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計画名

研究開発の要約

主たる技術

安全・安心なCPS(Cyber-Physical System)社会の実現には、利用者の生命・財産
が脅かされることがないように、社会インフラと宅内組込み機器が安全に連携され
形式手法を活用した組込みセキュリティ技 なければならず、川下企業では、機器間接続を前提としたセキュリティ対策が逼迫
術の確立と安全・安心なCPS 社会を支える の課題となっている。この解決のため、連携の中核となる無線通信ミドルウェアを 組込みソフトウェア
開発するとともに、宅内機器向けのセキュリティ要件分析方法や形式手法を用い
無線通信ミドルウェアの開発
た検証・保証方法も開発し、組込みセキュリティ技術を確立する。

環境汚染ガスを無害化するための、先進
的な光触媒分解処理システムの開発

ミネラル吸収促進作用を有する高機能甘
味料ＤＦＡⅣの製造技術開発

環境汚染ガスは、悪臭、化学物質、浮遊菌など様々有り、健康被害や大気汚染の
原因となる。近年、VＯＣガス排出が一部規制され、塗装業界で粉体塗料化など改
良が成された。しかし、有機溶媒等を用いる業態は排ガス処理が必要で、安価でメ
ンテナンス良好な処理法が求められる。そこで、分解能力が高く、安価で省エネル 塗装
ギーな光触媒処理システムの高度化を提案する。本分野は、未知用途を含め２５
０億円以上の市場価値と想定する
超高齢化社会の日本では、医療・介護の現場において高齢者や胃切除者の栄養
吸収力の低下に伴うミネラル不足は問題で対応が急務となっている。ミネラル吸収
促進作用に優れたオリゴ糖DFAⅣはこの課題を克服できる機能性を持つが、生産
性が悪く事業化に至っていなかった。本事業ではDFAⅣ製造効率を向上させて低 発酵
価格・高機能の機能性甘味料として製品化する事を目的に研究開発を行う。

川下産業では国産で安価なサイアロンを必要としているが、現状は全て輸入、価
格も非常に高い。そこで、本件は世界初の新型燃焼合成法＇特許（により市価の半
額以下で製造する技術を確立する。本件サイアロン使用のセラミックス射出機構内
新型燃焼合成法に基づく高品質・低価格サ 蔵ダイカスト機が開発できると、高品質の安価なダイカスト品が製造可能となる。ま
粉末冶金
イアロン製品の開発
た、新製法による粉末はLED等、他産業にも波及効果があり、世界戦略に絡めた
サイアロン市場開拓を目指す。
変動の大きな自然エネルギーの電力貯蔵用として利用が拡大しているナトリウム
－硫黄二次電池の使用済みの電池から回収される金属ナトリウムは不純物を含
み再利用できていない現状である。この金属ナトリウムを電解精製することで不純
使用済みナトリウム－硫黄二次電池から 物を取り除き、再利用可能な高純度金属ナトリウムとして工業的に回収できるプロ
高機能化学合成
のナトリウムの電解精製プロセス技術開発 セスおよび設備を技術開発する。

デジタルカメラや医療機器等に搭載される摺動部品等において、一層の複雑形状
化、小型・高精度化のニーズがあり、耐久性に優れ、低コストであることも求められ
ている。本事業はこれら課題に対応するため、高機能摺動部品におけるめっき皮
摺動部品の高機能化を可能とする環境負 膜の高硬度化、耐摩耗性の向上を実現し、低コストな無電解複合めっきの成膜技
めっき
荷低減・高耐久複合めっき技術の開発
術を確立する。併せて回収・再利用可能なめっき液の開発・実用化を目指すもので
ある。

新鋳造法による低コスト・高剛性ＭＭＣ製
造技術の開発

鋳造法によって製造されるＭＭＣ＇金属基複合体（は、その製造方法からセラミック
ス含有率を高められない欠点があり、高剛性、軽量等高機能で安価な材料を実現
できていなかった。従来不可能であったセラミックス高含有率ＭＭＣを安価に製造
する新鋳造法を開発して、電子部品チップマウンタや高速プレス機等工作機械製 鋳造
造業者が求める高速化に必須な材料を提供し、我が国の工作機械産業の国際競
争力強化に貢献する。

自動車産業では低コスト、軽量化、省エネが課題となっているので、厚板を用い段
差付フランジ面を持つ複雑3次元プレス部品を板鍛造プレス加工で製造する技術
板鍛造プレスにおけるフランジ移動技術の 開発を行う。板鍛造プレスにおけるフランジ移動および深絞り加工に関わる金型技
構築と自動車用複雑三次元形状プレス部 術の構築により、板鍛造プレス技術の高精度化を図り、それによる軽自動車クラス 金属プレス加工
のブレーキドラム部品、大型コネクターケーシングの市販化を目指す。
品の開発
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認定事業者名

主たる研究開
発の実施場所

株式会社ヴィッツ(愛知県)

株式会社ヴィッツ(愛知県)
アーク・システム・ソリューションズ株式
会社(北海道)
株式会社 iD(北海道)
株式会社テクノフェイス(北海道)

北海道

一般社団法人北海道発明協会(北海
道)

株式会社ホクエイ(北海道)

北海道

事業管理機関名

株式会社北海道バイオインダストリー 株式会社北海道バイオインダストリー
(北海道)
(北海道)

北海道

一般社団法人北海道発明協会(北海
道)

株式会社燃焼合成(静岡県)

北海道

一般社団法人北見工業技術センター
野村興産株式会社(東京都)
運営協会(北海道)

北海道

公益財団法人２１あおもり産業総合支
株式会社コーア＇青森県（
援センター＇青森県（

青森県

日本ファインセラミック株式会社＇宮城
株式会社インテリジェント・コスモス研
県（
究機構＇宮城県（
株式会社水沢軽合金鋳造所＇岩手県（

岩手県

株式会社北上オフィスプラザ＇岩手県（

株式会社ベスト＇岩手県（
川辺産業株式会社＇岩手県（

岩手県
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計画名

研究開発の要約

主たる技術

車両周辺に存在する歩行者を高精度に検出可能な装置をイスラエルのモービルア
イ社が１０年前世界に先駆け実用化し現在は独占的な地位を堅持している。今後
は自動制動装置との連携等、予防安全を実現する運転者支援機能の高度化が自
FIR-V ハイブリッドカメラを使った歩行者検 動車産業の発展における重要な技術要素となる事は疑念の余地はない。本研究
組込みソフトウェア
知装置の研究開発
は日本国産の世界トップレベルの車両周辺監視装置を開発することにより日本の
自動車産業の発展に貢献していくものである。

事業管理機関名

認定事業者名

地方独立行政法人岩手県工業技術セ
アイエスエス株式会社＇岩手県（
ンター＇岩手県（

自動車のHV/EV 化や住宅のスマートハウス化に伴い、実質的に使用できる蓄電
池領域を増やす為に、蓄電池へ入出力する広範囲の直流電流を高精度に測定で
きる電流センサデバイスのニーズが高まっている。磁気ヒステリシスのない新たな
蓄電池充放電管理用の高精度直流電流セ 磁心材料及び高速演算処理回路を用い、最適なセンシング構造を開発すること
電子部品・デバイスの 公益財団法人みやぎ産業振興機構
ンサの研究開発
＇宮城県（
で、ゼロ点でのドリフトが全くなく、高精度で直流電流が検出できる、実用レベルの 実装
電流センサを開発する。

東北電子工業株式会社＇宮城県（
匠ソリューションズ株式会社＇宮城県（
株式会社フェローテック＇東京都（

光通信用光デバイスの実装は，構成される光部品を順番に調整しながら筐体とな
る基板に一つ一つ接着する．この組立は，労働集約形のため生産工場が新興国
に移りつつあり，国内産業の衰退が始まっている．
光通信用光デバイス一括実装のためのプ 提案する基板は，我々がこれまで蓄積したノウハウと経験を基に，光軸調整でき
株式会社インテリジェント・コスモス研 株式会社ニュートン＇岩手県（
プラスチック成形加工
ラスチック成形基板の開発
究機構＇宮城県（
フレンテック株式会社＇神奈川県（
て，光路に樹脂が回り込まない工夫をした金型に光部品を一括で実装した後，一
気に樹脂を流し込み，光部品を超短時間で固定する新しい技術である．

画像処理による鮮魚用小骨検査システム
の開発

魚、食肉等の残骨検査はX 線平面画像を通して作業員の目視による異物や不良
品の透視検査が行われているが、作業員の肉体的負担増による微細な骨の検出
の見落としや、処理時間がかかるという課題がある。本提案は移動テーブル上の
検査物に対して照射角度の異なる複数X 線画像を同時撮影し、従来検出困難で 組込みソフトウェア
あった微細な骨や異物を位相限定相関法を主とする画像処理技術により立体的に
検出する魚・食肉等の自動残骨検出装置を開発する。

主たる研究開
発の実施場所

岩手県

宮城県

宮城県

株式会社インテリジェント・コスモス研 株式会社システムスクエア＇新潟県（
究機構＇宮城県（
有限会社桜井機械工業＇宮城県（

宮城県

協和精工株式会社＇秋田県（

協和精工株式会社＇秋田県（

秋田県

難加工薄板材のバリ無し打ち抜き加工技
術の開発

打ち抜き加工した金属部品の多くにはバリが発生し、特に薄板材ではバリの発生
を防止することが困難とされている。バリ取り処理を行わずに使用すると、さまざま
な不具合を引き起こす危険性があるため、川下企業からはバリの無い打ち抜き品
を求められている。そこで、難加工薄板材を対象にして、バリが発生しない打ち抜 金属プレス加工
き技術を開発する。

