が照明電力の大幅な削減を可能にしているが、
モーター等、図1に記載した動力系用途での省電力化が大
きな社会ニーズとなっている。

近年、シリコン半導体パワーモジュールの実用化により、
エアコン、冷蔵庫等にインバーターが用いられ、かなりの
省電力化が図られてきた。また、SiCパワー半導体モジュー
ルを用いた工業用インバーターや、交流－直流変換コン
バーターの開発が加速され、大幅な（63％減）省電力化
を達成したが、モジュール構成材料の耐熱性不足の要因で、
水冷装置によるモジュールの冷却が必要となり、装置全体
が大型になる問題が顕在化。SiCパワー半導体の持つ高温
作動可能の特長が生かせていないのが現状である。

図１　SiCパワーモジュールの用途

研究開発の概要及び成果

［研究開発の狙い］
本開発は、図3に示すような、両面放熱構造を有する薄

型パッケージの開発であり、空冷方式でも作動するSiC大
電流パワーモジュールを製品化し、ロボット、電動車椅子、
産業用モーター、電気自動車などの用途におけるインバー
ターの小型化、軽量化、省電力化を狙う。

図２、図３　従来技術と本技術の違い

従来構造の問題点
１）片面放熱構造の為、冷却が水冷方式となり大型の問題。
２)構成材料（封止樹脂、接合材等）の耐熱性が175℃
　と低く、モジュール作動温度を低くせざるを得ず、
　本来のSiC半導体の高温作動の特長が生かせない問題。
３)接合材が鉛はんだであり、環境対策の非鉛化に逆行。

新技術の特長
１)両面放熱構造の為、放熱性に優れ、空冷方式が可能
　となり、装置の小型化に寄与する。
２)構成材料である封止樹脂、接合材の耐熱化により、
　モジュールを250℃と高温で作動出来、SiCパワー
　半導体の持つ大電流・高電圧の特長が発揮可能。
３)SiCチップの接合を非鉛化させ、環境対応に配慮。

［両面放熱構造の開発課題とアプローチ］
横浜国大と共同開発を進め、以下の課題に取り組んだ。

［課題1］
両面放熱型薄型パッケージの構造設計；
　　①シミュレーションによる熱設計。
　　②シミュレーションによる冷却フィンの設計。
＜成果＞

・モジュール構造とSiCチップ配置に、シミュレーショ
ンによる熱設計の検証を取り入れ、金型製作を実施。その
結果、同一金型を使用しても、チップのサイズ、搭載個数
を変更することでモジュールの製品仕様を変更でき、製品
の品揃えに関する設計指針を得た。（表1参照）

表１　250℃におけるSiCチップにかかる応力

［課題2］高流動性、高耐熱性封止樹脂の開発；
　　①電極間の狭ギャップに気泡混入なしに成型できる
　　　高流動性封止樹脂の新規開発。
　　②作動温度250℃に耐える高耐熱性樹脂の開発。
＜成果＞
横浜国大、高橋昭雄客員教授指導のもと、本開発の重要

な課題である「高流動性・高耐熱性封止樹脂」が完成。（特
許出願）。両面放熱機能を有する薄型SiCパワーモジュール
の開発が大きく前進した。開発した新規封止樹脂の開発コ
ンセプトと物性を、図4、表2に示す。

図４　新規封止樹脂設計コンセプト

表２　開発した高流動性・高耐熱性封止樹脂の物性

［課題3］
鉛半田に代わる接合材を用いたモジュール組立；
　　①材料メーカーとの最適Agナノ材の開発。
　　②信頼性のある接合手法の開発。
　　③モジュール特性評価及び信頼性評価。

［成果］
高温下で高接着、高熱伝導の特性を有し、非鉛の材料と

してAgナノ材がある。材料メーカーの開発品を含め7種を
評価。＋250℃～―40℃の温度サイクル試験に耐える接続
強度を保持した3社の試作品を用い、両面放熱構造のSiCパ
ワーモジュールを組立てた。（図5）

図５　Agナノ材を用いたモジュール組立

これら3種は、高温接着性（温度サイクル試験1000サ
イクル合格）。高熱伝導率（50W/m·K以上）を満足したが、
組立プロセスにおいて、接合材のはみ出しなど、再現性に
課題があり、量産時の安定性を考慮した改良を、材料メー
カーと実施中。

開発された製品・技術のスペック

開発された両面放熱機能を有する薄型大電流SiCパワー
モジュールの製品と、放熱フィンを取り付けたモジュール
の模式図を以下に示す。（図6）

本開発は、引続き横浜国大、よこはま高度実装技術コン
ソーシアム、KAMOME－プロジェクト参加企業（＊）と
連携し、開発を進めている。

（＊）自動車メーカー、SiCデバイスメーカー、構成材料
メーカー等、20数社が参画。

図６　両面放熱型薄型大電流SiCパワーモジュール

本開発を通し、パワーモジュール組立設備、製品特性、
及び信頼性評価装置を充実させることが出来、技術スキル
が向上した。これらの設備や知見を、自社の製品開発のみ
ならず、自動車メーカーなどの川下の顧客の製品試作や、
材料メーカーの開発中の材料を、モジュール構造で実用評
価するプラットホームとして活用され、国内のパワーモ
ジュールの技術向上と加速化に貢献出来れば幸いである。
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◎プロジェクト参画研究機関（企業）：シーマ電子株式会社
◎主たる研究実施場所：シーマ電子株式会社　設計・試作・解析センター

公益財団法人横浜企業経営支援財団

両面放熱機能を有する薄型 SiC 大電流パワーモジュール
の製品および製造技術の開発

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度
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災害などで停電した避難所、商用電源の無い場所（山岳
地など）もしくは仮設エリア（道路工事、公園など）にお
いて電力を供給する発電装置として圧電素子が有効である
と考えられる。また、その実現には耐久性、防水性を付与
させることが必須である。そのため、本研究開発はタキロ
ン株式会社と株式会社音力発電との共同体により実施され
た。

圧電素子は必要な時に必要なところでのみ発電し、その
電力を使用できる点にある。電池のような自然放電の心配
もなく、また電源の取りにくい場所（例えば高所など）で
も任意の場所に発電装置を設置することが可能である。ま
た電気を供給するための配線が不要のため、配線の引っ掛
りによる転倒・断線の心配もない。

今回開発を進めている圧電素子を用いた発電床システム
は、その振動エネルギー源には歩行する人の踏込時の力を
利用したものとしており、自然条件や設置場所に左右され
ず、地産地消であることを最大の特長としている。

しかしながら、現在提案できる場所は屋内や雨掛かりの
少ない場所に限定せざるを得ない状況にある。また踏む場
所によっては発電が不安定になる現象も確認されている。
そこで避難誘導手段として、内蔵されたＬＥＤを誘導灯
として点灯する発電床を対象ユニットとし、屋外への用途
展開と発電安定化を研究開発テーマとして取り組んできた。
その解決課題は以下の３点となる。

１．圧電素子への防水性（防湿性）の付与
２．発電ユニットの防水性・耐久性・発電安定性の向上
３．LEDモジュールの耐久性向上

図１　屋外での発電床の活用イメージ図

研究開発の概要及び成果

１．圧電素子への防水性（防湿性）の付与
圧電素子は上下面が電極の構造となっている。基板内の

ハーネス接合部と圧電素子全面に対して防水（防湿）処理
を施す方法として、本事業では基板に組付けた後に全面
コーティングする方法を採用した。発電性能の低下が懸念
される方式であったが、発電性能の低下も無く、薄膜コー
ティングかつ欠損を生じさせない為の多層コーティング技
術の開発に成功した。

図２　圧電素子の防湿コーティングイメージ図

２．発電ユニットの防水性・耐久性・発電安定性の向上
従来は圧電素子技術の応用展開としての発電床システム

開発を進めてきたため、基板を収納するケースはプラス
チック系板材を積層した発電床ユニットとしてきた。防水
性・耐久性においては加工作業者の力量に頼る部分が多く、
専用ケースの設計開発をすることでその性能の引き上げを
行った。同時に圧電素子の配置は、発電が安定する最適配
置設計を行った。

２－１．防水性
従来は全周に湿式シーリングを施していたが、本事業で

はパッキン等による乾式止水方式を採用。それにより止水
品質の向上と安定化を図ることに成功した。その性能は
1m深さへの浸水試験において内部に浸水のないレベルに
到達した。

図３　防水性試験の様子

２－２．耐久性
発電ユニットの強度設計は歩行繰り返し100万回も目標

として進めてきた。最終設計においてその基準を満足し、
試験後もLEDが点灯することを確認した。

図４　繰り返し荷重試験の様子

３．ＬＥＤモジュールの耐久性向上
従来は金属製フレームのLEDモジュールを使用しており、

自転車などの通行により変形する等の不具合を抱えていた。
材質の統一を図ることにより不具合を解決した。

図５　歩行者・２輪車の通行イメージ図

開発された製品・技術のスペック

今回の研究により完全屋外で歩行エリアに使用可能な発
電床ユニットの基本設計を完了するに至った。今後はこの
研修成果を活用した避難誘導用途への商品展開を中心に進
めていく。この基本ユニットは発電した電気をLEDに供す
る方式以外に、例えばセンサー電源として活用も可能と考
える。それにより景観及び安全が求められる用途だけでな
く、カウンター等様々な無人化が求められる用途への展開
など無限の用途展開にも期待できる。

図６　応用例のセンサーマットの展示

◎所在地：〒 108-6031　東京都港区港南 2 丁目 15 番 1 号
◎担当者：平松　有情、西岡　純一
◎ TEL：03-6711-3723　◎ FAX：03-6711-3728　◎ E-mail：bousair@takiron.co.jp
◎法認定事業者：株式会社音力発電
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：タキロンシーアイ株式会社、株式会社音力発電
◎主たる研究実施場所：慶応イノベーションビレッジ

タキロンシーアイ株式会社（旧社名：タキロン株式会社）

27年度採択
補助事業

圧電素子を用いた完全屋外対応型発電床システムの
開発

研究開発期間 　平成 27 年度～平成 28 年度

分　　野 　接合・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
製品の信頼性／生産性の向上

高度化目標
部素材の接合技術の高度化／作業効率性の向上
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研究開発の背景及び経緯

近年、放射線治療装置は飛躍的な進歩を遂げ、標的とな
るがん組織には有効な線量を照射することとした。周囲の
正常組織には放射線障害を起こさない程度の線量を照射す
ることが可能となってきた。このため、国内でのがん治療
においては、外科手術が困難な部位にも適用できる高精度
放射線治療が第一選択になりつつある。外科手術よりも患
者への負担が少ないため、高齢化が進む我が国では、放射
線治療の更なる普及が期待される。中でも高精度放射線治
療のひとつである強度変調放射線治療(IMRT）は平成18年
に定められた「がん対策基本法」に基づく「がん対策推進
基本計画」によって設置台数が増加している。一方、放射
線をより高精度にがん組織にのみ照射するためには、放射
線の三次元線量分布の検証が必須となり、これにかかる手
間とコストが普及の妨げとなっている。

本研究のポリマーゲル線量計は、全体が透明で、照射部
分のみが白濁するので目視で線量分布を立体的に把握でき、
線量分布の「見える化」を実現できる（図１）。これによ
り放射線技師、医学物理士、医師および患者にとって“よ
り安全”かつ“より安心”な治療を提供でき、放射線治療の高
信頼性を実現できる。

図１　線量分布の「見える化」

研究開発の概要及び成果

１．ポリマーゲルの感応精度の向上
ポリマーゲルには、あるモノマーが含有されている。こ

のモノマーは放射線が照射されると重合してポリマーとな
り、透明度が失われ白濁する。この性質によって放射線が
照射された部分が、その線量に応じて白く変色するため線
量計となる（図２）。

図２　ポリマーゲル線量計の性質

開発当初は低線量（１Gy以下）では白濁しなかった
が、配合する化学物質の選定や素材の不純物除去によって
0.2Gyから白濁するように改善できた。また、白濁度（吸
光度）のバラツキも２％に抑えることができた。