財団法人山形県産業技術振興機構
＇山形県（

株式会社ソルテック＇山形県（

山形県

リアルタイム自己校正型ロータリーエン
コーダ

工作機械や組み立てロボットの位置決め精度の高度化には、角度測定に広く用い
られているロータリエンコーダの高精度化が不可欠である。機器やロボットに組み
込んだ後は不可能と思われたロータリエンコーダの角度誤差をリアルタイムに評価
し、さらにその誤差補正まで行う低価格で小型な次世代ロータリエンコーダを研究 位置決め
し、角度制御の信頼性確保に貢献できる製品の研究開発を行う。

公益財団法人福島県産業振興セン
ター＇福島県（

ネミコン株式会社＇東京都（
エ・モーションシステム株式会社＇東京
都（

福島県

公益財団法人福島県産業振興セン
ター＇福島県（

東北ネヂ製造株式会社＇福島県（

福島県

無垢単結晶ダイヤモンド複数刃切削工具
の製造技術の開発

太径締結部品のミクロ加工制御技術の確
立

高付加価値の物作りとして金型素材を従来の鋼材から長寿命、高品質を求めて超
硬材への変更が進められている。超硬は難削材であるが単結晶ダイヤモンドエン
ドミルで直接加工が可能である為にダイヤ工具の需要が高い。しかし、加工の難し
さから単刃のみであり、製造時に発生するクラックの影響で刃先寿命が短く普及の 切削加工
妨げとなっている。本案件は複数刃工具の開発とクラックを電界砥粒研磨で除去
する新しい手法を開発するものである。

火力・風力などの重電機器に用いられる42φ 以上の太径締結部品は、高強度、高
品質、安全性のニーズが強いが、ＪＩＳに規格がない特注品のため非常に高コスト
となっている。本開発では①熱間鍛造と熱処理の匠の技、②ミクロ組織の解析技
術、③シミュレーション技術の融合によりミクロレベルでの加工制御技術を確立し、 熱処理
強度保証、低コストの太径締結部品を開発し、国内プラントメーカー、さらに世界的
企業への拡販を狙いとする。
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研究開発の要約

主たる技術

厳しい環境で稼動する各種ロボットが実時間で環境認識に使用できる世界初の小
型軽量で低コストの３次元レーザセンサの開発。
ロボットは環境マップ上で定められた経路を正しく安全に自律移動するために、移
屋外移動ロボットのリアルタイム自己位置 動中もリアルタイムで自己位置と障害物を認識する必要がある。そこでロボットに
位置決め
認識用３次元レーザセンサの開発
容易に搭載できる小型軽量で太陽光や雤などの外乱に強く屋外でも使用できる低
コストの環境形状認識用３次元レーザセンサを開発する。

熱粘弾性加飾フィルム融着法による光機
能性樹脂成形部品の開発

銅製EV急速充電用コネクタ端子における
冷間鍛造による加工技術の開発

事業管理機関名

株式会社つくば研究支援センター(茨
城県)

認定事業者名

北陽電機株式会社(大阪府)

ドアハンドルなどの自動車外装部品のメタリック装飾は、樹脂成形品への湿式化
学めっき法が主流である。このめっき法はプロセスが長く、薬液処理のため、コスト
高、地球環境汚染や地球温暖化への課題がある。この解決のため熱粘弾性加飾
フィルム融着法による、めっき代替のメタリック装飾自動車外装部品の製法を開発 プラスチック成形加工 公益財団法人茨城県中小企業振興公 株式会社宏機製作所(茨城県)
社(茨城県)
する。化学めっきでは不可能な、LED光透過電飾や自然光による光彩機能を持つ
自動車用光機能部品の開発を目指す。
本提案では、冷間鍛造技術を高度化させ、複雑形状を有する「銅製EV急速充電用
コネクタ端子」のニアネットシェイプ成形による高精度加工技術を開発する。このこ
とで、95％以上の材料歩留率と10秒／個以内のサイクルタイム、及び、従来法に
比較し60％以上の製造コスト削減を実現する。さらに、各工程の自動化、迅速化、 鍛造
連続化を図り、充電コネクタの量産技術を構築し、我が国のＥＶの普及とＥＶ事業
の国際競争力強化に資する。

公益財団法人茨城県中小企業振興公
大川精螺工業株式会社(東京都)
社(茨城県)

角形チップ用のレジスト塗布装置と現像装置およびマイクロめっき技術の開発を行
う。これにより角形チップ単位でのリソグラフィ加工を実現し、デバイスの3次元実装
技術の研究開発コストの低減とデバイス生産工期の短縮を可能にする。市場導入
角形チップ用フォトレジスト塗布装置・現像 に向けて角形チップ・サイズは、10㎜×10㎜の基板に対応できる装置を開発する。 電子部品・デバイスの 社団法人研究産業・産業技術振興協
リソテックジャパン株式会社(埼玉県)
装置の開発
実装
会(東京都)

半導体市場において多品種尐量生産のニーズが一層高まる中、革新的製造プロ
セスの切り札として「ミニマルファブ」の開発が進みつつある。小型化された数百台
の装置を製造工程に合わせて並び替えることが革新性の根幹の一つであるが、装
ミニマル半導体装置共通プラットフォーム 置の精密位置決め・強固な固定・並び替え設置技術は確立されていない。本提案
位置決め
の開発
はこの問題を解決する為装置共通プラットフォームを開発する。これにより次世代
型半導体製造システムを現実のものとし、日本半導体産業の復活再生に寄与す
る。
電気自動車用モータは、広範な環境下で高い信頼性と小型で高出力な性能を得る
ため、その構成部品には高い精度が必要とされる。特に最近では厚さ1.2mm以下
の薄肉ディスク形状で、極限まで精度を高めた部品が要求されてきた。
電気自動車用薄肉形状部品の研磨レス超 従来この薄肉部品は、研削・研磨加工で得られてきたが、本研究開発では、従来
切削加工
精密切削加工技術の開発
工法に比べて、製作時間１／１５、加工単価１／１０を実現する研磨レス超精密切
削加工技術及び加工品の精密な計測技術を確立する。
航空機構造部材は炭素繊維強化プラスチック(以下CFRP)への移行が進んでい
る。CFRPは経糸と緯糸が90度で交わる従来の二軸織物と±45度のバイアス織物
に樹脂を含浸させたプリプレグを積層し製造される。炭素繊維バイアス織物は現行
航空機用炭素繊維連続バイアス織物製織 の技術では製織できず二軸織物を斜めにカットして用いている。本事業ではトー
繊維加工
装置の開発
ションレース機の製織原理を応用し炭素繊維連続バイアス織物を直接製織可能な
装置開発と製織技術の確立を行う。

微細加工技術を用いたシリンジ一体型樹
脂製注射針の開発

世界的に流行している新型インフルエンザなどの感染症に対して、予防対策として
ワクチン接種の需要が増大している。川下企業からは高機能で低コストの医療器
具の開発が強く求められている。本研究は安価なオール樹脂製の注射器一体型
注射針を開発するものである。従来技術では金型加工・成形加工ともに微細化が 金型
追いつかず、製品化できていない。本研究では主に微細化技術＇金型（を高度化さ
せて世界初の医療器具の開発を目指す。
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サンヨー株式会社(群馬県)

サンヨー株式会社(群馬県)

主たる研究開
発の実施場所

茨城県

茨城県

茨城県

茨城県

群馬県

一般財団法人地域産学官連携ものづ
株式会社山岸製作所(群馬県)
くり研究機構(群馬県)

群馬県

特定非営利活動法人北関東産官学研
株式会社市川鉄工(群馬県)
究会(群馬県)

群馬県

公益財団法人群馬県産業支援機構
(群馬県)

群馬県

株式会社一倉製作所(群馬県)

H24.8.21

平成２４年度 戦略的基盤技術高度化支援事業 採択一覧

計画名

研究開発の要約

主たる技術

特殊金属からなる固体酸化物形燃料電池＇以下、ＳＯＦＣ（のインターコネクタや、
各種センサの検知部の微細なスリット加工は、従来エッチングにより行われてきた
が、生産性やコストの問題からプレスへの転換が期待されている。しかし、プレス
エッチングに替わる薄板難加工材の微細・ のみでは、バリや破断面が残るため、後工程で余分なコストのかかる化学処理が
金属プレス加工
高精度プレス加工技術の開発
必要である。本提案では、プレス後の化学処理を不要とする微細・高精度プレス加
工技術を確立する。

超高速・低温フレームを特徴とする衝撃焼
結被覆技術を用いた、溶融相を持たない昇
華性材料、窒化アルミニウム＇AIN)溶射皮
膜形成技術の開発

ロボット搭載型高機能シーム溶接機の開
発

現在、半導体製造業では、セラミックヒーターや静電チャック等のウェハ保持部品
において、フッ素系腐食雰囲気中でプラズマを受け基材の劣化を招き、装置内に
不純物が混入してしまう問題が起きている。この問題を解決すべく、基材上へのＡｌ
Ｎ溶射の検討を行う。具体的には、ＡｌＮの特性である、耐プラズマ性・熱伝導性＇放 溶射・蒸着
熱性（を皮膜として効果を持たせ、基材表面に吹くことにより部品の機能を向上さ
せることを目的とする。
自動車メーカーの喫緊の課題は、車体を更に軽量化することであり、生産ラインに
導入＇ロボットに搭載（可能で、且つアルミ材を連続溶接して接合強度を上げる溶
接機の開発要請が強い。本開発では、溶接トランスの大幅な小型軽量化の実現な
どにより、世界で初めての『ロボット搭載型アルミ材向けシーム＇連続（溶接機』を開 溶接
発し、実用的な連続溶接によるアルミ材の薄板化を実現、日本車の国際的な競争
力向上につなげる。