２．積層樹脂枠の開発
ポリマーゲル線量計は柔らかいゼリー状なので、形状を

とどめられない。そこでシート状に成形したポリマーゲル
を透明な樹脂枠に入れ、透明シートで蓋をして保持をする。
これを重ねて立体的な線量計となる（図３）。

図３　樹脂枠の役割と積層の様子

樹脂の部分は放射線が照射されても白濁しないが、樹
脂枠をできる限り薄くすることでZ軸方向の分解能が増す。
通常では樹脂の熱が金型に奪われ固化してしまうので薄肉
化は難しく、1.5mm程度が限界である。薄肉化には(株)柴
田合成が有するウェルドレス成形システムの技術を応用し
た。金型にセラミックヒーターを埋設し薄肉部を加熱して
流動性を高め、均一に樹脂を充填できるよう高度化を行っ

た。これにより1.2mmに薄くすることに成功した。
また比重を人体に近づけるために1.02を狙い、可視性を

高めるために透明性の高い樹脂材料を選択した。

図４　樹脂枠

薄い樹脂シートで樹脂枠に蓋をするが、シートと樹脂枠
が密着しないと酸素が侵入し、放射線が照射されても重合
反応が起こらず白濁しない（図５）。そこで超音波溶着機
を使って透明性を損なわずに密閉できるようにした（図
６）。これにより、酸素の侵入を防ぎ、品質を安定させる
ことができた。更にアルミ袋で真空梱包することにより、
長期保管を実現している。

図５　酸素侵入の様子

図６　超音波溶着機

３．読取システムの開発
線量計をスキャンし、３D画像にするシステムを開発し

た。市販のフラットスキャナーとパソコンを使うことに
よって低価格と高い操作性を実現している。

図７　読取機

開発された製品・技術のスペック

精度±２％
線量範囲　1～15Gy
線量率範囲　1～５Gy/min

◎所在地：〒 370-2202　群馬県甘楽郡甘楽町小幡 270 番地の 3
◎担当者：高岡　登志仁
◎ TEL：0274-74-2146　◎ FAX：0274-74-5786　◎ E-mail：takaoka@shibatagousei.co.jp
◎法認定事業者：株式会社柴田合成
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、群馬県立群馬産業技術センター、埼玉工業大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社柴田合成
◎主たる研究実施場所：株式会社柴田合成

株式会社柴田合成

高精度放射線治療における
三次元ポリマーゲル線量計の開発

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　立体造形

川下の抱える課題及びニーズ
◦医療・健康分野に関する事項
高信頼性

高度化目標
高分子素材等の素材開発
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研究開発の背景及び経緯

3次元（3D）プリンターはコストのかかる金型や治具な
どを必要とせずに、既存技術では成形が難しい複雑な3次
元形状を容易に造形できる。特に、熱可塑性樹脂を用いた
熱溶解積層方式による3Dプリンターは安価であり、現在
では、試作部品やモックアップの製作などに広く利用され
ている。しかしながら、現状の3Dプリンターは、熱可塑
性樹脂（または強化粒子添加樹脂）を用いて熱溶解積層造
形を行うため、出来上がった製品は強度や剛性が低く、航
空宇宙・自動車用構造部材として利用するには向いていな
い。

一方で今日、金属材料よりも比剛性や比強度に優れる炭
素繊維強化熱可塑性プラスチック（CFRTP）が、燃費削減
のために軽量化が求められている自動車の構造部材などへ
適用され始めている。CFRTPは母材である熱可塑性樹脂を
炭素繊維で強化した複合材料であることから、熱溶解積層
方式の3Dプリンターを用いてCFRTPの成形が可能である
と考えられる。しかしながら、3Dプリンターによる強化
材料を混合した複合材料の製作実績は、現在のところほと
んど存在していない。

もし、3Dプリンターを用いてCFRTP部品を製造するこ
とが可能となれば、金型や治具などを使用せずに複雑な3
次元形状が短時間で造形できるだけでなく、部品の内部で
繊維配向を任意に制御することによってさらなる軽量化も
実現できる。また、供給する樹脂中の繊維の配合、有無を
制御する事が出来れば、部品の各所で繊維を補強する部分
としない部分とを形成する事ができるため、軽量化やコス
トの観点から複数部品（CFRTP部品と樹脂部品）で構成さ
れていたものを一体成形することも可能となる。

3Dプリンターによる複合材料の成形に関しては、ナ
ノ粒子や短繊維を強化材に用いた例が報告されているが、
CFRTPを構造部材として利用するためには、連続繊維を強
化材に用いてその補強効果を十分に発揮させる必要がある。
そこで、本事業では、連続繊維で強化したCFRTPを3Dプ
リンターによって成形する方法（すなわち、連続炭素繊維
複合材料3Dプリンター）技術の確立を目指して研究開発

を行った。さらに3Dプリンターによって製造された部材
の力学的、品質特性の評価を実施した。特に、

（１）連続炭素繊維のその場含浸技術
（２）炭素繊維切断機構の導入と繊維配向制御
（３）革新的高機能・高特性CFRP構造成形

を核となる要素技術として捉え研究開発を行った。

図１　連続炭素繊維複合材料3Dプリンター概念図

研究開発の概要及び成果

１．連続炭素繊維のその場含浸技術
３Dプリンタノズル内で、連続炭素繊維束に熱可塑性樹

脂を融解・含浸させ、吐出する方法を開発し、引張試験片
や円筒形など各種形状について試作を行った。

図２　連続炭素繊維複合材料３Dプリントの様子

図３　複合材3Dプリント成形物の例

 ２．炭素繊維切断機構の導入と繊維配向制御 
炭素繊維切断機能の導入については、ロータリーカッ

ターによる繊維切断機構を導入した。さらに、3Dプリン
ター制御基板ArduinoとG-codeを用いて、自動的に繊維や
CFRTPを切断をしながらプリントすることに成功した。

図４　ロータリーカッターによる繊維切断

３．革新的高機能・高特性CFRP構造成形
炭素繊維複合材料を表皮材、ABSをコア材とした軽量高

剛性サンドイッチ構造のプリント試作を実施した。より軽
量化を目指すためコア材としてハニカム形状とするサンド
イッチ構造のプリントを実施した。なお、実現した３Dプ
リントされた複合材料の表面は、従来の樹脂3Dプリンター
の表面性状よりも優れている。

図５　ハニカムコアサンドイッチ構造プリント

図６　サンドイッチ構造の表面性状

開発された製品・技術のスペック

図７　連続炭素繊維3Dプリンター成形物の力学的特性

本研究開発の成果により、連続炭素繊維複合材料の3D
プリンターが可能となれば、多品種の構造強度部材をCAD
データのみから容易に成形が可能となる。またニアネット
シェイプでの成形が可能であり、トリム等の2次加工が最
小限で済むため、原材料費や環境負荷の低減にも効果的で
ある。今後も、３Dプリンターならではの新しい形や機能
をもったCFRTPの自動立体造形技術の確立を目指して、開
発を続けていくつもりである。

◎所在地：〒 162-8601　東京都新宿区神楽坂一丁目 3 番地
◎担当者：森谷　麗子
◎ TEL：03-5228-7431　◎ FAX：03-5228-7442　◎ E-mail：moriya_reiko@admin.tus.ac.jp
◎法認定事業者：スーパーレジン工業株式会社
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：学校法人東京理科大学、学校法人日本大学、国立大学法人東京工業大学、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：スーパーレジン工業株式会社
◎主たる研究実施場所：学校法人東京理科大学　野田キャンパス

3Dプリンターによる連続繊維複合材立体部材の
製造技術開発研究

学校法人東京理科大学 ・スーパーレジン工業株式会社

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　立体造形

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
部材の軽量化及び信頼性の確保／高効率化

高度化目標
部材の一体化に資する材料及び技術の高度化
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研究開発の背景及び経緯

アルミナは絶縁性が良好な材料ではあるが、その熱伝導
性はシリコン、窒化アルミなどの材料に劣る。設計者は、
熱伝導の悪さをそのアルミナ膜厚の減少で補うことを考え
た。バルク体よりも高い絶縁抵抗を持つためには、微細な
セラミックス・ナノ粒子が緻密に結合した構造を持つ必要
がある。またナノ粒子性を残存するためにもその成膜プロ
セスは低温化が必須である。

エアロゾル化ガスデポジション(AGD)法によるセラミッ
クス成膜の機構は、原料粉がエアロゾル化され、ノズルか
らガスと共に吹き出る過程で、帯電した粒子が放電を誘発
し、基板上にプラズマを発生させる。このプラズマに起因
した一種のスパッタ現象による原料粉表面からのナノ活性
種の生成とその微細ナノ結晶粒子群を緻密に堆積させる常
温成膜技術である。本研究開発では、静電気誘導の最適化

（新規ターゲット式AGD；T-AGD）により、ナノ粒子のみ
が緻密に結合したアルミナ膜の形成を可能とした。

図１　AGD成膜原理

工業的なデバイス生産成膜技術として広く使用されてい
るスパッタ法は、常温成膜であるが、アルミナ膜の成膜レー
トは約10nm/minで、T-AGDに比べて、およそ1/50と小さ
い。また、従来のノズル式AGD(N-AGD)では、絶縁破壊電
界強度が３桁以上小さく、バラツキも大きい。

研究開発の概要及び成果

本研究開発のT-AGDは、ノズルから噴射されたアルミナ
微粒子を一度ターゲット板に衝突させ、飛来粒子の荷電を
均一化させ、安定してプラズマを誘起させる。図1に成膜
方法を示す。ターゲット面に沿った赤矢印方向に活性種が
飛来し成膜される。図2にTEM写真を示す。従来のN-AGD
に比べ、原料粉の膜内への巻き込みが少ない。

図２　［新技術］ターゲットAGDの説明図

図３(a)　アルミナ膜のTEM１　ターゲット方式AGD　図３(b)　アルミナ膜のTEM２　ノズル方式AGD

本新成膜技術であるT-AGDによる研究開発成果は、
１）アルミナ膜で、スパッタよりも50倍以上速い成膜

速度を実現。（アルミナ膜；～750nm/min）
２）アルミナ膜で、バルク体の～20倍の絶縁破壊電界

強度を実現。（アルミナ膜；2MV/cm～）
３）100㎜幅広ノズルの使用により、大面積・高速成膜

が可能。セラミックスの常温成膜。

図４　アルミナ膜のI-V特性　ターゲット方式AGD（Heガス使用）

開発された製品・技術のスペック

ターゲット方式エアロゾル化ガスデポジション装置
（型番；GD-TAE０３／SS）

100㎜角のセラミックス成膜装置
１．100㎜幅ｘ0.3㎜スリットノズル取り付け機構
２．SUSターゲット調整機構
３．100㎜角の基板駆動機構（150㎜角の基板セット）
４．膜形成室およびエアロゾル化容器
５．真空排気系
６．ガス供給系
７．操作制御盤

［想定される応用分野］
１．電気絶縁を向上させた薄いアルミナ膜で、熱伝導性

を改善させたいデバイスメーカ
２．表示デバイスのガラス基板を、熱伝導の良い銅基板

に変更したいデバイスメーカ
３．ナノ結晶質で構成される緻密なセラミックス膜を必

要とするデバイスメーカ
４．耐熱性のある、例えばガス遮断膜を必要とするデバ

イスメーカ
５．電池材料への応用適用（正極材料など）
６．スパッタ法では、成膜レートの遅さゆえに適用でき

なかったセラミックス材料、成膜基材などへの成膜応用

図５(a)　アルミナ膜のTEM３　ターゲット方式AGD　　　図５(b)　アルミナ膜-STO基板界面のTEM４　ターゲット方式AGD

図６　従来AGDの説明図　ノズル方式

図７　AGD装置の一例　基板駆動100㎜角

◎所在地：〒 305-0047　茨城県つくば市千現 2-1-6
◎担当者：髙田　靑史
◎ TEL：029-858-6000　◎ FAX：029-858-6014　◎ E-mail：tci-is@tsukuba-tci.co.jp
◎法認定事業者：有限会社渕田ナノ技研
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：国立大学法人筑波大学
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高い絶縁破壊電界強度を持った
ナノ構造セラミックス成膜技術の研究開発
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研究開発の背景及び経緯