事業管理機関名

熱可塑性CFRPによる車載用大型複雑形
状製品の成形技術の開発

炭素繊維複合材料＇CFRP（は軽量で高強度な構造材料として、航空機への適用が
本格的に開始されているが、同様の軽量化が嘱望され大きな需要が見込まれる自
動車への適用は、期待したほど進展していない。これには熱硬化性タイプでは成
形時間が長く量産性に乏しいことが足枷となってきた。
繊維加工
本提案は、量産性に優れる熱可塑性タイプを用い、車載用大型複雑形状製品を既
存の金属プレス機で製造する技術の確立を目的とする。

自動車、産業機器で使われる粉末冶金の生産工程を改善し、製品の高機能化・生
産工程の省エネルギー化に貢献する。その手法は、従来の粉末圧縮工程で金属
粉原料に混合する粉体・潤滑剤に代え、金型潤滑用の高性能潤滑油と微量均一
金属粉末成形用の金型潤滑油と塗布シス 塗布する技術を開発することである。この新技術は①高密度化＇約5%（の高機能化
粉末冶金
テムの開発
②潤滑剤を除去する予熱部の短縮化・省エネルギー化と③潤滑剤の分解物激減
＇約9割（を通した環境改善に貢献する。

放熱特性を向上させる周期的凹凸構造を
持つ立体塗装技術の開発

自動車業界のプラスチック部品、特にヘッドランプのリフレクターやハウジングの放
熱改善が求められている。放熱特性を向上するには、放射やプラスチックの熱伝
導特性をアップするよりも周期的な凹凸構造をプラスチック表面に付与することが
有効である。骨材・塗料の吐出量を独立に制御して、プラスチック表面に熱伝達特 塗装
性を改善する周期的な凹凸構造を形成可能な立体塗装技術を開発し、ヘッドラン
プの放熱特性を改善する。
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主たる研究開
発の実施場所

公益財団法人群馬県産業支援機構
(群馬県)

石関プレシジョン株式会社(群馬県)

群馬県

財団法人群馬県産業支援機構(群馬
県)

リバストン工業株式会社(埼玉県)

群馬県

ART-HIKARI株式会社(群馬県)

ＡＲＴ－ＨＩＫＡＲＩ株式会社(群馬県)

群馬県

株式会社ペリテック(群馬県)

群馬県

株式会社秋葉ダイカスト工業所(群馬
県)

群馬県

ＥＭＣ対策に不可欠な遠方ノイズ計測は、現状では大型設備の電波暗室での測定
が唯一の方法であるが、高コスト・非効率ゆえに製品開発の障害となっている。本
研究では、近傍ノイズ計測のみで遠方ノイズを高精度に推測する世界初のシステ
EMC対策を効率化する遠方電磁界の推測 ムを開発し電波暗室の使用を最小限に止めることで、開発スピードの大幅向上と 電子部品・デバイスの
テクノアルファ株式会社(東京都)
機能を搭載した事前検証システムの開発 小型・高集積化・低コスト化を実現し、電子化が著しい自動車、医療機器、ロボット 実装
分野等で貢献することを目的とする。
近年、情報通信や自動車分野の発展に伴いＡｌ合金とSiC粉末の複合材＇Ａｌ-SiCp（
の薄板が高熱伝導／低熱膨張／高剛性／軽量であるため、電子回路の放熱板や
電気自動車のＩＧＢＴ基板として世界的規模での使用増が見込まれている。しかし、
高速双ロール式縦型鋳造法による難加工 薄板化の多工程と高価格がネックであるため、独自の双ロール式縦型鋳造技術を
鋳造
性高機能薄板の革新的製造技術の確立 用い革新的省工程と５０％以上の製造コストの削減を実現し、この分野での日本
の優位性を確立する。

認定事業者名

公益財団法人群馬県産業支援機構
(群馬県)

一般財団法人地域産学官連携ものづ
株式会社浅野(群馬県)
くり研究機構(群馬県)

財団法人埼玉県産業振興公社(埼玉
県)

株式会社青木科学研究所(東京都)
ポーライト株式会社(埼玉県)
Ｒ－ＧＯＴ株式会社(東京都)

タマティーエルオー株式会社(東京都) 有限会社久保井塗装工業所(埼玉県)

群馬県

埼玉県

埼玉県

H24.8.21

平成２４年度 戦略的基盤技術高度化支援事業 採択一覧

計画名

研究開発の要約

主たる技術

自動車駆動系中空部品には、軽量化と強度という相反する性能を満足するため
に、薄肉部と厚肉部が混在する複雑な形状が求められる。従来のプレス加工では
この形状が製造できないため、ロータリースウェージングや摩擦圧接といった高コ
自動車駆動系中空部品のプレス・鍛造複 スト加工法により製造されていた。本提案では、プレスと鍛造の複合加工により、こ
金属プレス加工
合成形による軽量・低コスト化技術の開発 の形状の成形を可能にすると同時に、３部品一体化により、更なる低コスト化を図
るものである。

新冷凍システム技術による魚介類の高品
質・低コスト省エネ凍結システムの開発

高強度スクロール部品用のマグネシウム
鍛造工法開発

世界初の中間酸化膜による新型NDフィル
ター及び一体型NDIRカットフィルターの開
発

現在高付加価値化が望める殻付牡蠣などの凍結はできなかった。そこで、過冷却
現象を利用した超低温急速凍結方法により高品質な凍結を行うことを達成する。こ
れによりブランド化と通年供給による市場開拓の道が開け新たな雇用創出が可能
となる。また、温度および風量制御における凍結プロセスの研究を行い、高品質化 冷凍空調
と凍結時間の10％の削減および15％の省エネルギー化を行い温室効果ガス削減
の一助となりうる技術開発を達成する。
圧縮機部品のマグネシウム合金化に向けて圧縮機構部品の鍛造用素材および鍛
造工法の開発を行う。鍛造工法開発においては、シミュレーションを活用した工法
開発と金型設計を行い、最速リードタイムで顧客＇川下製造業（に提供することを目
標とする。
鍛造

高精細・高感度化が進んでいるカメラの特性を生かすために、日中は減光フィル
ター＇以後ＮＤフィルターと称す（＇専門用語等の解説－①（と呼ばれるフィルターを
併用しているが、現状供給されている物は分光特性が悪く、高価で供給能力も尐
ない。弊社では新型ＮＤフィルターの開発を行い、特許化に至った。それを量産化 溶射・蒸着
するために、世界初の中間酸化膜を制御する成膜法に着目し、複合化も含め実用
化に向けて更に開発を行う。

医療分野では、国立大学や企業とコンソシアムを組んだJST育成研究の課題「凍
結治療装置開発」＇礒田プロジェクト（の成果＇動物実験終了（を踏まえて、3年後の
臨床試験に向けた最新の凍結プローブの完成が急務である。株式会社タイショー
凍結治療用凍結プローブの加工技術及び は、精密切削及び精密溶接などの加工技術を高度化し、難削材・新素材の加工技
切削加工
凍結技術の開発
術を確立し、この高度化加工技術により試作された凍結プローブで最終試験を受
けて、操作性、安全性、原価低減を目指す
一つの電極から発生したプラズマを複数に分岐し、溶射材料をノズル先端の中心
から軸方向に噴出し、複数のプラズマで包み込む技術を世界で初めて開発した。
この結果、溶射の電力、材料、時間コストを低減出来、且つ高速化による緻密な皮
高性能皮膜を高歩留まりで施工できるプラ 膜や、外気と接触を抑制し酸化を抑えた皮膜が期待できる。又、従来使用出来な
溶射・蒸着
ズマ溶射トーチの開発
かった液体材料が使用できる。本開発で半導体、航空宇宙、印刷機械・製紙機械
分野からの高性能皮膜の要求に取組む。

CVD多結晶ダイヤモンド皮膜を用いたメカ
ニカルシールの開発

軸封装置のメカニカルシールは、石油業界や化学プラント、半導体業界向けにポ
ンプ及び攪拌等の産業機械に適用されている。産業機械の小型・高速化・大容量
化のニーズに伴い、メカニカルシールの使用条件が高速、高荷重へとますます過
酷なものとなっている。本提案では、耐摩耗性などの優れた特性を有しているCVD 溶射・蒸着
多結晶ダイヤモンドをシール部材に適用することで、従来材料で実現が困難な
ニーズに対応することが可能となる。

独自開発した従来同等以上の機械的強度を有する緩むことの無いネジ締結体「Ｌ
／Ｒネジ」を量産する技術の開発である。５軸マシニングセンタ加工等の３次元切
削技術を利用したＬ／Ｒネジは既に開発しているが、今回は極めて低コストで市場
緩むことのないネジ締結体「L/R ネジ」の塑 投入するための転造及び鍛造プロセスの開発である。開発のポイントは、螺旋構
部材の締結
性加工技術の高度化開発
造を持たないボルトボディの形成を転造により実現する事であり、振動や衝撃、熱
サイクル等に係る産業上の効果は大きい。

5/17

事業管理機関名

認定事業者名

特定非営利活動法人北関東産官学研
株式会社ユーケー(広島県)
究会(群馬県)

主たる研究開
発の実施場所

埼玉県

財団法人埼玉県産業振興公社(埼玉
県)

中山エンジニヤリング株式会社(埼玉
県)
株式会社エコニクス(北海道)

埼玉県

M＆Dテクノ研究協同組合(群馬県)

旭産業株式会社(埼玉県)
蔵前産業株式会社(群馬県)
株式会社田中製作所(群馬県)

埼玉県

財団法人埼玉県産業振興公社(埼玉
県)

株式会社タナカ技研(東京都)

埼玉県

株式会社タイショー(埼玉県)

株式会社タイショー(埼玉県)

埼玉県

シンワ工業株式会社(東京都)

シンワ工業株式会社(東京都)

千葉県

地方独立行政法人東京都立産業技術 株式会社タンケンシールセーコウ(東
研究センター(東京都)
京都)

東京都

タマティーエルオー株式会社(東京都) 株式会社NejiLaw(東京都)

東京都

H24.8.21

平成２４年度 戦略的基盤技術高度化支援事業 採択一覧

計画名

研究開発の要約

主たる技術

世界の自動車業界は、燃費改善の計測として実車オンロード試験の規格化を論議
している。この為には自動車部品のクランクポジションセンサの出力信号を計測用
のロータリーエンコーダ相当に変換する高精度逓倍器が必要となる。現状の逓倍
自動車エンジン燃焼解析用逓倍器の高精 器の計測精度は２％であるが、要求は０．２％である。本事業では、組込みソフト
組込みソフトウェア
度化技術の研究開発
ウェアと数理モデルを駆使して高精度逓倍器を開発し、試験の国際的統一化を主
導し国際競争力アップにも貢献する。
自動車業界が求める、潤滑油最尐利用条件下で燃費大幅削減を実現する、ピスト
ン内面・ピストンリングへのマイクロテクスチュア形成、およびる光学フイルム、光
学素子メーカーが要請する光学素子への急峻な複雑形状ユニットの微細パターン
空間位相制御レーザー加工によるマイクロ 形成のためのレーザー加工法を開発する。多軸制御・レーザー加工パス制御に加
切削加工
テクスチュア技術の開発
えて、極短パルスレーザーの位相制御技術により、短時間・高精度での多重・複雑
形状創成を行う。

多糖類パラミロンの高度培養生産技術及
び利用に関する研究開発

SOFCアノードガス再循環用次世代ブロワ
の開発

多数個取り曲面ナノインプリント装置の開
発

アダプティブ接合技術による携帯電話・ス
マートメータの完全防水化

微細藻類の一種であるユーグレナに含まれる多糖類のパラミロンは、メタボリック
シンドロームや花粉症等のアレルギー疾患の症状緩和に有効である知見が得ら
れている。発酵技術の開発により、含有率を増加させ、パラミロンを単離抽出・精
製し、有用な糖類の生産技術を開発する、また、パラミロンの新規食材としての機 発酵
能性･生理活性を培養細胞実験・動物試験などにより評価し、科学的エビデンスを
蓄積し市場を確立する。
現状の家庭用など小容量SOFC型熱併給式燃料電池の発電効率は45％で熱主電
従型であるため、総合効率、発電コストは湯の使用量に大きく依存する。一方、高
温ブロワによって高温アノードガスを再循環させる方式のSOFC型燃料電池は発電
効率が約60％と新鋭火力発電所を凌駕し、発電のみでも十分経済性がでる。本計 動力伝達
画では小容量の本方式実用化のキーである高温ブロワの小型・軽量化、高効率
化、長寿命化を実現し、その実用化を加速する。

アトセンス株式会社(東京都)

認定事業者名

アトセンス株式会社(東京都)

東京都

東京都

株式会社ユーグレナ(東京都)

株式会社ユーグレナ(東京都)

東京都

よこはまティーエルオー株式会社(神
奈川県)

株式会社キャップ(神奈川県)

神奈川県

ＮＥＣが世界の携帯電話市場で差別化する上で、完全防水機能の高度化は喫緊
の課題である。東光東芝メータシステムズが開発を進める、スマートメータは、雤
水・積雪・高温高湿度環境でも健全に稼働する完全防水機能が不可欠となる。開
閉頻度の多い部位の完全防水性を、異種ポリマープライヤー技術とマイクロテクス プラスチック成形加工 三光ライト工業株式会社(神奈川県)
チュア技術とにより実現し、ＬＩＭ成形プロセスの最適化により、歩留まりを大幅に
向上させる高い生産性を獲得する。

よこはまティーエルオー株式会社(神
奈川県)

ハイブリット車や電気自動車など＇電動車（の電源が従来の12Vバッテリー系低電
圧電源から200V～400V系高電圧電源系統になりつつある。自動車業界は電気事
故対策のため、厳しい環境条件で耐用年数が15年程度(現状は10年)で、30%小型
化した電圧(最大1000V)、電流(最大400A)、遮断エネルギー＇現状の1/6程度（直流 電子部品・デバイスの 財団法人埼玉県産業振興公社(埼玉
実装
県)
ヒューズを必要としている。本申請で、これを満足するヒューズを開発する。
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主たる研究開
発の実施場所

株式会社キャンパスクリエイト(東京都) 株式会社リプス･ワークス(東京都)

光学機器、光通信産業分野では高度情報化社会に対応すべく、光学レンズの高
機能化が求められている。現状はレンズ表面への多層膜形成により対応している
が、性能面及びコスト面で限界を迎えている。本開発はナノインプリント技術を高度
化することにより、様々なレンズへの無反射微細構造加工を低コストで可能にする プラスチック成形加工 株式会社キャンパスクリエイト(東京都) SCIVAX株式会社(神奈川県)
多数個取り曲面ナノインプリント技術を開発し、国内同産業の世界的競争力向上を
目指すものである。

抗菌技術において、環境保全・生態安全性を高めるニーズはあるが、無機系抗菌
技術ではヒトの体や環境に対する負荷が高く、薬剤では耐性菌の発生につなが
病原菌の自己融解を誘導する生分解性高 り、従来技術では限界がある。本開発では、有害な加工薬剤に代えて、我々が開
分子ナノポリマーを用いた新抗菌用品の創 発した新規抗菌機序を持つ抗菌性ナノポリマーを用い、この抗菌機能を十全に発 繊維加工
揮できる繊維との複合化技術を開発して、生体・生態系に優しく薬剤耐性を生じな
製とグリーン・ライフイノベーション展開
い新たな抗菌繊維加工技術の確立を目指す。

電動車用高性能・高電圧直流用新型
ヒューズの開発

事業管理機関名

神奈川県

三光ライト工業株式会社(神奈川県)

神奈川県

株式会社ナノカム(神奈川県)

神奈川県

株式会社宇都宮電機製作所(東京都)

神奈川県
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認定事業者名

主たる研究開
発の実施場所

ケイセイエンジニアリング株式会社(新
潟県)

新潟県

財団法人にいがた産業創造機構(新
潟県)

株式会社山口製作所(新潟県)

新潟県

財団法人にいがた産業創造機構(新
潟県)

清水工業株式会社(新潟県)

新潟県

公益財団法人長野県テクノ財団(長野
協全商事株式会社(長野県)
県)

長野県

電気自動車向けIGBT用高性能ヒートシン
ク成形用金型の開発

電気自動車の急速な高性能化に伴いパワー半導体ＩＧＢＴも大幅な発熱量増加と
なり、ＩＧＢＴ用冷却機構についても大幅な冷却特性の向上と小型・低コストが求め
られている。これらの課題を解決するために冷却機構のキーデバイスであるヒート
シンクに於いて、成形用金型と成形技術の高度化により、従来品に比べて大幅な 金型
冷却効率向上・小型・低コストを目指したヒートシンク加工の生産技術を確立する。

公益財団法人長野県テクノ財団(長野
中村製作所株式会社(長野県)
県)

長野県

温間順送複合プレスによる難加工材の高
効率生産技術開発

従来の順送プレスに温間・熱間工程を組入れ、温・熱間加工を複合させ各々の特
徴である冷間の高精度、温熱間の高成形性、順送プレスの高速加工を併せ持つプ
レス技術を開発して従来、加工が困難であった、難加工材の高効率生産技術を開
発する。さらに、温間・熱間工程で使用する加熱方式を冷間順送プレスへ水平展 金属プレス加工
開してプレス機内もしくは機外で連結し、焼入れ・焼戻し等の可能性を探る。

公益財団法人長野県テクノ財団(長野
日進精機株式会社(東京都)
県)

長野県

公益財団法人長野県テクノ財団(長野
高島産業株式会社(長野県)
県)

長野県

株式会社信州TLO(長野県)

長野県

計画名

研究開発の要約

主たる技術

事業管理機関名

従来の金属製縫合針は正確な湾曲を再現できない。プラスチック針による製造技
術を確立すると正確な湾曲，先端後端形状を成形することができる。これを実現す
るにはポリマーアロイ化技術を高度化し、生体親和性の高い新材料を開発する必
生体適合性プラスチック材料を用いた革新 要が有る。これにより、医師が用いる際、縫合時の違和感を解消することができる
財団法人燕三条地場産業振興セン
プラスチック成形加工
的医療用縫合針の研究開発
ター(新潟県)
革新的製品を生み出す手段を提供する事が出来る技術となり、性能やコスト面に
おける市場への対抗力を獲得する。

リチウムイオン電池用タブリードの高精度
せん断加工技術の開発

電気自動車等に採用されているラミネート型リチウムイオン電池のタブリードには
純アルミや純銅の焼きなまし材が使用されており、極軟質材のためキズや反りが
発生しやすく、高精度・高品質なタブリードを低コストで量産することは難しい。そこ
で焼結ダイヤモンドを使用したゼロクリアランス金型および高精度レベラー等の新 金属プレス加工
しい技術を開発し、この極軟質金属薄板を高精度・バリなしでせん断加工する技術
を確立する。

自動車エンジンのタイミングチェーンテンション調整機構部品は、従来CrMo鋼を用
い、切削加工で製造している。本開発はこの部品の材質をステンレス鋼に転換して
絞り加工により製造するもので、セラミック金型を用い、無潤滑、洗浄レスの加工を
セラミックを用いたステンレス鋼板の温間ド 実現する。また加工温度を制御することで材料の変態を抑えて製品仕様を満足さ
金属プレス加工
ライ絞りしごき加工法の開発
せる。これらの実現により、環境負荷を低減するとともに、従来製品に比べ、1/5の
低コストを達成する。
従来は殆ど連携がなかった長野県を代表するリンゴ、キノコ、畜産の各産業。リン
ゴ粕は酸化等で取扱い難度が高く廃棄か焼却、キノコ培地は材料の輸入依存度
が高くキノコ栽培後は高コストでの廃棄又は堆肥化、畜産も同様に飼料の輸入依
発酵活用でリンゴ加工残渣のキノコ培地化 存度が高く、いずれの課題も経営を圧迫し緊急を要す。地域で大量に発生する未
発酵
と廃培地の高機能飼料化
利用バイオマス等、各産業で抱えている課題を発酵関連技術で解決する事と各産
業間の連携で環境負荷の大幅低減を図る。