TSVは半導体デバイスの課題である高機能化、高速化、
低消費電力化を解決する技術として研究開発が進められて
いるが、製造コストが高いという問題がある。コスト要
因の一つとして成膜時間が長く他工程に比べスループット
が遅いめっきプロセスがあげられる。めっき成膜時間の
高速化はTSV製造コスト低減につながるため、大阪府立大
学近藤研究室ではTSVの高速めっき開発に取り組み、径φ
6 μm、深さ25 μmのテーパビアをボイドレスで埋め込む
時間を従来の30分から5分に短縮することに成功した。本
技術を実際のTSVプロセスに適用するためには、前記高速
TSVめっきをウェハで実現することとそれを可能にする装
置が必要であるため、本プロジェクトではウェハプロセス
用全自動高速TSVめっき装置の開発に取り組むこととした。
さらに、今後の市場ニーズに応え更なる小口径ビアへの開
発要求や、TSVめっき膜の技術課題である、めっき膜と基
板の線膨張係数差を原因とする熱処理時のポンピングへ
の対策要望に対し、めっき技術の要素技術開発テーマとし
て取り組むこととした。東設のめっき装置は、HDD磁気
ヘッド用の磁性膜、銅めっきやその他の電子デバイス用の
Ni/Auバンプめっきなど、全自動量産機や手動・半自動実
験機などの実績があり、ウェハ面内分布に優れたフェイス
アップ方式とパドル撹拌を特徴とする。本方式の優れた特
徴を生かしながら、ニーズに応えたTSV技術に適用するた
めの必要な機能として、下記を開発テーマとした。

1.今後のメモリー分野に適用可能な要素技術開発
1.1　小口径TSVビアのボイドレス埋め込み技術開発
1.2　低線膨張係数銅めっき膜の開発
2.高速めっきを可能にするフェイスアップ方式装置開発
2.1　TSV用前処理方法の開発
2.2　割れやすい基板をダメージレスかつウェット搬送

可能な搬送機構の開発
2.3　フットプリント拡大無く大口径ウェハ全面の撹拌

均一性向上を実現させる撹拌方式の開発

研究開発の概要及び成果

１．１　小口径TSVビアのボイドレス埋め込み技術開発
成膜条件としてリバース電流を採用、添加剤としてジア

リルアミン系レベラーを開発し、それぞれ条件最適化を行
い、φ2μm、アスペクト比8の小口径ビアの30秒での埋
め込みに成功した。

図１　30秒埋込に成功した小口径TSVビア断面像

１．２　低線膨張係数銅めっき膜の開発
銅めっき膜の線膨張係数を低減させるため、それを可能

とするTSV用の添加剤を開発し、その効果をラマン分光法
による応力測定により確認を試みた。その結果、本添加剤
を適用した銅めっき膜では、450℃のアニール後も、適用
していない銅めっき膜に比べ発生する応力が小さくなって
おり、本添加剤が銅めっき膜の線膨張係数を低下する効果
があることを確認した。

図２　銅めっき膜の低線膨張化の検証

２．１　TSV用前処理方法の開発
TSVはビアの中の気泡が液や電界の回り込みを妨げボイ

ドの原因となりやすいためビア内の気泡を除去する前処理
が必要であり、方法として真空脱気が一般的である。し
かし真空脱気方式は全自動機のインラインシステムとして
は装置スループット向上が困難となるという課題を有する。
そのため、インライン化に優れた超音波による脱気方式

でデバイスにダメージを与えないMHz帯のメガソニック
(MS)による前処理機構の開発に取り組んだ。本方式は将来
的には、小フットプリントおよび高スループットを達成す
るため、めっき処理槽内にMS超音波素子を搭載した、前

　　　　　　　　　　処理機構とめっき処理機構を兼ね
　　　　　　　　　　たシステムとすることを目標とし
　　　　　　　　　　ているが、第一弾としてSRDの水
　　　　　　　　　　洗ノズルをMSノズルとし、φ6×
　　　　　　　　　　25μmおよびφ10×50μmのビ
　　　　　　　　　　アでボイドレス埋め込み効果を検
　　　　　　　　　　証した。その結果、MS前処理を
　　　　　　　　　　行うことで前記ビアをボイドレス
　　　　　　　　　　で埋め込むことができることを確
　　　　　　　　　　認した。
図３　MS前処理の効果の検証

２．２　搬送機構の開発
大口径薄化基板やLiTaO3基板などの割れやすい基板の

搬送では、従来のチャック方式による基板端部からの強い
ホールドによる基板ダメージが懸念されたため、ダメージ
レスな搬送方式としてベルヌーイ方式を候補とした。更に
めっき基板は前処理～めっき～後水洗～乾燥までの工程間
で、基板表面に染み、欠陥が発生しないようにするため
ウェット状態を保持して搬送することが要求されるが、ベ
ルヌーイのウェット搬送に対応した機器は市販されてい
なかったため、ベルヌーイ搬送機メーカとベルヌーイの
ウェット搬送機構を共同開発し装置への適用を試みた。本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　搬送機にお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いて、サ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポート基板
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付50μm厚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みの薄化Si
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基板を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウェット状
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　態で搬送が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　できること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を確認した。
　　　図４　開発したベルヌーイ搬送機の外観写真

２．３　撹拌の開発
フットプリントを拡大することなく、大口径ウェハ全面

の等速撹拌を実現するため、LMガイドの同期電動シリン
ダー方式を採用し、異常なく撹拌できTSVのボイドレス高
速埋め込みができることと、フットプリントが拡大しない
ことを確認した。

本開発により、φ12インチウェハ用全自動TSVめっき装
置の基本性能を満たす装置要素技術開発ができたため、プ
ロトタイプ装置を製作した。その装置で、TSVを従来の
1/2の時間の高速条件で成膜し全面ボイドレスを確認する
とともに、TSVビアのデイジーチェーン評価により配線の
信頼性が確保されていることを確認した。また、本高速めっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き液は添加剤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が電界消耗す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るが、CVSに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よる添加剤消
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耗量測定が可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　能であり、添
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加剤の消耗分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を補充するこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とで、少なく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とも約.3AH/L
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まで連続使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が可能である
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことを確認し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。
　　図５　本開発機構を搭載したプロトタイプ装置

開発された製品・技術のスペック

IoT時代に様々な産業分野でTSVを用いて異種チップを接
続する3次元構造のデバイス製品向けに低コストなめっき
装置製品の提供が可能となった。本事業の開発成果である
高速TSVめっき、薄ウェハのウェット搬送、脱気前処理な
ど各要素技術の組み合わせによりユーザーの様々な要求に
対して最適化されたカセットToカセット全自動装置の個
別設計製作に対応していく。

・ウェハサイズ：100～300mm
・TSVサイズ：　Φ2～10μｍ アスペクト比10まで
　（TSV以外のプロセスにも対応可）

・装置1台当りめっき槽数：最大10槽まで搭載可

◎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 3 階
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◎法認定事業者：株式会社東設
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◎プロジェクト参画研究機関（企業）： 株式会社東設、奥野製薬工業株式会社、東北マイクロテック株式会社
◎主たる研究実施場所：株式会社東設

公益財団法人埼玉県産業振興公社

低消費電力半導体の貫通電極ウエハボイドレス超高速
めっき装置技術の開発

前処理無 前処理
MS5min

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度
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研究開発の背景及び経緯

各種電子機器において他の部品との電気的接合を得る電
極やリードフレームには接触信頼性を持つ銀や錫などの部
分めっきが施されている。しかし、これらの部分めっきに
は高価なDFR(Dry Film Resist)が用いられ、複雑なフォトリ
ソ工程を要するために、製造コストが大きな割合を占めて
いる。そのため安価で簡単な部分めっき手法が求められる。
また、昨今の貴金属価格の高騰により、使用するめっき液
量は必要最低限であることが望ましい。本研究に先行して
開発してきたゲル状めっき液(ゲル化した半固体状めっき
液)は、高い粘性からマスクレス部分めっきが可能という
利点を持つ。そこで、本研究開発ではゲル状めっき液と
ディスペンス型塗布装置を融合させ、任意の箇所に直接部
分めっき可能なめっきシステムの開発を行う。(図1)

図１　リードフレーム工程の比較

研究開発の概要及び成果

本研究開発では、まず1.ゲル状銀めっき液の開発を行っ
た。しかし、ゲル状めっき液は高い粘性を持つため、めっ
き速度の高速化の手法の一つとして利用されている撹拌を
用いることが出来ない。この問題を解決するため、めっき
速度の高速化を目的として、2.銀微粒子混合ゲル状銀めっ
き液の開発を行った。銀微粒子混合ゲル状銀めっきでは
めっき皮膜中に銀微粒子を高密度共析させることでめっき
皮膜の総体積を増大させ、めっき速度の高速化を図った。
更に量産対応として、3.液中ゲルめっき技術の開発を行っ
た。通常ゲルめっきはゲルを塗布し電極を設置したスポッ
トのみでめっきを行うため、量産品への適用は非効率とな
る。そこで液中ゲルめっきでは予めゲルを付着させた基板
を電解質溶液中に浸漬させ、電気めっきを行うことで大規
模面積にも対応可能なマスクレスパターンめっき技術を開
発した。

１．ゲル状銀めっき液の開発
開発したゲル状銀めっき液のめっき皮膜外観はピット、

ムラが無く、均一な外観であり、市販されている銀めっき
液と同等であることが確認された。(図2)

図２　ゲル銀めっき外観写真と膜厚測定結果

２．微粒子混合ゲル状銀めっき液の開発
本開発ではディスペンス型塗布装置のゲル吐出部を電極

ノズルとし(図3)、微粒子混合ゲル状銀めっき液の吐出パ
ターニングと同時にめっき処理を可能にした。パターン精
度は200±20μm、成膜速度2.0μm/sec以上も可能である。
(図4)

図３　ディスペンス型塗布装置　　　　　図４　微粒子混合ゲルめっき写真

３．液中ゲルめっき技術の開発
ゲルをパターニングしためっき基板全体を電解質溶液に

浸漬し、めっき処理することで高効率なマスクレスパター
ンめっきが可能となった。(図5)

図５　液中ゲルめっき機構とめっき写真

開発された製品・技術のスペック

液中ゲルめっきによる銀めっき皮膜および微粒子混合ゲ
ルめっきと液中ゲルめっきによる銀めっき皮膜のワイヤボ
ンディング(WB)評価結果を表1、EPMA断面観察結果を図
6に示す。微粒子混合ゲルめっきではめっき後に液中ゲル
めっきによる固着めっきを行うことで基板との密着性が得
られ、高速化と量産性を兼ね備えたゲルめっき技術が可能
となる。また、ディスペンス型ゲルめっき手法の確立によ
りマスクレスで任意の箇所への精密部分めっきが可能とな
り(図7)、製造原価50%以上、薬液使用量70%以上の削減が
可能と見積もられた。

表１　ワイヤボンディング評価結果

図６　EPMA断面観察写真

図７　リードフレームへのゲルパターンめっき
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ゲル状めっきシステムの開発

外観写真 膜厚

Max.3.1 μm

Min.3.8 μm
(Ave.3.5 μm)

* 電気めっき

0.3 A/dm2

20 min

電極ノズル

基板 ⊖

⊕

202 μm

めっき時間 5 sec

膜厚 10 μm

基板

微粒子混合ゲル

めっきスポット

2. マスキング貼付

1. 銅リードフレーム

3. 反転＆DFR貼り付け

4. DFR露光

5. DFR現像

6. 銀めっき

7. DFR除去

8. マスキング除去 完成

従来技術

1. .銅リードフレーム

2.ゲルめっき

3. 完成

ディスペンス型
塗布装置

ゲル状めっき液

新技術 （ゲルめっきシステム）

Φ200μｍ
ゲルパターンめっき

ゲル状

銀めっき液

電解質溶液

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　表面処理

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
生産性向上・低コスト化 

高度化目標
生産性・効率性の向上
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この研究へのお問い合わせ

事業管理機関名

26年度採択
補助事業
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理

研究開発の背景及び経緯

環境保全に対する社会的要請の高まりから、塗装工程に
おけるVOC排出量の削減は喫緊の課題となっている。その
中でも、排出量の9割程度を占める中小規模施設の対策強
化が強く必要とされている。

しかし、現行のVOC排出抑制技術のうち、効果的とされ
る「専用VOC処理設備の導入」や粉体塗料等の「低VOC塗
料への転換」は、塗装コストの増加につながることからい
ずれも対策が十分に進んでいない。

そこで本研究では、泡によるスクリーンと微生物を利用
し、①VOCの高効率捕集・高分解が可能で、②ブースと別
にVOC処理設備を導入する必要がなく、③溶剤塗料・粉体
塗料両方に対応できる、導入コスト面及び汎用性に優れた
塗装ブースを開発することとした。（図1）

図１　研究開発の概要

研究開発の概要及び成果

・塗料ミスト・塵埃・VOCを効率的に捕集する泡の生成条
件と破壊手法の検討

レプリカ泡ブース（図2）を用い、最適な泡の生成条件
を導き出した。

また各条件下での泡による塗料ミスト・塵埃・VOCの捕
集能力の把握に加え、最適な泡の破壊手法を実現した。

図２　レプリカ泡ブース

図３　スクリーン上を流れる泡の様子

・溶存VOCの効率的な微生物分解の検討
各種条件下における微生物による溶存VOCの分解速度及

び生菌数の経時変化を確認し、選定したVOC分解微生物を
用いた効率的な分解手法を実現した。

・泡発生器、スクリーン、移送機構、消泡器、VOC処理槽
設計技術の開発

前述の研究テーマにおけるデータを反映しながら、泡発
生器、スクリーン、移送器、消泡器、VOC処理槽の形状・
仕様について検討を行い、最適な形状・仕様を実現した。

図４　スクリーン部の構造

図５　消泡器の外観

図６　VOC処理槽の外観

・開発機器と上下圧送構造を用いた試作機開発と実使用環
境下での性能評価

最適な形状・仕様を実現した機器を用いて試作機を開発
した。

また開発した試作機を用いて実作業試験運転を行い、塗
料ミスト・塵埃・VOC捕集率、消費電力、気流分布につい
て評価試験を実施したところ、概ね目標値を達成すること
ができた。

図７　他タイプブースとの消費電力比較表

開発された製品・技術のスペック

本研究で開発した塗装ブース（図9）は、塗料ミスト・
塵埃捕集率について98.5％を実現、VOC捕集率、粉体塗料
塗着効率についても概ね目標値を達成した。さらにランニ
ングコストについても概ね目標値を達成し、最大約3.7万
円／（年・m2）削減を実現した。

図８　開発した小型塗装ブース

◎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：坪谷　壮祐
◎ TEL：025-226-0550　◎ FAX：025-226-0555　◎ E-mail：info@niigata-ipc.or.jp
◎法認定事業者：有限会社田辺塗工所
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：学校法人新潟工科大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：有限会社田辺塗工所、株式会社吉田工業、津島屋鐵工所
◎主たる研究実施場所：有限会社田辺塗工所

公益財団法人新潟市産業振興財団

ＶＯＣ排出量削減と塗装コスト削減を同時に実現する
「泡と微生物を利用したＶＯＣ高効率捕集・高分解塗装
ブース」の開発

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　表面処理

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
環境負荷の低減／生産性向上・低コスト化

高度化目標
有害物質等の削減／生産性・効率性の向上
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◎所在地：〒 371-0854　群馬県前橋市大渡町 1-10-7　県公社総合ビル 2 階
◎担当者：藤村　聡
◎ TEL：027-255-6500　◎ FAX：027-255-6161　◎ E-mail：nwmn2@g-inf.or.jp
◎法認定事業者：日本精密測器株式会社
◎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－
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：日本精密測器株式会社
◎主たる研究実施場所：日本精密測器株式会社

公益財団法人群馬県産業支援機構

研究開発の背景及び経緯

ヘルスケアメディカル分野では、健康管理意識への高ま
りから、常時装着に利便性がある製品の小型化・軽量化・
静音化・省エネルギー化が求められている。24時間血圧
測定のニーズ、血圧以外の健康指標の確認が可能な高付加
機能のニーズがある。それらを可能とする血圧計要素であ
るポンプを開発し、さらに、血圧計測定で利用する脈波か
ら健康指標を判定する技術、脈波をロギングして統計的に
データを処理する技術の研究開発を行った。
１．静音化･低振動化･低発熱化

在宅医療や入院患者向けの24時間血圧計は、小型化に
加えモータの静音化及び低振動化が必要不可欠となってい
る。近年、血圧計用圧力センサは機械式から半導体式への
置換えが進み、製品全体の小型化を推進するために、その
他の構成品の省スペース化が要望されている。特に駆動方
式に圧電素子を用いた圧電ポンプは大幅に小型化でき、し
かも静音と低振動も実現できる有効な手段である。しかし、
一回振動あたりの空気排出量は低いという課題がある。
２．加圧時血圧測定

電子式血圧計のスタートは、機械式血圧測定と同様に減
圧時血圧測定が大半であった。しかし、血圧測定では圧力
を等速度で変化できれば、減圧・加圧時測定のどちらでも
可能である。
３．脈波処理アルゴリズムの開発

連続 した脈波の形状から血管の硬さや、動脈硬化の指
標、不整脈の傾向がわかる。これらは医家向けの測定器が
必要だか、特に不整脈の一種である心房細動の検出は、一
般向け市場から要望が高まっている。

静音を実現した小型血圧計は、長期装着可能であり、血
圧計時の脈波形状の膨大なデータを利用して、新たな高付
加機能を開発した。

図１ 　血圧計内部構造

研究開発の概要及び成果

１．圧電ポンプの開発

　　　　図２　圧力ポンプ

２．加圧時血圧測定
新方式の加圧時血圧測定は適正な圧力制御により省エネ

ルギー化を実現できる。加圧時測定方式の血圧計の測定原
理は、基本的に速度加圧時に圧力に重畳する脈波を検出し
て、脈波振幅の最大値を求め、最大振幅値の脈波を挟んで、
最高血圧側は最大振幅値の約60％、最低血圧側は最大振
幅値の約70％に相当する脈波信号の発生点の圧力値を求
めるというものである。本開発では加圧時測定法と減圧時
測定法との血圧値の相関の検討を行った。従来血圧計で使
用していた、減圧速度を一定とする電磁弁と同等な機能を
実現する制御方法、及びコントローラを開発するための検
討を行った。

図３　加圧時測定

３．脈波処理アルゴリズムの開発
正常な脈波は規則性があり、不整脈の傾向がある場合、

脈波は、規則性がみだれ、波高値も変化する。統計解析に
より周波数領域での規則性の特徴を数値化して、異常検出
方法を確立した 。

図４　脈圧波シュミレ－ション波形

図５　心臓疾患を有する被験者脈波

４．24時間手首型血圧計の開発
新方式ポンプは、従来方式に比べて小型だが、ポンプの

みでは製品全体の小型化は実現できない。手首型血圧計の
LCD部分やバッテリ部分の実装方法を開発するための検討
を行い、あわせて製品全体の小型化を実現した。

新方式ポンプの制御方法や、脈波の付加価値機能を実現
するソフト部分を製品に実装する際に、最適なデバイスを
選定し、システムとして開発していくための検討を行った。

図６　24時間型

開発された製品・技術の目標スペック

・血圧値、脈拍値をスマホでデータ管理
・ｉＯＳ端末にて脈波をリアルタイムモニター
・記録データ（脈波）をCSV形式でメール送信可能
・PCでメールを読取り、波形表示、処理で脈波異常検出
   可能

図７　圧電ポンプスペック

医療機器向け大流量・高圧・静音ポンプを適用した
脈波測定機器の開発

新 方 式 の 圧 電 ポ ン プ は、
駆動部とポンプ部（空気の
入 る 部 分 ） か ら 構 成 さ れ、
構造・振動・熱・流体が相
互い関連する。
圧電素子の外周を支持した、

「うちわ」の様な構造が特徴
である。圧電素子の屈曲運
動がうちわを扇ぐポンピン
グ動作となる。

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 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

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
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研究開発の背景及び経緯

電機、自動車業界等では、はんだの高コストが課題であ
るが、特性改善のため銀等の高価元素添加が原因にある。
代表的なはんだ合金であるSn-3%Ag-0.5%Cuでは、3%の
銀が材料コストの約半分を占めている。そこで、安価な元
素で特性改善することにより低コスト化を実現しようとし
た。

注目したのは、はんだの主原料である錫地金の銘柄を変
えるとはんだ特性が変化することである。錫地金は純度
99.9%なので、変化の要因は0.1%未満含まれる不純物元素
の種類や割合である。この不純物元素の中から阻害元素と
改善元素を明らかにし、その影響度を定量化すれば、はん
だ特性を低コストで実現できると考えた。

研究開発の概要及び成果

１．錫地金中の不純物元素量とはんだ特性への影響
流通している純度99.9%の8銘柄の錫地金成分分析を行

い不純物の実態を調べた。検出された不純物元素の種類は
12元素であり、はんだ特性に影響すると報告されている
20ppm以上の不純物は、Pb、Sb等7元素であった。次に8
銘柄の錫地金の濡れ開始時間をメニスコグラフ法で測定し
た。濡れ開始時間は、短いほど濡れ特性が良いと評価され
る。そして、各錫地金における各元素の不純物量と濡れ開
始時間の重回帰分析を行い各元素の濡れ性改善または阻害
の効果を定量化した。この結果、僅かの含有量でも濡れ性
に影響する元素があることが明らかになった。

表１　99.9％錫地金8銘柄における不純物量【ppm】

表２　各不純物元素の濡れ性への影響

２．微量添加によるはんだ合金特性の改善
上記7元素やその他元素の微量添加で3種のはんだ合金

の特性改善を検討した。
１）高Snはんだ（低コストはんだ）の濡れ性改善

高価元素を含まないSn-0.7%Cu合金が知られるが、濡れ
性に問題がある。成形はんだにすると、基板への濡れが悪
く融ける際に収縮する。このため素子と基板の接合が困難
となる。濡れ性は、はんだの酸化膜の厚さに影響される。
そこで、この合金の濡れ性向上のため各種元素を微量添加
し、酸化膜厚と濡れ性を調べた。酸化膜は、検知困難なナ
ノメートルレベルの薄さであるため電気化学的測定法であ
るSERA法を用いた。SERA法では、酸化膜を電解除去する
電気量から酸化膜厚を算出する。一方、濡れ性は、溶融前
後の面積収縮率で評価した。その結果、酸化膜厚を減少さ
せる元素を見出すとともに顕著な濡れ性改善に成功した。

図１　微量元素添加による酸化膜厚減少と濡れ面積率向上

２）高Biはんだ（高温はんだ）の脆性改善
鉛の環境問題から鉛フリー化が進んでいる。しかし、耐

熱を必要とする高温はんだでは、特性を充たす合金がなく
85%以上の高鉛合金が使用されている。代替材料として高
融点（271℃）のBi（ビスマス）があるが、脆いことが理
由で実用化されていない。このため各種元素を微量添加し、

脆さの改善（延性の向上）を検討した。
はんだの延性評価は、Biが極めて脆いことから引張試

験では測定が困難なことから3点曲げの抗折試験で評価を
行った。なお、試験片は、20×10×120㎜の角棒状とし、
支持間隔を130㎜、押込降下速度10㎜/minで試験を行った。
種々の微量元素添加の効果を調べる中で、わずか5mm以
下の押込みで割れるBiを20mm以上の押込に耐えるように
する添加元素を見出した。この結果、Biの融点を下げるこ
となく脆さを大幅に改善することに成功した。

図４　わずかな曲げで折れる従来のビスマス角棒

図５　延性のある微量元素添加ビスマス角棒

３）Sn-Bi共晶系はんだ（低温はんだ）の延性改善
代表的な鉛フリー合金の融点が219℃に対して、Sn-Bi共

晶低温はんだの融点は、139℃である。融点が低くなると、
エネルギーの削減が期待できる。さらに、実装温度が低く
なることで、低耐熱の安価部品や樹脂があっても接合でき
るなどコスト削減ができる。このように、低温はんだの適
用は、環境や低コスト化に大きな寄与が期待できる。しか
し、Sn-Bi共晶合金の約6割がBiであるため、電子機器の落
下等によってはんだ接合部に衝撃が加わると亀裂が生じる
恐れがあり、広く使用されていない。

そこで、耐衝撃性を向上させるため元素の微量添加によ
る延性改善を試みた。延性は引張試験で評価した。元素を
微量添加した各種はんだの引張試験を行った結果、Sn-Bi
共晶の延性を大幅に向上させる元素を見出した。延性指標

である破断伸びはSn-Bi共晶の約1.5倍であり、絞り（破断
部の断面収縮率）では約2倍となった。大幅に延性を向上
させた微量元素添加Sn-Bi共晶はんだ合金により、耐衝撃
性を向上させる低温はんだの実現に成功した。