超音波プレス加工を用いた医療機器の実
用化

医療機器業界では、低侵襲治療の要求からカテーテルや手術器具に於いて低コ
ストで信頼性、安全性の高い微細な金属部品が求められており、それには塑性加
工が適している。しかし、微細形状が現状の塑性加工限界を超えており、対応でき
ていない。全く新しい概念の、超音波を用いたプレス加工技術を研究開発し、微細 金属プレス加工
形状の成形を可能とし、医療機器用の微細・複雑な金属部品を信頼性、安全性を
保証して供給する技術を確立する

病院内における感染は大きな社会問題であるが、従来の殺菌剤では十分な対策
ができていない。実施機関では画期的な殺菌材料であるｅａｒｔｈｐｌｕｓを既に開発し
ているが、川下企業である医療機材販売企業から、接触感染対策のために、より
医療関連感染対策材料の開発と材料を活 強力な殺菌力と樹脂フィルム上への皮膜形成が求められている。そこで、本殺菌
かす溶射技術の開発
材料に適した高速度溶射法を開発し、殺菌力の高い新原材料の開発と、樹脂フィ
ルムへの成膜を実現させる。

7/17

溶射・蒸着

株式会社信州セラミックス(長野県)
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計画名

研究開発の要約

主たる技術

ゴム材料の飛躍的性能向上を達成したナノ立体構造＇セル（による新たな補強効
果理論を持つCNT複合材であるセルレーションゴム材料は各分野での応用が期待
されるが、セルの持つ配向性、難流動性により、従来技術ではセル配向制御・複雑
セル配向制御のための最新金型技術の実 形状化が不可能であった。本開発ではCNT複合材の持つナノ立体構造制御つま
金型
用開発
り、セル配向を制御可能とし当該難流動性材料を量産対応可能な金型技術、流動
解析・構造解析技術の開発を実施する。

事業管理機関名

認定事業者名

公益財団法人長野県テクノ財団(長野
興和ゴム工業株式会社(長野県)
県)

自動車のモーター制御、再生エネルギー活用等に向けて、低電力・高温動作可能
な次世代パワー半導体が期待されている。半導体の接続に用いられるはんだは、
次世代パワー半導体のための金属微粉末 高温時に熱歪や金属間化合物起因の損傷が生成するため、良好な信頼性を保つ
電子部品・デバイスの
を用いた低温焼結接合技術と製造装置の ことが難しい。本研究は、銀・錫等の金属微粉末ペーストに圧力とはんだの融点よ
アルファーデザイン株式会社(長野県) アルファーデザイン株式会社(長野県)
り低い温度を加えながら焼結することにより、耐熱性が高く良好な電気・熱特性を 実装
開発
有する接続技術とそれを実現する製造技術の確立を目指す。
織物産業では快適性や安全性等に対するユーザーからの要求水準の高度化が進
展しており、耐久性を持った高度高次加工が求められている。当該研究開発では
これらのニーズに対応するため、大気圧下の局所の時空間において超臨界CO2ク
CO２クラスタージェットによる連続式表面改 ラスターを発生させ連続的に繊維高分子表層部内に機能性物質を注入する装置
繊維加工
質処理装置の開発
の開発を行い、耐洗濯性、耐摩擦性などの消費科学性能に優れた抗菌、防ダニ、
消臭、芳香性等の機能性加工技術の確立を目指す。
高速フレーム・サスペンション溶射による、均一で緻密かつ高密着力を有する溶射
皮膜を形成する技術を開発し、硫酸バリウムを用いた高強度・高耐候性な拡散反
高速フレーム・サスペンション溶射法による 射面を持つ積分球の作製技術を確立する。これらの研究開発により、強度の弱さ
高強度・高耐候性拡散反射面を持つ積分 や環境要因による経年変化などの脆弱性が大きな問題となっていた従来型＇塗装 溶射・蒸着
技術（の積分球の問題点を解決すると共に、長寿命化・維持管理の軽減に貢献す
球の開発
る新しい拡散反射面の作製技術を実現する。

株式会社豊橋キャンパスイノベーショ
株式会社オプトコム(静岡県)
ン(愛知県)

静岡県

株式会社浜名湖国際頭脳センター(静
株式会社三幸製作所(静岡県)
岡県)

ハイブリッドカーの速度コントロールには IGBT と呼ばれる半導体素子 が使用され
ている。従来は Si 半導体を用いてきたが、 変換効率の高さと耐熱温度に優れる
SiC 半導体 に代わろうとしている。その場合、絶縁セラミックスと回路基板の接合
及び回路基板と冷却板の接合には、耐熱性と信頼の高い接合技術開発が必要と 電子部品・デバイスの 公益財団法人静岡県産業振興財団
(静岡県)
なる。そこで、ホットプレスを用いた拡散溶融接合法による新規接合方法 で高信頼 実装
性の冷却基板を開発する。
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長野県

山梨県

LSIデバイス接続技術においては、低加重・低温でチップ間接続が実現できる円
錐・角錐形状の微細先鋭バンプが、次世代３次元実装技術として有望である。従
来、先鋭バンプは、電子顕微鏡を形状観察に用いるが、光学的に高速検査できる
３次元LSI積層実装技術に対応した微細先 技術はない。微細先鋭バンプ・接続技術の実用化には、バンプ形状検査技術の確 電子部品・デバイスの 株式会社浜名湖国際頭脳センター(静
ソフトワークス株式会社(静岡県)
鋭バンプ検査装置の開発
岡県)
立が不可欠であり、スタッドバンプ形状検査装置の技術に基づいて微細先鋭バン 実装
プ形状検査装置を開発する。

拡散接合法によるSiC素子用高信頼性冷
却＇放熱（基板の開発

長野県

高山織物整理株式会社(山梨県)
特定非営利活動法人ものづくり支援機
株式会社昭栄技研(山梨県)
構(山梨県)
有限会社オサカベ(山梨県)

一般的なプラスチック成形は金型に熔解した樹脂材料を流し込み金型内で材料が
冷えることで凝固させ成形が行われる。この工程で金型の温度調整が悪いと製品
に「ひずみ」などが発生し不良品になる。これは金型の温度調整用の水路にスケー
プラスチック成形に於ける温度調整用水系 ル＇コンクリートの様な物質（が付着することが主要原因である。また、現状では優
株式会社浜名湖国際頭脳センター(静 イノベーティブ・デザイン&テクノロジー
プラスチック成形加工
のスケール、錆の除去装置の開発
岡県)
株式会社(静岡県)
れた対応技術が無い。本開発では、電解技術を用い強いスケール除去効果を発
揮する装置の開発を行う。
自動車産業では環境負荷軽減の為の軽量化への要請が高い。アルミダイキャスト
を金属プレス加工で代替することで大幅な軽量化・低コスト化が実現されるが、強
高機能・低コスト・軽量化のための高板厚 度・剛性を維持するには、厚さ４～５ｍｍほどの高板厚ハイテン材によるプレス・溶
ハイテン材プレス加工と溶接の高度化技術 接加工が必要となる。本事業では高板厚ハイテン材の素材特性を考慮し、高機
金属プレス加工
能・低コスト化・軽量化のための高板厚ハイテン材のプレス加工技術及び溶接加
開発
工技術の高度化を実現する。

主たる研究開
発の実施場所

株式会社FJコンポジット(静岡県)

静岡県

静岡県

静岡県

静岡県
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計画名

研究開発の要約

主たる技術

本研究開発では、安心・安全・低侵襲な外科手術を支援する世界初となる「狭くて
深い術野でも使用できる３Ｄ超音波診断装置」の実現を目標とし、これまで浜松医
科大学主導の医工連携体制で試作開発完了した吸引管型超音波プローブによる
低侵襲内視鏡および顕微鏡手術支援3D超 Ｂモード＇2次元（超音波診断装置の技術成果を活用し、本多電子㈱の超音波技術
組込みソフトウェア
音波診断装置の開発
と㈱ゾディアックの3D画像処理技術を活用し、内視鏡および顕微鏡手術に利用可
能な3D超音波診断装置を開発する。
現状の人工乳房は熟練者の手作業によるカスタムメイドのため、高コストで製作期
間が長くかつ頻繁な乳房露出を要求され、患者の精神的負担が大きいという問題
点がある。本研究では乳房の写真画像からその形状と色を同時にデジタルデータ
人工乳房の写真計測とその画像処理に基 として取出す新しい画像処理技術を実現することにより、現状の手作業依存の煩
組込みソフトウェア
づくデジタル製作プロセスの研究開発
雑な人工乳房製作をデジタル技術で革新し、量産可能でかつ患者にも優しいデジ
タル一貫製作プロセスを確立する。
次世代自動車やサービスロボットは、エネルギー利用効率化・利便性向上を目指
して、社会インフラとの連携統合が進んでいる。しかし、セキュリティ対策のない既
存技術で連携した場合、悪意ある遠隔操作を謀る攻撃により利用者安全が損なわ
ネットワーク連携が進む次世代自動車・
サービスロボット等の利用者安全を保証す れ、川下企業の大きな課題となっている。
組込みソフトウェア
るセキュリティ基盤ソフトウェアの研究開発 その対策として、セキュリティ機構を備えた基盤ソフトウェアを開発し、品質説明力
を向上することで、統合システム社会での利用者安全技術を確立する。
自動車産業においては、部品の高剛性化、重量軽減の観点から、厚板高張力鋼
板の成形技術確立がニーズとしてあるが、厚板素材はバラツキ誤差が大きいこと
厚板高張力鋼板の精密プレス加工を実現 から、精度維持が困難であるとともに、金型の摩耗が大きいという課題がある。そ
する、自動寸法調整機能を具備するフレキ のため、本研究開発では、板材の変動に対応して、型内径が変化することで成形 金型
型とポンチ間のクリアランスを自己調整する弾性体構造を有するフレキシブル金型
シブル金型技術の研究開発
の開発を行うものである。