表３　微量添加元素によるSn-Bi共晶合金の延性改善

開発された製品・技術のスペック

表４　高Sn系成形はんだ

表５　高Bi系はんだの延性

表６　Sn-Bi共晶系ソルダペースト

注）ソルダペーストとは、はんだ粉末とフラックスを混
錬した粘着性のあるペースト状の印刷塗布用はんだである。

◎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：田畑　靖司
◎ TEL：047-426-9200　◎ FAX：047-426-9044　◎ E-mail：y-tabata@ccjc-net.or.jp
◎法認定事業者：ニホンハンダ株式会社
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：学校法人東京電機大学
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：ニホンハンダ株式会社
◎主たる研究実施場所：ニホンハンダ株式会社　電子材料研究所

公益財団法人千葉県産業振興センター

錫地金中の微量元素に着目した
低コスト鉛フリーはんだ合金の開発

不純物元素 Pb Sb Bi In Fe Cu As Ni Ge Al Ag P 総量

最大 290 146 91 75 32 30 30 10 3 2 2 1 462

最小 21 1 8 7 2 1 0 0 0 1 0 0 125

平均 163 65 25 39 14 18 9 3 0 1 1 0 339

不純物元素 Pb Sb Bi In Fe Cu As

濡れ性の改善・阻害

[改善〇 阻害×]
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図 2　従来の溶融収縮する Sn-Cu 共晶

　　   成形はんだの濡れ状況

図 3　微量元素添加の改善品は溶融時

　　   に収縮せず

特性

合金

引張強さ

(MPa)
破断伸び

(%)

絞り

(%)

Sn-Bi共晶合金 74 44 36

微量元素添加

Sn-Bi共晶合金
67 67 69

濡れ特性 従来品 開発品

ニッケルめっき基板
への濡れ率%

25% 以下 95% 以上

はんだ特性 従来品 開発品

押込長㎜
押込降下速度

10㎜/min 
8 以下 20 以上

はんだ特性 従来品 開発品

平均伸び%

（n=5平均)

引張速度

0.1%/min
44 67

ボイド率%

（n=8平均)

対Cuめっき 20 18
対Niめっき 30 27

平均ﾎﾞｰﾙｼｪｱ

強度N（n=5平均)

せん断速度

1㎜/s
5 5

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　複合・新機能材料

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

高度化目標
コスト低減に向けた取組
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積層セラミックスコンデンサ（以下MLCC）は、現代
ではエレクトロニクス機器に欠かせない重要な部品の
一つであり、パソコン、携帯電話に組み込まれている
MLCCの数は、数百個であると言われている。電子部品
としてのMLCCも更なる小型化・高容量化が要求されて
おり、積層セラミックスコンデンサのメインサイズが型
式0603(0.6mm×0.3mm)へ、 さ ら に 型 式0402(0.4mm×
0.2mm)のシフトが予想され、同サイズでの高容量化がさ
らに必要となってくる。MLCCの内部構造はチタン酸バリ
ウムからなる誘電体層とニッケルからなる電極層が多段に
積層される構造をしており(図1)、高容量化を実現するた
めには、各層の薄層化・多層化（図2）が必須である。

図１　MLCCの内部構造

図２ 　積層セラミックスコンデンサの高容量化

研究開発の概要及び成果

積層セラミックスコンデンサの高容量化を実現する方
法としては、誘電率の高い材料（ex.チタン酸バリウムへ
のカルシウム&ジルコニウム固溶体:BCTZ）の利用である。
この場合はニッケル電極への添加材であるセラミックスは
成分の移行を考慮し、誘電体と同組成が望まれる。さらに、
電極層の薄層化には、より粒子径の小さいNi粒子を使用す
る必要がある。本開発では、市販されている100nm以下
のNi粒子にin-situで20nmの共材BCTZ粒子を修飾し、均一
なNi/BCTZ複合粒子を提供する。

図３　超臨界水熱法によるNi_BCTZ複合粒子

１．電極層ニッケル用添加材（共材）の開発
気相法でもBCTZナノ粒子が作成可能であるが、超臨界

水熱法により粒子径が均一で組成比の制御安定性がある
BCTZナノ粒子の開発を行った。

図４　気相法と超臨界水熱法BCTZナノ粒

さらに、工業的生産規模での組成制御の安定性を確認す
るとともに、原料系の最適化を行った。これらの結果、超
臨界水熱法で20nmの均一な粒子径で組成の再現性が高い
BCTZが連続的に80g/hrの能力で製造可能になった。また
製造プロセスの改善によって原料作成工程が大幅に簡略化
ができ、新工程ではBCTZの粒子径が20nmから10nmと小
粒径のナノ粒子が作成できた。

図５　BCTZナノ粒子の小粒径化

 ２．電極材ニッケル粒子の均一混合技術の開発
本開発に使用するニッケルナノ粒子は製法の異なる２社

から供給可能であった。粒子径や粒度分布及び表面状態を
確認し、S社のニッケル粉末を選定した。

図６　本開発で使用したニッケルナノ粒子

このニッケル粒子は製造過程及び有機溶媒中での分散性
向上のため脂肪族アミンで表面が修飾されており、水溶媒
中では分散が不可能である。水溶媒中での分散性を可能に
するため、ニッケル粒子をオゾン水中で分散機を用い撹拌
することにより、表面に親水性のOH基を生成させること
で水溶媒中での分散性が向上した。また、その後の超臨界
処理によりNi(OH)2がNiOに変化し、ニッケル粒子の耐酸
化性も向上した。

図７　オゾン処理及び超臨界処理

３．連続式超臨界水熱法によるNi/BCTZ複合粒子作成
連続式超臨界水熱法合成装置（図8）を用いNi/BCTZ複

合ナノ粒子の連続合成を行った。

図８　連続式超臨界水熱合成装置及びフロー図

連続式超臨界水熱装置を用い、オゾン水処理したNi粒子
とBCTZ原料水溶液を混合し、温度400℃、圧力30MPaの超
臨界条件で反応を行うことで複合ナノ粒子を作成した。こ
の粒子の透過式電子顕微鏡での観察の結果、Ni粒子の表面
に粒子径20nm以下のBCTZナノ粒子の析出が確認できた。

図９　Ni/BCTZ複合ナノ粒子

さ ら に、 複 合 ナ ノ 粒 子 のX線 回 折(XRD)か ら も、Niと
BCTZの回折ピークのみであり、Ni/BCTZ複合ナノ粒子の生
成が確認できた。

図１０　Ni/BCTZ複合ナノ粒子のX線回折

開発された製品・技術のスペック

積層セラミックコンデンサ(MLCC)の薄層化による性能
向上を目的とした新規な内部電極への添加材（共材）およ
び電極材料。

① BCTZナノ粒子
チタン酸バリウム(BaTiO3)のAサイトにCa、BサイトにZr

が固溶しており、A/Bが1.00～1.02に組成制御されており
粒子径は20nm以下である。

② Ni/BCTZ複合ナノ粒子
粒子径80nmのニッケルに粒子径20nm以下のBCTZナノ

粒子で表面修飾した内部電極用材料。BCTZの修飾割合は
10～20重量%である。1,000℃での収縮率はコア-シェル構
造の粒子と同等であるが、被覆する酸化物の組成の限定は
ない。

◎所在地：〒 192-0083　東京都八王子市旭町 9-1　八王子スクエアビル 11 階
◎担当者：山県　通昭
◎ TEL：042-631-1325　◎ FAX：042-649-2269　◎ E-mail：yamagata@tama-tlo.com
◎法認定事業者：アートビーム有限会社
◎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
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：アートビーム有限会社、株式会社東海産業
◎主たる研究実施場所：アートビーム有限会社

タマティーエルオー株式会社

積層セラミックスコンデンサーの高容量化を実現する
内部電極用材料の製造技術の開発
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住宅市場においては高気密化・高断熱化が進んだことで、
次のステップとして、いかに少ないエネルギーで冷暖房を
行えるかがトレンドとなっている。それにより機能性建築
壁材の需要が急速に高まっており、建材メーカー、住宅メー
カーにとって省エネに貢献できる建材の開発・実用化は喫
緊の課題である。こうした背景に加え、快適な生活環境と
健康志向ニーズがあり、太陽光などの自然の力を利用して、
冷暖房機器に頼らずに室内環境を整える「パッシブ建材」
が注目されている。パッシブ建材としては、熱の吸収・放
出による、蓄熱・放熱機能を応用した建材の実用化が期待
されている。しかし、蓄熱素材の多くは石油を原料として
おり、不燃性が確保できず、コストが高いため、建築基準法、
費用対効果に課題があり普及に至っていない。また、現在
開発されている蓄熱建材の多くは、断熱材のように施工時
に埋設する必要があるため、活用が求められる既存の建築
物への適用が難しいという課題もある。そこで、不燃性で
低コスト、且つ、新築はもとより既存の建築物にも容易に
施工できる環境対応型の蓄熱建材を開発することとした。

開発の基本となる建材は、新築、既築を問わず施工で
き、日本の風土にあう左官壁材（塗壁材）とした。中でも
多孔質の火山噴出物シラス（図1）を主成分とするシラス
壁は、調湿性、消臭性などをもつ機能性壁であるが、温度
調節機能は有していない。蓄熱・放熱性能のある粒子を開
発し、それをシラス壁に含有させることで、従来の機能を
保ったまま、温度調節機能、環境対応性を付加させた、超
多機能塗り壁材を開発することとした。開発壁材を施工す
ると、昼間に居住空間の
余分な熱を蓄熱し、気温
が下がる夜間に熱を放熱
するため、終日にわたり
居住空間の気温変化が小
さくなる。それにより快
適性を向上させ、エアコ
ンなどの空調設備の稼働
に必要な電気エネルギー　　　　図１　シラス採掘場

を節約、省エネルギー化につながることが期待される。

研究開発の概要及び成果

１．シラスの高機能化：シラス中空体（シラスバルーン）
の製造、選別工程の開発

これまでシラスのバルーン化（中空化）は、一部の希少
なシラスを原料として製造されるのが一般的であった。本
開発において、普通シラスの粒子（図2）を原料として、
製造速度30kg/hにて安定して製造できる工程を確立した。
また、製造された粒子を、発泡の状態により選別するプロ
セスを開発し、含浸、断熱、消臭などの用途に応じて最適
な粒子を得ることができるようになった。（図3）

図２　シラス粒子

図３　シラスバルーン

２．建材に適した潜熱蓄熱カプセルの開発
開発品を不燃性の低コストな蓄熱建材とするため、無機

の潜熱蓄熱材（PCM: Phase change material）を含有する
カプセルを開発した（図4）。カプセル化にあたっては、シ
ラスバルーンの特性を利用し、不燃性および耐久性をもた
せた。

図４　PCMカプセル

３．PCMカプセルを配合した塗り壁材の開発
無機質のPCMを内包するカプセルを塗り壁材に配合す

ることで、蓄熱性のある塗り壁の不燃化を実現した。施工
性、意匠性を保つ配合を開発し、塗り壁材としての施工方
法を確立した（図5）。左官技術以外の特殊な技術は不要で、
新築、既築を問わずに施工でき、壁面を容易に省エネ化す
ることが可能となった。

図５　壁面の表情

4．壁材による温度調節機能の実証
モデルルームに於いて壁材のテスト施工を行い、施工性

を確認した（図6）。同じ大きさ、同じ形の隣り合う部屋
に従来のシラス壁と開発壁材（PCMシラス壁）を施工し、
室内環境を比較した。その結果、PCMシラス壁を施工し
た部屋では、夏の日中も涼しさが保たれていることが実証
された（図7）。

図６　施工風景

図７　従来壁材（左）および開発壁材（右）を施工した部屋のサーモグラフィー

開発された製品・技術のスペック

開発製品：PCMシラス壁材
【特長】温度調節機能、消臭性、調湿性
【仕様】主原料：シラス、シラスバルーン、無機PCM、石膏

　　配合蓄熱材相変化温度：25℃
　　温度変化抑制効果（設計値）：夏季-2℃、冬季+2℃
　　施工方法：コテ塗り
　　荷姿：20kg/袋、ビニール袋

◎所在地：〒 231-0011　神奈川県横浜市中区太田町 2 丁目 23 番地　横浜メディア・ビジネスセンター 7 階
◎担当者：任　峰
◎ TEL：045-225-3733　◎ FAX：045-225-3738　◎ E-mail：sapoin@idec.or.jp
◎法認定事業者：株式会社高千穂
◎プロジェクト参画研究機関（大学、公設試等）：鹿児島県工業技術センター
◎プロジェクト参画研究機関（企業）：株式会社高千穂、高千穂シラス株式会社、藤田建設工業株式会社
◎主たる研究実施場所：株式会社高千穂

公益財団法人横浜企業経営支援財団

蓄熱・放熱機能付環境対応型塗壁材の開発

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度
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川下の抱える課題及びニーズ
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高性能・高機能な材料及び複合技術の向上／環境配慮 
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「超音波ホモジナイザー」（図1）は、ナノサイズ粒子を
効率よく製造できることから、ナノテクノロジーで用いら
れる数少ない乳化・分散機器の一つとなっている。その用
途は、医療・福祉産業においては注射液や乳化物の生成、
製薬産業においては蛋白質の抽出や菌体破砕、化粧品・健
康食品産業においては分散・抽出など、幅広い。

超音波ホモジナイザーの振動発生メカニズムは、①PZT
振動素子での共振振動、②ステップホーンによる振動の増
幅、③先端工具への伝達、となっている。振動する先端工
具が液体に浸されると、液体中で激しい圧力の波が生まれ
その圧力差から気泡が生じ、この気泡の崩壊時に発生する
マイクロジェットによる強力な力（この現象をキャビテー
ションという）を利用し、乳化・分散・破砕といった処理
を行っている。

しかし、それは同時に、先端工具も強力なキャビテーショ
ンにさらされることを意味する。強力なキャビテーション
は先端工具にエロージョンと呼ばれる摩耗現象を引き起こ
し、その結果摩耗した工具片が異物となり、目的サンプル
を汚染してしまう。目的サンプルの粒子サイズが小さくな
ればなるほど、異物の除去は困難であることから、ナノテ
クノロジー分野、さらには、わずかな汚染が問題となりう
る医薬品、化粧品・健康食品、ファインケミカルといった
分野においては、できるだけ汚染の少ない機器が必要とさ
れている。

これらの川下製造業者の要求に対し、これまで我々はチ
タン合金製先端工具に変えて、チタン及びジルコニア粉の
配合割合を連続的に変え、先端にジルコニアを配する「機
能性傾斜材料（通称FGMs）」をパルス通電加圧焼結装置に
より焼結し、超音波ホモジナイザーの先端工具として利用
する研究開発に取り組み、１．使用材料の種類や配合割合
や焼結条件等の最適化を図ることでの「材料」面から耐エ
ロージョン性の向上、２．先端工具の大型化、３．キャビ
テーション現象を理論的に捉えた上での生産装置構造の最
適化を図ることで耐エロージョン性を向上することにより、
川下企業が求める「汚染≒ゼロ」を実現する。

図１　超音波ホモジナイザー

研究開発の概要及び成果

１．傾斜材料製作条件の確立（φ20mm）
使用する先端工具原料として、安定化助剤量及び粒径の

異なる種々のジルコニアについて焼結試験を実施し、物性
値（硬さ、弾性率、密度）を評価するとともに焼結体を観
察し、JIS R 1646に示された手法による耐エロージョン性
評価を得て、図2に示す安定化助剤 3mol% 粒径40nmのジ
ルコニアを使用原料として選定した。

温度及び圧力の各種組み合わせ条件にて焼結試験を行い
得られた焼結体で物性値（硬さ）及び耐エロージョン性の
評価を実施し、傾斜材料に使用するチタン合金の温度耐久
性を考慮して、最適焼結条件を得た。

図２　ジルコニア材料の選定

２．生産スケールに適した傾斜材料および大型先端工具の
生産条件の確立（φ36mm）

小型スケール（φ20mm）の最適条件をベースに焼結治
具の開発を行うことで、導入したパルス通電加圧焼結装置
(図3)にて生産スケール（φ36mm）での傾斜材料の焼結（図
4）を可能とした。あわせて、これを効率的に先端工具へ
加工（図5）する生産体制を確立した。

図３　パルス通電加圧焼結装置　　　　　図４　傾斜材料の焼結状況

　　　　　　　　　　　　　　図５　FGMs先端工具の外観

図６　FGMs先端工具の耐摩耗性

３．生産用超音波ホモジナイザーの改良
超音波ホモジナイザーにおけるキャビテーション現象の

数値解析は従来困難とされていが、ANSYS（市販CFDコー
ド）を用いた流動解析により先端工具振動で発生する最大
圧力を求めた上で、CRIMSON（茨城大学開発コード）を
用いたキャビテーション気泡の成長および崩壊のシミュ
レーションを実施し、気泡崩壊時の衝撃圧の定量評価（図
7）が可能なことを確認した。

図７　キャビテーション気泡のシミュレーション例

開発された製品・技術のスペック

これらの研究開発により、図8の様な先端にジルコニア
のFGMsを使用した先端工具を開発する事が出来た。

UX-300型は一般的な試験研究用に多く用いられ、標準
型ホーンや高振幅用ホーンに開発したFGMs先端工具が取
り付けられる。UX-600型には一般的なストレート型先端
工具や生産スケールで使用可能なφ36mm大型FGMs先端
工具が取り付けられ、それぞれ製品化することが可能と
なった。

図８　開発したFGMs先端工具

◎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
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公益財団法人千葉県産業振興センター

新素材傾斜材料による
汚染のない超音波ホモジナイザーの開発

　これにより、従来のチ
タ ン 合 金 に 比 べ て 3 倍
近く耐摩耗性が向上する
FGMs 先端工具（図 6）を
市場に提供することが可
能となった。
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研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　材料製造プロセス

川下の抱える課題及びニーズ
◦医療・健康分野（福祉分野）に関する事項
高衛生・信頼性・安全性の保証

高度化目標
生成プロセスのクリーン化、一体化
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ソバ発酵技術を利用した血圧降下作用を有する
機能性食品素材の開発

研究開発の背景及び経緯

本事業では、極めて低用量で降圧作用を示すソバスプラ
ウト乳酸発酵物・発酵キョウバク（図1）の実用スケール
での製造方法確立、規格設定などの課題を解決し、革新的
で安価な抗高血圧食品開発を目指す。

図１　発酵キョウバク

［従来技術］
血圧が高めの方に適した特定保健用食品や機能性表示食

品が市販されているが、抗高血圧食品を利用した高血圧予
防は実現できていないのが現状である。高血圧予防効果が
十分認識されず、価格とのバランスがとれていないため、
市場形成が不十分なことが理由の一つと言える。

［新技術］
発酵キョウバクは、十分な食経験のあるソバを伝統的な

乳酸発酵で加工した食品であり、また従来品の100分の1
（0.01mg/kg）の有効用量を実現できる。よって、低価格

な高血圧予防食品の開発が可能であり、国内はもとより海
外へも展開が目指せる

研究開発の概要及び成果

１．発酵キョウバク製造方法の確立と規格化
製造上課題となっていた固液分離について検討し、収

率76.5％、固形分の混入が少ない良好な方法を見出し
た。また、培養条件検討により、コリンエステル1,800μ
g/100mLという高含量の発酵キョウバクが得られた。さら

に、濃縮、粉末化条件を検討し、コリンエステルの低減が
ほとんどない良好な粉末が得られ、試作品を製造した。

２．安全性、有効性の確認
表１　安全性試験の結果

安全性試験により発酵キョウバクの安全性を確認した
（表1）。そこで、関与成分であるコリンエステル含量を基

準に作製した液体サンプルを用いてヒト試験を実施した。
試験はダブルブラインドとし、プラセボ群、極低用量群、
低用量群、中用量群、高用量群の5群、被験者は各群12名、
摂取期間4週間とし、極低用量群、中用量群に収縮期血圧
の有意な低下が認められた。

３．降圧特性の解明
[ラクトイルコリンの単離・同定] 
世界で初めて天然物からラクトイルコリンを単離・同定

した（K. Nakamura, et al. Food Chem., 201, 185–9, 2016）。
ラクトイルコリンはアセチルコリンと共に発酵キョウバク
の降圧作用を担う主要なコリンエステルである。

[テレメトリー法による降圧特性の解明]
我々は、国内で他に例がない高血圧自然発症ラット

（SHR）へのテレメトリーセンサー埋込法を確立し、血圧
および腎交感神経活動データの同時取得を可能にした。腎
交感神経活動の亢進は、副腎から昇圧物質であるカテコー
ルアミンの放出を引き起こすとともにレニンアンジオテン
シン系を活性化し、血圧を上昇させる。そこで、手術済
SHRに、発酵キョウバクおよび関与成分であるコリンエス
テル（知財保護のため以下、コリンエステルA、B、Cとす
る）を反復経口投与した結果、発酵キョウバクだけでなく
コリンエステルAおよびBも有意な血圧上昇抑制作用と 腎
交感神経活動低下作用を示した。つまり、発酵キョウバク
は腎交感神経活動を抑制することで血圧を低下させ、その
作用にこれらのコリンエステルが関与していることを明ら
かにした（図2）。

図２　経口投与試験の結果

[昇圧物質および炎症物質定量による降圧特性の解明]
発酵キョウバクの関与成分・コリンエステルAを SHRへ

反復経口投与した結果、昇圧物質であるカテコール アミ
ンおよびアンジオテンシンIIが有意に低下した（図３）。つ
まり、コリンエステルA経口摂取による交感神経活動低下
が昇圧物質生成を抑制し、血圧低下を引き起すことが 明
らかとなった。また、アレルギーマウスへのコリンエステ
ルA経口投与は、4種の炎症性サイトカインの遺伝子発現 
レベルを有意に低下させ（図3）、コリンエステル経口摂取
による抗炎症作用の可能性を見出した。

図３　昇圧物質および炎症物質の定量結果

４．市場調査
米国：人口の30％が高血圧（約6700万人）であり、高

血圧対策を訴求したサプリメントは膨大な数が販売されて
いるが、食品由来成分を関与成分とした商品は少ない。

国内：成人人口の47%が、高血圧（約4000万人）また
は高血圧予備軍（約2000万人）であり、2015年度の血圧
にかかわる特定保健用食品市場が169億円である。

発酵キョウバクは天然物かつ少量で降圧効果が期待でき、
関与成分の食経験が豊富であるため、競合品と比べて安全
性およびコストパフォーマンスの点で優位性を持つ。

開発された製品・技術のスペック

図４　試作粉末

図５　試作顆粒 

発酵キョウバク試作粉末（コリンエステル0.1mg/g、図4）
および試作顆粒（図5）。商品の規格設定後、現在流通する
血圧トクホの半額程度で製品化できる。

ソバスプラウト

乳酸発酵

発酵キョウバク

試験項目 結果

単回投与毒性試験 異常なし
LD50=5,000mg/kg以上

反復投与毒性試験
（90日間）

一般状態，体重，摂餌量，血液・生化学検査、
病理解剖，病理組織検査異常なし
NOAEL（無毒性量）＝2,000mg/kg/日

復帰突然変異試験
（Ames試験）

陰性

アレルゲンテスト ソバアレルゲン陰性

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　バイオ

川下の抱える課題及びニーズ
◦食品製造分野に関する事項
 生物資源、生産プロセスの改良

高度化目標
製品の機能や有用性の立証
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複合乳酸菌発酵法を利用した大豆を原料とする
抗ストレス食品素材の開発

研究開発の背景及び経緯

株式会社光英科学研究所は、創業昭和44年より植物系
素材に対して発酵性の良い乳酸菌混合スターターを用いて、
大豆を原料として発酵させた「乳酸菌生産物質」の製造と
商品化を行いながら、乳酸菌発酵による有用成分の生産に
ついて研究開発を進め、多種の乳酸菌株を独自で保有して
いる。

当社の保有する複合乳酸菌を用いて発酵させた大豆成分
について分析を行ったところ、抗ストレス作用が期待され
ている糖脂質「ステリルグルコシド」（以下SG）が存在し
ていることが確認された。

SGは、国立大学法人お茶の水女子大学　室伏きみ子
名誉教授により抗ストレス機能が発見されており、SG
について深い知見や特許「熱ショック蛋白質誘導剤」

（P4322329）を有している。

図１　ステリルグルコシド（SG）

そこで本事業では、当社の発酵技術とお茶の水女子大学
の研究を結集し、複合乳酸菌発酵大豆に含まれる抗ストレ
ス機能性成分についてその分子種を特定すると共に、成分
を効率よく発酵精製する技術を開発し、広く普及できる食
品素材とすることを目的とした。