事業管理機関名

国立大学法人浜松医科大学＇静岡県（

認定事業者名

本多電子株式会社＇愛知県（
株式会社ゾディアック＇静岡県（

愛知県

株式会社ヴィッツ＇愛知県（

株式会社ヴィッツ＇愛知県（

愛知県

国立大学法人岐阜大学＇岐阜県（

久野金属工業株式会社＇愛知県（

愛知県

自動車業界の2015年の自動車の快適・安全・環境・信頼のための電子化率は、製
造コストの40％との予測である。次世代自動車の国際競争力・低価格化のため、
電子部品の高効率化による低コスト化が求められている。本事業では、従来技術
名東電産株式会社＇愛知県（
次世代自動車向けアルミ導体化放熱基板 の銅コア基板を世界初の新技術であるアルミ導体化・平滑表面金属/樹脂密着の 電子部品・デバイスの 公益財団法人名古屋産業科学研究所
ソフィアサポート＇愛知県（
の開発
実装
＇愛知県（
高度化及びパラジウムフリー・省化学銅メッキの研究開発成果を事業化し、川下製
富士高分子株式会社＇京都府（
造業者のニーズに応える。
ヘッドランプ用薄肉大型プラスチックレンズは、流動長を伸ばすため高温高圧射出
成形の不安定な条件下で行なわれている。これを解決する安定成形可能な金型を
自動車ヘッドランプ等大型薄肉プラスチック 提供する目的で①ゼロ点ゲート研究による意匠面ゲート自由設定金型の開発②
成形品製造を可能とする射出成形技術の 振動及び金型急冷急加熱法研究による高流動機能金型の開発③大型アルミ金型
公益財団法人中部科学技術センター
プラスチック成形加工
株式会社名古屋精密金型＇愛知県（
開発
＇愛知県（
の量産型適応研究を同時進行させる。最後に目標寸法の研究金型で１万ショット
の試作を行い、大型薄肉成形技術を確立する。
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愛知県

株式会社３DG デザイン研究所＇愛知
公益財団法人中部科学技術センター 県（
＇愛知県（
株式会社池山メディカルジャパン＇愛
知県（

50nmオーダの低分子量系有機材料の薄膜を4層以上積層した有機ELデバイス
は、高画質や低消費電力等の利点からスマートホン用小型ディスプレイを中心に
帯電型スプレーによる大面積積層型有機Ｅ 普及しつつある。しかし、こうした多層膜製造には生産性の低い真空蒸着法利用
電子部品・デバイスの 公益財団法人名古屋産業科学研究所
Ｌデバイス向け有機薄膜の成膜装置の開 が必須であり、大型ディスプレイや照明への展開は困難である。本事業では、独自
旭サナック株式会社＇愛知県（
＇愛知県（
の帯電型スプレーによる積層型有機EL成膜技術の高度化により超高生産性有機 実装
発
ELデバイス製造法の確立を目指す。

自動車部品の長物シャフト類は、機能的なニーズとして軽量化が求められている
が、加工コストが高い為その多くは中実のままである。本研究では軽量中空シャフ
精密中空シャフトの高度生産プロセスの開 トの鍛造加工に対して低コスト・軽量化を同時に実現するため半径方向に傾斜硬
度分布した鋼材で高精度の中空素材を製作、それを使用して鍛造中の材料流れ 鍛造
発
を自由に制御する油圧制御技術を開発し、鍛造加工のミニマム＇コンパクト（化を実
現しコストの大幅低減を可能にする。

主たる研究開
発の実施場所

鍛造技術開発協同組合＇東京都（

株式会社コーリツ＇愛知県（

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県
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計画名

研究開発の要約

主たる技術

太陽光発電・電気自動車等で電池に蓄えられた電力の有効に利用する為に高性
能な次世代パワーデバイスへの移行が急務である。この次世代デバイス用のウエ
次世代パワーデバイス用高硬度ウエハに ハは高硬度な脆性材故、加工による品質低下と加工コストが用途拡大の障害に
対する化学・機械的作用を有する研磨剤の なっている。ウエハ品質と加工コストを左右する化学機械研磨工程において研磨 切削加工
速度が高く欠陥を導入しない研磨剤の開発を目標とする。研磨剤の構成要素であ
開発
る砥粒と酸化作用の強い薬剤の開発を行う。
自動車の軽量化は燃費の向上、省エネルギーのための必須要件である。現在、炭
素繊維強化プラスチックスの利用が検討されている。本研究開発では『エラスト
自動車部品等の軽量化を促進するための マーをインサート材として用いる異種材料のレーザ接合技術』を応用し、金属材料
メタルと炭素繊維強化プラスチックス
とCFRPの接合を実用技術として完成させるためのシステムを開発する。またさら 溶接
(CFRP)のレーザを用いる異材接合技術の に、接合部の品質評価手法の開発にも取り組む。
システム開発

大気圧プラズマ技術による次世代自動車
用ポリマー繊維導電材の製造技術開発

電気・電子化が加速する次世代自動車では、電力、信号用導電材の使用量が大
幅に増加するため、導電材の軽量化が切望されている。そこで、金属材に代わる
金属めっきしたポリマー繊維導電材の開発を目途に、インラインで大気圧プラズマ
を用いる新規なポリマー繊維の前処理技術の開発と連続めっき技術の高度化によ めっき
り、金属材を凌ぐ軽量で高耐久性、高柔軟性のポリマー繊維導電材を低コスト、低
環境負荷で製造する技術を確立する。

事業管理機関名

研究開発車用薄板の金属プレス金型材料に鋳造用亜鉛合金＇ZAS（が用いられて
いる。ZAS 材金型は切削性、仕上げ性がよく、金型製作時間が短い。反面、鉄製
金型に比べ剛性、耐久性などが劣る。車両軽量化のため高張力鋼板のプレス加
内部急冷凝固鋳造法による金属プレス金 工部品のニーズが高まり、ZAS 材に代わる高強度な金型材料が必要となってき
鋳造
型材料の高強度化・高品質化技術の確立 た。本研究開発では、高張力鋼板に対応する剛性、耐久性に優る亜鉛合金金型
材料及び新鋳造方法の開発を行う。
介護分野では、繊維製品がＱＯＬ向上に果たす役割を重要視しており、高い機能
性を持つ製品を求めている。本研究では、柔軟性、保温性、吸水・速乾性等の高
機能を実現する糊付処理・高速特殊撚糸による膨化糸加工技術を確立し、衛生的
高機能性・高感性を持たせる膨化糸を使用 で心地良いヘルスケア製品を開発する。また一般衣料向けにも軽量性、良好な肌
繊維加工
した織編物の研究開発
触り等の機能性付与と多様な感性価値に応えるファッション創造製品を開発し、ラ
イフスタイル関連市場での裾野を広げる。

環境配慮型で高感性・高機能のファッショ
ン製品を実現する繊維加工技術の開発

微細な濃淡表現に優れ、プリント後の洗浄・乾燥も不要で着色廃水も発生しない昇
華転写プリントを天然繊維に応用するため、ポリエステル微粒子を天然繊維表面
に加工する技術を開発する。又本技術はＵＶカット機能などの同時付与も容易で生
産性が高く短納期・小ロットにも対応できる。天然繊維を利用する上、省エネ・環境 繊維加工
負荷低減の製造プロセスを適応できることで環境に配慮した高感性・高機能な
ファッション製品づくりに貢献する。
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主たる研究開
発の実施場所

一般財団法人ファインセラミックスセン
山口精研工業株式会社＇愛知県（
ター＇愛知県（

愛知県

公益財団法人名古屋産業科学研究所
前田工業株式会社＇愛知県（
＇愛知県（

愛知県

公益財団法人名古屋産業振興公社
＇愛知県（

株式会社サーテックカリヤ＇愛知県（
株式会社中央製作所＇愛知県（

愛知県

天龍コンポジット株式会社＇岐阜県（

岐阜県

小型風力発電は、騒音も尐なく設置場所にも自由度があるメリットから無電源地帯
の電力供給手段や、最近では、工場や一般家庭用にも使用されつつあることか
ら、発電用ブレードに対し、剛性・強度・軽量化を維持しながら低コスト化へのニー
熱可塑性ＣＦＲＰ材による風力発電用ブ
レードの、中空構造ハイサイクル成形及び ズが顕在化している。本研究開発では、リサイクル可能な熱可塑性ＣＦＲＰによる、 プラスチック成形加工 国立大学法人岐阜大学＇岐阜県（
簡便な中空構造をハイサイクルで成形及び溶着する技術の確立により、川下企業
溶着技術に係る研究開発
のニーズ応えるものである。
自動車産業等種々の鋳造業界では、無機粘結剤による砂型鋳造法が、有害ガス
による環境汚染対策に最も効果的と認識されている。本提案では、未解決課題で
ある砂再生率の飛躍的向上を図るため、原料砂と水ガラスに多孔性物質を加え、
ナノ空間を利用した高リサイクル鋳物砂に ナノ空間により水分量と粘結誘引物質量を制御することで、高い砂リサイクルを実
鋳造
よる無機系砂型鋳造技術の高度化
現する複合化鋳物砂を開発し、鋳物製品の複雑・薄肉化に対応可能な環境に配
慮した高生産性砂型鋳造法の高度化を図る