研究開発の概要及び成果

１．SG産生能のある乳酸菌選択
保有菌からSG生産能のある乳酸菌を一種類選定した。

２．複合乳酸菌発酵グループの形成
SGを効率的に産生させる培養系として『乳酸菌＋酵母』

の組合せを選択することに決定した。
３．乳酸菌発酵装置の開発

図２　100Ｌ発酵装置

100L発酵装置に培地滅菌ユニットを接続し、スプレー
ドライヤを導入して粉体加工する技術開発を行った。

４．発酵条件の選定
発酵を促すための温度条件・撹拌速度・発酵時間を検討

し生産効率を高める条件を選定した。

図３　SG含有乳酸菌発酵物

５．プラントスケールでのシステム確立
酵母と乳酸菌の二段階発酵システムを確立し、大型発酵

装置の発酵実験で再現性を確認した。

図４　二段階発酵システム図

６．規格決定
工程管理上の規格値と粉燻加工後のＳＧ含有量の規格値

を検証し、SGの簡便な測定方法として薄層クロマトグラ
フィでの定量法を確立した。
７．発酵試作品中のSGの構造解析

乳酸菌発酵液に含まれるSGの構造解析を行ったところ、
主成分はシトステリルグルコシドと判明した。
８．生体試験

動物実験において経口投与したSGが神経機能に作用す
る可能性が示された。
９．安全性試験

ラットを用いた90日間反復投与毒性試験を実施。
10．ヒトボランティア試験

ヒトによるSGの抗ストレス試験方法を確立する為、ボ
ランティア18名を対象にクレペリン検査によるストレス
負荷を実施して試験方法が有効と確認した。

開発された製品・技術のスペック

今回の開発により、発酵物に含まれるSGの量を発酵前
の３倍以上（1000㎍/g）に増加させることに成功した。

なお、開発した二段階発酵システムについては特許の出
願を行った。

そして発酵装置にスプレードライヤを導入し、安価に
SG含有乳酸菌発酵物の粉末サンプルを製造できるシステ
ムを確立した

図５　SG含有乳酸菌発酵物粉末

今後は、SG含有乳酸菌発酵物粉末を用いて本格的なボラ
ンティア試験を実施し、抗ストレス素材として具体的な商
品化へ移行する予定である。
従来のSGは化学合成や酵母抽出で生産され、製造方法が
複雑でコストも高く、食品として一般に普及するのは難し
いものであった。しかし今回、複合乳酸菌発酵法を用いた
発酵により、従来のSG生産法と比べ生産プロセスがシン
プルで安全性が高く、低コストで生産可能な優れた生産方
法の開発に成功した。
これにより、抗ストレス食品素材としてのSGの普及に道
筋が出来た。

図６　ＳＧ生産従来法との比較

赤いラインを含める場合はシトステリルグルコシドを示し、
赤いラインを除いた場合コレステリルグルコシドを示す。

主発酵タンク
豆乳
乳酸菌スターター
添加

回転数
培地調製

培地供給タンク
酵母前培養

（タンク内で殺菌可能）

ポンプ

ポンプ

スプレードライヤー

SG含有パウダー
（菌体含む）

温度、ｐH、液量計測

区分 従来法 本法（開発成果）

方法 化学合成法 酵母抽出 複合乳酸菌発酵法

食経験 ×
食経験なし
有機溶媒の使用が不可欠

◎
酵母は食経験がある

◎
原料の大豆、酵母及び乳酸菌は
食経験は豊か

作業面
の安全
性

×
高温・高圧
有機溶媒の使用が不可欠

◎
常温で反応

◎
常温で反応
有機溶媒が不要

生産性
・コスト
・環境

×
・製造プロセスが複雑

・現状ではステリルグルコ
シドの生産効率が低い。

・抽出工程で排出される廃
液の処理コストが高い。

×

・製造プロセスが複雑
・培養時間が長い

・抽出工程で排出される廃
液の処理コストが高い。

◎
・製造プロセスがシンプル
・乳酸菌と酵母の二段階発酵の

採用で生産効率性を高めるこ
とができた。

・発酵液をそのままスプレードラ
イで乾燥粉末化できる技術を
確立した。

結果 実用化への道筋

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　バイオ

川下の抱える課題及びニーズ
◦食品製造業分野に関する事項
生物資源、生産プロセスの改良

高度化目標
有用な生物資源の育種・改良
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幹細胞を簡便、安全に分取し、
高機能化増幅する革新的器具の開発

研究開発の背景及び経緯

再生医療の発展に伴い、様々な用途での応用が期待され
る歯髄・脂肪・骨髄由来幹細胞の需要が高まっている。再
生医療の発展・普及には高機能・高品質な幹細胞の低コス
トでの供給が必要不可欠であり、そのためには多くの細胞
からより良い幹細胞をより分ける（分取する）必要がある。

幹細胞の分取法として、遠心分離法や不織布での分離カ
ラム法、ボイデンチャンバー（図1）やフローサイトメト
リー（図２）による分取法があるが、これら従来の分取法
は分取機能しか有してない。そのため、分取した幹細胞
の培養・増殖には、さらに安全性を担保するための高価な
設備が必要となり、幹細胞分取から培養まで手間とコスト
がかかる為、再生医療研究の効率的な推進に対して大きな
ハードルとなっている。

図１　ボイデンチャンバー

図２　フローサイトメトリー 

また、細胞を分取してから実験等に使用出来る数に増殖
するまでの工程で複数個の容器が必要な場合、細胞を新し
い容器に移す際、細胞ロス、感染・汚染、本来の細胞の機
能や品質に、大きな影響が発生する可能性がある。そこで、
これら従来法の問題点を鑑み、「高機能・高品質な幹細胞
を高効率に分取し、培養による増殖機能も同時に備えた安
価な容器」（図3）を、開発した。

図３　開発容器イメージ

研究開発の概要及び成果

本開発では、細胞を分離膜上に置いて、膜の下側に細胞
の遊走能を刺激する因子を添加して濃度勾配を作製し、遊
走能の高い幹細胞が膜下面に遊走することを利用する分取
法を基盤技術として、大きく分けて以下の３つの点におい
て開発を行った。
１．新規細胞分離膜の開発

細胞の分取効率を上げる為、高開孔率の新規分離膜開発
を行った。従来膜は重粒子線で開孔しており、開口率はせ
いぜい5％で、孔の配置が不均一で重なった部分も存在し
たが、本開発では、インプリンティング技術を応用した新
規膜製造技術により、開口率を４倍の２０％まで向上する
ことに成功した。また、分離膜に付着抑制処理を行い、細
胞付着率が大幅に改善できた。これにより、細胞分取効率
が飛躍的に向上した。

図４　従来膜　開孔率5％　　　　　　　図５　新規膜　開孔率20％

２．分取から培養までを一貫操作可能な容器の設計・開発
2-1.温度によって細胞を剥離させるプレートの開発
コンタミリスク・細胞へのダメージ低減の為、分解酵素

を用いず細胞を剥離・継代できるプレートの開発を行った。
培養プレートに温度応答性ポリマーをコーティングするこ
とにより、分解酵素を用いなくても細胞機能と構造を維持
させたまま剥離し、継代が可能となった。

図６　細胞剥離率グラフ

2-2.密閉状態を保持しつつ簡単に操作できる容器の開発
細胞剥離・継代、培地交換やガス交換を全て閉鎖した状

態で行えるよう、フタの回転によって内部のパーツを操作
することができる機構を採用した。これにより、開放によ
る細胞の感染・汚染のリスクが軽減され、さらに自動培養
装置やアイソレーター等の高額な設備がなくても、高機能
幹細胞を培養できるようになった。

図７　開発容器開放イメージ

３．高機能、高品質細胞の分取
本開発容器では、遊走因子に反応し、膜を通過した高機

能・高品質な幹細胞を得ることができる。その高機能性を
証明するため、対照として膜を通過させていない幹細胞と
の比較を行った。その結果、膜を通過した幹細胞の方が、
遊走能が高く、また血管や神経などに分化する能力も高い
ことがわかった。老化マーカーも、膜を通過した幹細胞の
方が低かった。

表１　膜分取細胞と未分取細胞の比較

開発された製品・技術のスペック

・寸法：W89×D105×H46.5mm
・フィルター内蔵ガス交換ポート搭載
・１次培養用培地交換ポート搭載
・２次培養用培地交換ポート搭載
・温度応答性細胞剥離機構採用
インプリンティング技術による新規膜。

・分離膜孔径：8μｍ　開孔率：２０％
一般的な細胞観察用倒立顕微鏡に対応。
細胞播種時と回収時以外は、密閉性を維持した状態で、

蓋を開けることなく、培地交換や細胞継代が可能。コンタ
ミネーションリスクを軽減し、操作性を向上させた仕様と
なっている。

図８　開発容器断面図

①培地交換ポート　⑤開孔率20％細胞分離膜
②ガス交換ポート　⑥付着抑制処理
③細胞懸濁液解放窓⑦一次培養面
④二次培養面　　　⑧温度応答性細胞剥離表面修飾

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 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
高度化・高品質化／低コスト化

高度化目標
生産性の向上
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研究開発の背景及び経緯

送電線点検は熟達した技術力が必要で､ 地上からの高さ
が50メートル以上もある場所で行う大変危険な作業であ
る。現在は、下図のように作業員が送電線を自力で移動し
ながら人海戦術的に目視検査を行っている。

図１　現在の送電線点検の様子

当然ながら作業は非効率的で、ひとりの作業員が電線に
乗って点検できる一日の作業距離は約900mに留まってい
る。このように危険を伴う作業を効率良く無人で自動化で
きないかと、電力会社が試行錯誤を重ねているが、実用化
には至っておらず様々な課題を抱えている。そこで、小型
軽量で乾電池でも動く長寿命の冷陰極X線源を使い、装置
を小型化して、安全に専門家でなくても腐食欠陥部位を３
方向から発見でき、送電線を自走し、電線欠陥を可視化検
査する装置を開発することとした。

図２　開発後の検査風景（イメージ）

研究開発の概要及び成果

まず、研究開発の概要について、従来技術と新技術との
比較図を下記に示す。

従来技術 新技術

図３　従来技術と新技術の比較

従来技術に関しては
①予熱が必要で大エネルギーを必要とするＸ線管を
　使用している
②電線の移動が遅く、一方向の検査で欠陥を見逃す
③装置が大きく、重く、設置が大掛かりで、
　X線遮蔽がなく安全ではない
などの課題があった。そこで、
①予熱不要で省エネルギーのX線管を使用する。
②三方向の検査で欠陥を見逃さない
③装置が小さく、軽く、設置が簡単で、
　X線遮蔽があり安全
　という新技術の開発に取り組んできた。

１．予熱不要で省エネルギーＸ線管の開発
まずＸ線管の性能向上を図るため、初年度に『管電圧

70～100kV』という数値目標を達成したが、更なる管電圧
の向上を目指して、２年目には『70～130kV』という新た
な数値目標を掲げて開発を行い、これも実現した。

表１　開発前と開発後の数値目標比較

項目 １年目 ２年目 ２年目(小型)

外形寸法 φ55×150mm φ55×155mm φ36×80.5mm

管電圧 70～100kV 70～130kV 70～130kV

最大管電流 3mA 3mA 3mA

図４　性能向上したＸ線管

また、X線管の性能向上とともに、X線管の小型化も同
時に進めた。装置の小型化を目指すにはどうしてもX線

管の小型化は必須となる。その結果、外形寸法φ36 × 
80.5mmと、従来の1/2程度となるX線管試作が完成した。
特性グラフとともに、次の図に示す。

 

図５　Ｘ線管の比較と特性グラフ

２．高速三方向検査技術の開発
　以下の成果を得た。
　①X線管3管照射と検出器のサンプリング周波数を
　　調整し、転送スピード改善したことでX線撮影
　　1秒以内での処理を実現した。
　②ガイドローラ部に十分な出力を有するモーター及び
　　強度が高い機械部品からなる自走機構を実現した。
　　自走速度5cm/sで安定して自走する事を確認した。
　③3方向から撮像した検出画像に画像処理（フィルタ
　　リング）を行い電線の欠陥、腐食による太さの増加
　　を自動検出できるソフトを開発した。