認定事業者名

公益財団法人岐阜県産業経済振興セ
富士化学株式会社＇大阪府（
ンター＇岐阜県（

岐阜県

公益財団法人中部科学技術センター 鳥羽工産株式会社＇岐阜県（
＇愛知県（
モディアクリエイト株式会社＇岐阜県（

岐阜県

公益財団法人岐阜県産業経済振興セ
浅野撚糸株式会社＇岐阜県（
ンター＇岐阜県（

岐阜県

財団法人岐阜県研究開発財団(岐阜
県（

岐阜県

美尾整理株式会社＇岐阜県（
三協織物株式会社＇静岡県（
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計画名

高機能・高感性な超極細繊維製品を省エ
ネルギーで実現する割繊・染色一体加工
技術の開発

研究開発の要約

主たる技術

産業用ワイピングクロス分野では高拭取・油吸着機能等が、ヘルスケア分野では
吸水・速乾機能や皮膚への低刺激性能を実現可能な超極細繊維加工技術が求め
られているが従来技術では、生地のハンドリングの問題でニーズ対応に限界があ
る。割繊加工技術を高度化することで、ナノ繊維の持つ大表面積効果や独特の風 繊維加工
合いを発現させるニット組織加工技術及び省エネルギー割繊・染色技術を同時に
確立し、高機能・高感性な製品開発を行う。

日本及び世界が必要としている植生状況等地上観察用小型無人飛行システムに
係るソフトウェアには、場所を選ばず誰でも簡単容易に確実に運用できる優れた自
動飛行機能と、高い信頼性、安全性が求められている。そのため、垂直離着陸が
植生等地上観察用垂直離着陸型小型無人 でき比較的行動範囲が広い小型電動飛行システムによってそれを実現し、航空機
組込みソフトウェア
飛行システムの簡易操作ソフトウェア開発 本機と同様の製造工程を要所に取り入れて、東日本大震災のような事態でも安心
して使えるソフトウェアの開発を行う。

鋳造歩留りを10％以上向上させる新押湯
方式による鋳造方法の開発

鋳造は自動車を始めとする我が国産業の基盤技術である。鋳造業のコスト競争力
の最大の課題は鋳造歩留りの向上であるが、この４０年間、業界努力にもかかわ
らず平均で５０％に留まっている。つまり、生産量の２倍の材料の溶解が必要で、
極めてエネルギー消費が高い。その主な原因は押湯の溶湯補給効率が悪いこと 鋳造
である。本開発では革新的な押湯方式を開発することで、溶湯を15％以上削減し、
鋳造歩留り６０％以上を達成する。

地球温暖化防止の観点から､カーエアコンやルームエアコンに代表される冷凍機
用の冷媒には地球温暖化係数の低い物への代替が求められている。代替冷媒が
冷凍機用新冷媒【ＨＦＯ－１２３４ｙｆ】＆【ＨＦ 各種提案されているが、使用される電動機用の絶縁材料には現行品＇ＰＥＴ（以上
Ｃ－３２】対応、耐加水分解性に優れた複 の耐加水分解性が要求される。現行技術で対応可能な絶縁材料＇ＰＥＮ（は価格が 真空
高く、代替冷媒普及の障害の一つとなっている。代替冷媒の普及のために安価で
合化絶縁材料の開発
高性能な複合化絶縁材料を研究開発する。

木造建築物の大空間・大開口化ニーズに
対応する耐震性向上及び柱・梁のダメージ
を減尐する高強度・高振動吸収締結ユニッ
トの開発

ラーメン構造の木造建築物の居住性、快適性及び耐震性向上のニーズに対応す
るため、構造体の大空間・大開口化を図るための構造設計及び梁や柱などの主要
構造部材の締結部の強度改善と共に、地震の振動の吸収による建築物の倒壊を
防ぎ、さらに締結部品交換のみによる建築物の復元を可能にする「木造部材締結 部材の締結
ユニット」＇木材補強用「特殊螺旋ボルト」、振動吸収用「変形金物」及び変形金物
固定用「連結金物」で構成（を開発する。

自動車車体部品は軽量化によるＣＯ２削減が図られているが、安全性向上も合わ
せて行うには比重の重い鋼板使用量を増すしかなく軽量化には限度がある。
そこで、一層の車体軽量化と乗員の安全性向上を実現するために、熱可塑性炭素
自動車車体部品に対応した熱可塑性ＣＦＲ 繊維複合材料＇熱可塑性ＣＦＲＰ（を、低コストで活用できるよう、プレス成形技術と
金型
Ｐ材のプレス成形技術の開発
金型技術を開発すると共に、熱可塑性ＣＦＲＰを３０秒以内で成形が可能なプレス
成形システムを開発する。
航空機部品のように高い品質レベルが要求される金属部品は、NC工作機械によ
る欠陥の尐ない展伸ブロック素材からの削りだし品による。しかし、加工工具の届
かない中空部を有する複雑形状部品は、砂型鋳造法に依存せざるを得ない。本研
航空機中空複雑形状鋳物用、砂型差圧鋳 究では、砂型鋳物の強度と靱性に悪影響を及ぼす鋳巣欠陥の極小化を達成する
鋳造
造技術の開発
差圧鋳造技術と、中空化には不可欠な崩壊性鋳型の開発により、航空機用中空
複雑形状鋳物の一体成形化技術を高度化する。
果汁や清酒等の液状食品は、濃縮することで香味を高め、付加価値を高めること
ができる。しかし、加熱による濃縮は品質劣化が避けられず、低コストで高品質な
濃縮技術が求められている。そこで、本提案ではこのニーズに応えられる固液分
界面前進凍結濃縮法による低コスト濃縮装 離の容易な界面前進凍結濃縮法を採用し、高品質かつ低コストで汎用的な実用装
冷凍空調
置開発及び食品新素材開発への応用
置を開発する。 本技術の活用により、従来にない濃縮飲料の製造やより付加価
値の高い食品新素材製品を製造できる。
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事業管理機関名

認定事業者名

主たる研究開
発の実施場所

公益財団法人岐阜県産業経済振興セ
艶金化学繊維株式会社＇岐阜県（
ンター＇岐阜県（

岐阜県

公益財団法人中部科学技術センター
株式会社航空システム研究＇愛知県（
＇愛知県（

三重県

社団法人日本鋳造協会＇東京都（

株式会社瓢屋＇三重県（
株式会社マツバラ＇岐阜県（

三重県

公益財団法人三重県産業支援セン
ター＇三重県（

株式会社アドウェル＇三重県（

三重県

財団法人富山県新世紀産業機構＇富
株式会社グランドワークス＇富山県（
山県（

富山県

財団法人石川県産業創出支援機構
＇石川県（

北陸プレス工業株式会社＇石川県（

石川県

財団法人石川県産業創出支援機構
＇石川県（

谷田合金株式会社＇石川県（
北陸鋳材株式会社＇石川県（

石川県

財団法人石川県産業創出支援機構
＇石川県（

明和工業株式会社＇石川県（

石川県
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計画名

病院・介護施設等における輸送作業省力
化のためのRFID織物を利用した人と共生
可能な自動搬送システムの開発

研究開発の要約

主たる技術

病院・介護施設等での輸送業務の省力化を図るため、ルートを自由に選択できる
新規の自動搬送システムを開発する。具体的には、タイルカーペットに埋め込んだ
RFIDの位置情報を利用して任意の軌道で自動走行し、さらに各種センサからの周
辺情報と医療機器とのネットワーク通信技術を連携して情報解析を効率よく行うこ 組込みソフトウェア
とで、人や障害物が多い環境下においてもより安全に走行できる実用的システム
を開発する。

テキスタイルの特性を損なわずに太陽電池とテキスタイルを一体化するために、太
陽電池を糸状モジュールに加工したエネルギー創出糸を開発し、それを織り込む
方法で発電テキスタイルを開発する。この発電テキスタイルは薄層・軽量・引張お
太陽光発電可能な次世代膜構造建築物を よび引裂強度が高く柔軟で伸張性にも優れる特性を維持しながら発電性能を有す
繊維加工
実現する発電テキスタイルの開発
る。これに防水と耐候性を付与した膜材料を開発し、太陽光発電可能な次世代膜
構造建築物を実現する。

立体構造体形状で織り上げる、炭素繊維
織物の開発

自動車産業では軽量化の観点から、ボディー等の外板部材には炭素繊維織物が
採用され始めているが、炭素繊維織物は平面構造であり、連結強度を要求される
肉厚な高強度の立体構造部材に適用できない。
そこで、ニードル織機の技術をベースとした世界初の立体構造体製造織機を開発 繊維加工
し、高強度の立体構造体形状の炭素繊維織物の製織を可能にする。

太陽電池等に用いられるシリコンウェハのスライス工程では固定砥粒式マルチワ
イヤソーに移行しつつあるが、加工効率、コストの改善要求から、更なる高切削、
長寿命化、低コストのソーワイヤが求められている。本申請では、ダイヤモンド粒
CNT複合めっきによる次世代ソーワイヤの 子表面をCNTで被覆またはCNTをめっき被膜中に分散共析させることで、切削性
めっき
実用化
能及び耐久性を向上させた次世代ソーワイヤの早期実用化を図り、切削加工の効
率化とトータルコスト削減を行う
次世代自動車の環境対応技術は電動化を中心に各部品の高機能化、低コスト化
のニーズが激化している。本研究開発では汎用プレス機を用いて精密冷間鍛造技
高機能化複雑形状加工に対応可能な汎用 術と金属プレス加工技術の融合による、非軸対称多段ボスなどの複雑形状に対応
プレス機を用いた精密３次元形状プレス複 可能な精密３次元形状を創成するプレス複合化技術を開発する。本成果を活用
金属プレス加工
し、次世代自動車のキー部品として高精度・高品質・高耐久性が要求される、画期
合化技術の開発
的なリチウムイオン電池用端子部品から順次、事業化する。