図６　Ｘ線照射と検出器制御のタイミングチャート

図７　開発した自走式ガイドローラ

図８　腐食部の検出状況と減衰率

３．小型安全な検査装置の開発
　以下の成果を得た。
　①X線管と検出器の配置を考慮して、最小限の遮蔽材
　　で効率的に遮蔽することを実現した。漏えい線量は
　　50cm離れた位置からの計測で0.6μSv/hとなった。
　②X線源及び検出部の小型化を行い装置筐体の製作を
　　行った。内部の部品配置配線を考慮し形状の最適化
　　を図り、装置全体で27kgを実現した。

開発された製品・技術のスペック

開発された製品・技術のスペックは以下の通りである。
表２　開発された製品・技術のスペック一覧

項目 数値目標

管電圧 70～130kV

ピーク管電流 3mA

パルス幅 50ms～100ms

検査速度 5cm/s以上

装置重量 27kg

漏えいX線量 0.6μSv/h(50cm離れた位置から)

図９　完成した試作機

◎所在地：〒 305-0047　茨城県つくば市千現 2 丁目 1 番 6
◎担当者：研究支援部　次長　高田　青史
◎ TEL：029-858-6000　◎ FAX：029-858-6014　◎ E-mail：tci-is@tsukuba-tci.co.jp
◎法認定事業者：つくばテクノロジー株式会社
◎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）：つくばテクノロジー株式会社
◎主たる研究実施場所：つくばテクノロジー株式会社

株式会社つくば研究支援センター

電線欠陥検出用小型自走式Ｘ線検査装置の開発

研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度

分　　野 　測定計測

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

高度化目標
小型化 
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株式会社キャンパスクリエイト

研究開発の背景及び経緯

人間も含む動物の体内では、免疫系、神経系、内分泌系
が相互に作用して生命を維持していることが知られている。
近年、とくに免疫系の機能低下あるいは機能過剰により、
がん、感染症、自己免疫疾患、アレルギーといった疾患が
引き起こされることが注目されつつある。日本国内ではが
んが死因の第１位であるという状況が長年続いており、有
効な対処法は早期発見と早期治療であることから、臨床現
場で迅速に免疫機能の検査が可能な装置が求められている。
一方、海外では、エイズ、結核、マラリアという「世界三
大感染症」により、１日あたり１万人近くの死者が出ている。
これらの疾患が問題となる地域では医療環境が十分に整っ
ていないことも多いため、できる限り簡便かつ安全に検査
ができるということが重要となる。より多くの患者に適用
するため、低コストで検査ができることも重要である。

免疫系で中心的な役割を担っているのは、白血球（とく
にリンパ球、単球、好中球）であるため、免疫診断におい
ては、これらの数や状態を調べることが重要である。その
手法としては、遠心分離法にて血液から白血球の集団を分
離、調べたい白血球にできるだけ特異的な抗原を選定、蛍
光物質が結合された抗体と混合および洗浄という処理を
行った後に、蛍光を検出することにより、特定の白血球の
数などの情報を得ることができる。

このような解析を行う装置としては、フローサイトメー
タが普及してきている。その特徴は、非常に細い層流を
利用して細胞集団から細胞１つずつを流路に導入し、レー
ザー検出を行うことにより、細胞ごとの蛍光および散乱光
情報を得られることである。ただし、装置が大型かつ非常
に高価であり、検体の前処理や解析にも熟練を要すること、
さらに使用後の洗浄処理などでの感染リスクがあることな
どから、医療現場で簡便かつ迅速に利用するということは
難しいのが現状である。

研究開発の概要及び成果

本研究開発では、免疫検査で求められる簡便さと迅速さ

を実現するため、前処理の短縮、検出系の簡易化、処理の
自動化、使用者の感染リスクの抑制を目的とした。以下、
順に説明する。
まず前処理の短縮については、遠心分離機能も装置に組み
込むことにより、検体をセットするだけで一連の検査がで
きるようにした。遠心分離機構を小型化するため、図１の
ような分離チップを開発した。

図１

この分離チップは単に小型であるだけでなく、上部に２
種類の液槽を有し、マイクロ流路を通じて分離槽に導入
される構造をもっている。液槽に２種類の比重液を入れ、
チップを回転させるだけで、液槽の形状の違いにより分離
槽に導入される比重液の比率が時間変化するため、分離槽
には連続的に密度が変化する状態が生成される。ここに血
液を導入して遠心分離を行うと、血液中の各成分がそれぞ
れ自らの比重に一致する位置へ分離されるため、単に比重
液より重いか軽いかで分離される一般的な遠心分離と比し
て、より精密な分離が行われることになる。これは本研究
開発の根幹をなす重要原理であるため、特許出願も行って
いる。

次に、分離した白血球集団に対する検出系の簡易化を実
現するため、細胞の蛍光を画像で捉え解析する手法を選択
した。解析としては細胞個々の蛍光が判別できる必要があ
るため、非常に解像度の高い撮像系を採用するか、視野を
狭くして撮像系を移動させながら連続撮影するかのいずれ
かを選択しなければならないが、最近急速に普及と低価格
化が進んでいる３Ｄプリンタの技術を転用することにより、
非常に低コストで撮像系を移動させる機構を実現した（図
２）。

図２

撮像系を低コストで移動させられることにより、撮影に
使用するカメラおよびレンズの選択肢は広がり、低コスト
で必要なスペックを実現することができた。図３は実際に
免疫系細胞のうちのヘルパーＴ細胞を検出するＣＤ４抗体
を用いて、画像を撮影した例である。

図３

このような画像を、撮像系を移動させながら分離槽全体
にわたって連続撮影し、各画像について蛍光細胞のサイズ
と蛍光強度を、画像処理によって求める。細胞の検出漏れ
がないように、それぞれの画像に重なりがあるように撮影
を行うため、重複するデータを排除したうえで、検出した
データのヒストグラムを作成する（図４）。

図４

開発された製品・技術のスペック

本研究開発により製作した免疫蛍光分析装置の主なス
ペックは以下の通りである。

表１

撮像系の光学特性は検査項目およびそれに使用される抗
体の蛍光物質により変更が可能であり、重量についても量
産用の再設計を行うことで削減することは可能である。い
ずれにせよ、フローサイトメータと比較して遥かに軽量か
つコンパクトであり、価格も数分の１程度に抑えた製品と
して販売が可能となる目途をつけることができた。

なお、本製品の主目的ではないが、遠心分離時の回転に
同期させたストロボ照明により遠心分離過程をリアルタイ
ムに観察できるため、遠心分離を効率的に完了させること
が可能である。また、本製品の品質確認のため、３次元駆
動系を利用した、遠心分離後の細胞自動回収機構も開発が
完了しているため、今後必要な臨床評価データの蓄積を効
率的に行うことが可能である。以上の派生的な機能は、臨
床用だけでなく、基礎研究目的での細胞分離回収にも利用
できる可能性がある。

迅速簡易に免疫能を検査する
免疫蛍光分析装置の研究開発

◎所在地：〒 182-8585　東京都調布市調布ヶ丘一丁目 5 番地１　電気通信大学　産学官連携センター
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研究開発期間 　平成 26 年度～平成 28 年度
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◦医療分野に関する事項
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研究開発の背景及び経緯

健康寿命延伸や在宅医療推進政策の下で利用が拡大す
る血液循環動態モニター用ヘルスケア/医療機器において、
日常生活中の長時間血圧測定や高血圧症治療効果評価を可
能とする装置が求められている。

連続血圧測定装置としては「24時間自由行動下血圧測
定機（ABPM）」が実用に供されているが、腕時計型まで
の小型化には至っておらず、かつ所定間隔での装着部圧迫

（カフ加圧）が必要なため装着者に昼夜圧迫感を与え続け、
更に日常生活程度の動作であっても測定不能に陥ることか
ら装着者負担/不満が非常に大きい。

本研究開発は、非侵襲での長時間連続血圧測定を可能と
する高感度センサデバイスの実現と、そのセンサデバイス
を用いた装置を腕時計の様に簡単装着可能とする装着手段
及び日常生活時の体動影響除去アルゴリズムの確立を目標
として、以下5項目を主として研究開発を実施した。

1.小型化、高感度化)
1素子あたり寸法5mm×5mm以下。動脈内圧変動0～　
40kPa（0～300mmHg）により生ずる脈波の非侵襲（皮
膚表面）測定を可能とするセンサデバイス

2.連続使用時間)
1素子あたりの消費電流200μA以下、連続通電可能期
間5日間以上であること

3.素子破壊)
日常生活下使用での連続測定において素子破壊が発生し
ないこと

4.測定精度確保)
連続使用時に循環障害による不快感や痛みを与えず連続
測定が可能であること

5.装着位置影響、体動影響)
教育訓練を受けていない使用者、補助者が装着した場合
でも測定可能であり、日常生活下での体動や環境変化が
あっても継続的に連続測定が可能であること

研究開発の概要及び成果

１．センサの高度化
MEMSセンサチップおよび3軸力センサの小型化と高感

度化、低消費電力化を実現した。
小型化については、MEMSセンサチップのサイズを決定

する三つの要因について分析し、従来2mm角であったチッ
プサイズを1.5mm角とすることで、面積比で約44%の小型
化に成功した。このセンサチップを用いて3軸力センサを
試作し、従来φ6mmであったセンササイズをφ3mmにま
で小型化した。

高感度化については、MEMSセンサチップの感度を左右
する5つのパラメータ、具体的にはピエゾ抵抗素子の長さ、
貫通穴の長さ、及び幅、センサチップ上の梁の位置、ウェ
ハの結晶方位についてそれぞれ評価を行ない、感度と耐荷
重のバランスに配慮したセンサチップ設計を行なった。最
終的に、既存の3軸力センサと比較して耐荷重40%を維持
した上で、せん断力センサの感度を10倍に、圧力センサ
の感度を8倍にそれぞれ向上させた。

低消費電力化については、ピエゾ抵抗層を形成する際の
不純物のドープ濃度をコントロールし、センサの抵抗値を
高くすることで解決を図った。既存のMEMSセンサチップ
と比較して、標準チップで60%の消費電力削減に成功、さ
らに低消費電力に特化した設計のチップにおいては80%の
削減に成功した。これは消費電力を1/5に低減したことを
意味する。

２．日常生活下連続血圧測定システム
２-１血圧測定）

開発した3軸力センサ利用血圧推定方式の実力評価のた
め、既存の血圧推定手法であるトノメトリ式、脈波伝搬速
度方式、光電容積脈波方式、1軸（圧力のみ）方式との比
較を行った。実測血圧値との相関性は本研究開発成果の3
軸力センサ式が最も高く、その優位性が確認された。

図１　血圧推定能力比較結果

この研究成果は電気学会論文誌Ｅ（センサ・マイクロマ
シン部門誌、Vol.136(2016) No. 9）にタイトル「カフレス
血圧計測法を用いたウェアラブル血圧計測デバイス」とし
て発表済である。
２-２装着位置ズレ/押し付け量変化影響キャンセル）

人体をモデル化（数式化）し、装着位置と押し付け量の
変化を算出・キャンセル可能なアルゴリズム確立の可能性
を見出した。
２-３体動キャンセル

脈波計測用と体動検知用の3軸力センサを用い、各セン
サ取得信号を演算することで体動時も安定した脈波を取得
可能とした。

図２　体動キャンセル性能

開発された製品・技術のスペック

開発品１）小型・高感度・低消費電力3軸力センサ
MEMSチップ寸法：1.5mm×1.5mm
センサデバイス寸法：φ3mm 
Z軸方向感度：従来品比8倍
X/Y軸方向感度：従来品比10倍
消費電力：従来品比1/5

図３　センサ比較画像

開発品２）日常生活下連続血圧測定システム
開発品１を含む本研究開発成果をコア技術とする試作機

を作成。ウェアラブルデバイス展示会に出展済。

図４　ウェアラブル試作機画像
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27年度採択
補助事業

腕時計型連続血圧測定システム開発

研究開発期間 　平成 27 年度～平成 28 年度

分　　野 　測定計測

川下の抱える課題及びニーズ
◦医療分野に関する事項
生体親和性の向上及び人体にとって安心・安全な技術

高度化目標
主に小型化・軽量化による装着感の向上、機能複合化
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