高密度高集束水を用いたウォータジェット
加工技術の高度化に関する研究開発

航空機に多用される難削材の切削に用いられるウォータジェット加工に使用される
水に水溶性化合物を加え、その密度と集束性を高めることによりウォータビームの
衝突エネルギーを増大させ加工速度・加工限界板厚を飛躍的に向上させる。また
高密度高集束水に最適な研磨材の開発を行うことにより加工精度・加工面粗度も 切削加工
改善する。さらに循環システムを開発し、高密度高集束水及び研磨材の繰返し使
用により加工コストの大幅な削減を実現するための画期的な研究開発を行う。

めっき液は、液の基本組成に添加剤を加え、要求性能に合わせて使用される。基
本組成と添加剤の濃度バランスは、めっき処理過程にて徐々に崩れていくため、
品質管理が欠かせない。しかし、添加剤に関しては効果的な管理方法が確立され
めっき液中添加剤の劣化に起因するめっき ておらず、現在でも仕上り外観の目視比較などが行われている。本開発では、めっ
めっき
液性能劣化診断用計測器の開発
き初期状態の析出状況を直接的に計測することで、添加剤の劣化を迅速かつ正
確に判定できる自動計測器を開発する。

事業管理機関名

主たる研究開
発の実施場所

公益財団法人ふくい産業支援センター
アイエフ産業株式会社＇福井県（
＇福井県（

福井県

公益財団法人ふくい産業支援センター
松文産業株式会社＇福井県（
＇福井県（

福井県

公益財団法人ふくい産業支援センター 株式会社TOMI-TEX＇福井県（
＇福井県（
藤島合繊株式会社＇福井県（

福井県

公益財団法人ふくい産業支援センター
アイテック株式会社＇福井県（
＇福井県（

福井県

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
日伸工業株式会社＇滋賀県（
＇滋賀県（

滋賀県

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
能勢鋼材株式会社＇滋賀県（
＇滋賀県（

滋賀県

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
オプテックス株式会社＇滋賀県（
＇滋賀県（

滋賀県

現在、有機ELデバイス、太陽電池、電子ペーパ等は、その製造法において、フォト
リソグラフィが採用されているが、フォトリソグラフィは環境負荷が大きく、高コストで
ある。このため環境負荷の低減、コストの大幅な削減が可能な印刷による製造法
有版印刷装置のための超微細樹脂版の革 の確立が求められており、本提案では、印刷に用いられる超微細樹脂版の製造技
プラスチック成形加工 株式会社写真化学＇京都府（
新的製造技術の開発
術の開発を目指す。
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認定事業者名

株式会社エスケーエレクトロニクス＇京
都府（

京都府

H24.8.21

平成２４年度 戦略的基盤技術高度化支援事業 採択一覧

計画名

研究開発の要約

主たる技術

赤外線を選択的に遮断する省エネ技術としてニーズの高まっている透明断熱シー
トにおいては、構成が希尐金属であるAg合金薄膜とITO薄膜の多層膜で利用され
汎用元素(Al、N（のみによる高性能透明断 ており、低コスト化・高性能化が望まれている。本提案では、Al薄膜とその窒化物
熱エコシートとナノ積層膜連続生産システ であるAlN薄膜をナノ積層化することにより、低価格な高性能断熱シートを開発し、 溶射・蒸着
ロール状フィルムの連続生産システムにより事業化を図り、住宅や自動車の省エ
ムの開発
ネ化へ大きな貢献を目指す。

高性能フレネルレンズ用金型および金型
材料の開発

変換効率の高い集光型太陽電池システムの主要部品性能の高効率化により、太
陽光発電ロードマップ2020年目標達成に寄与する。電池セルに太陽光を集光する
フレネルレンズの表面およびその形状を超鏡面＇10nm未満（・高精度＇1μ m以下（
に加工し、エネルギー損失を減尐させる。レンズは射出成形法で製作することか 金型
ら、金型の超精密切削加工技術ならびに加工性の高いめっき新材料の開発により
目標を達成する。

事業管理機関名

認定事業者名

財団法人京都高度技術研究所＇京都 株式会社清水製作所＇京都府（
府（
尾池工業株式会社＇京都府（

京都府

一般財団法人大阪科学技術センター 株式会社野村鍍金＇大阪府（
＇大阪府（
嶋田プレシジョン株式会社＇京都府（

大阪府

プラスチック成形産業では発泡成形の高精度化・微細化のニーズが高まる一方、
環境問題や資源問題への対応のため発泡剤や原料の脱フロン化、低炭素社会の
実現が要求されている。これらの要求を同時に解決し、社会ニーズに適応させる
グリーンプラスチックの超臨界二酸化炭素 べく、現状代替フロン等で発泡させている押出成形において、ポリ乳酸＇以下ＰＬＡ（
一般財団法人大阪科学技術センター
プラスチック成形加工
株式会社プラステコ＇大阪府（
による連続発泡成形技術の開発
＇大阪府（
をＣＯ２により発泡可能とする押出発泡技術を高度化し、低コストで新素材を生産し
うる押出発泡成形技術を確立する。
フレキシブルガラスのスクライブ加工においては、機能の確保・高度化のための高
品質な加工とともに、ロール・ツー・ロール生産により劇的に製造コストを低減する
ヘッド分離型パルスギャップレーザによる ことが求められているが、現状ではこれらを実現する加工技術がない。本提案で
次世代超薄型ディスプレイ用フレキシブル は、低価格且つ、レーザヘッドを自由に動かす事ができる堅牢なパルスギャップ
切削加工
レーザを開発し、大面積フレキシブルガラスを自由空間において高品質、且つ高速
ガラスの加工技術開発
に加工する技術を開発する。
従来のリチウムイオン電池とキャパシタの良いところを併せ持ちリチウムイオン二
次電池を超える高性能二次電池を目指す。具体的には金属酸化物からなる正極
をポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロール等の導電性高分子に代え、エネル
リチウムイオン二次電池を超える高性能二 ギー密度、出力密度、耐久性に富み、動力にも使用可能な大電流が取り出せる蓄
高機能化学合成
次電池＇キャパシタ電池（の開発
電デバイスを開発する。また、この正極の低コスト化と量産設備を検討し、パイロッ
トプラントの立案および製作を行う。

インク等化学製品高精細化に寄与する干
渉縞による広帯域粒径測定装置およびセ
ルの開発

インクや薬品、電子材料を始めとする工業品製造における数十ｎｍ～数十μ ｍの
広範囲な粒径分布を「直接かつ安価に」測定できる装置は存在せず開発が期待さ
れている。大阪大学で研究された干渉縞を利用した粒径分布測定器のコア部分で
ある、粒子径毎に分離可能なガラス空隙トラップ型粒径測定セル製造上の課題解 高機能化学合成
決と、観察系全体の機能向上により、高精彩化成品の開発や品質管理等の高機
能化、迅速かつ低コスト化に寄与する装置開発を行う。

本研究は、情報通信の高速大容量化が急速に進みつつある情報通信システムを
支えるため、次世代高周波半導体デバイスの高周波特性を唯一絶対的に評価可
能となる半導体検査用高性能コンタクトプローブの製品開発及び事業化を目的と
次世代高周波半導体デバイスに対応する する。
めっき
高性能コンタクトプローブの製品開発

ＶＯＣの更なる排出低減が求められている。最も多量のＶＯＣを排出する塗装工程
は排ガス風量が大きく濃度が低いので除害処理の前に濃縮する必要があるが、ハ
ニカムローター式濃縮装置は温風で脱離するため濃縮率が上がらない。本研究で
大風量低濃度排ガス用直接加熱式吸着回 は、ハニカムローター自身を内部から発熱させることによって最小限のキャリアー
塗装
収装置の研究開発
ガスで脱離させ、これによって濃縮率を飛躍的に高め、ＶＯＣを直接液化回収する
省エネで省スペースなシステムを構築する。
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主たる研究開
発の実施場所

大阪府

一般財団法人大阪科学技術センター
スペクトロニクス株式会社＇大阪府（
＇大阪府（

大阪府

一般財団法人大阪科学技術センター
イーメックス株式会社＇大阪府（
＇大阪府（

大阪府

一般財団法人大阪科学技術センター 大阪フローメーター工業株式会社＇大
＇大阪府（
阪府（

大阪府

財団法人京都高度技術研究所＇京都
株式会社喜多製作所＇大阪府（
府（

大阪府

一般財団法人関西環境管理技術セン
大和化学工業株式会社＇大阪府（
ター＇大阪府（

大阪府

H24.8.21
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計画名

研究開発の要約

主たる技術

本研究開発では、避難誘導灯、健在タイル等に使用される蓄光陶磁器の輝度向
上させることを目的として蓄光機能を付与する釉薬の塗布技術の高度化を行う。
目標として、自社現行製品の１．５倍以上の残光輝度を有する蓄光陶磁器を開発
無電力で発光する蓄光陶磁器の高輝度化 する。さらに、厚膜化した蓄光ガラス層を適切な形状に加工し再構築することで、
塗装
を目的とした釉薬塗布技術の高度化研究 現行製品の５倍以上の残光高度を達成し、夜間の表示板、安全灯としての新規市
場展開を図る。
自動車、電機機器産業に用いられている電子部品は高機能、微細化が進んでおり
これらの製造に用いられる金型の高度化が求められている。しかも粉末成形用超
硬金型の主元素であるタングステンはほとんど輸入に依存している。本件は、レー
粉末成形による金型製造とリサイクルに関 ザを複合した高機能プラズマ溶射法と高硬度化の材料設計を行った革新的な金型
金型
する手法と材料の開発
成形技術を開発することにより顧客企業のグローバル戦略及び我国の資源枯渇
問題にも寄与するために実施するものである。

事業管理機関名

コドモエナジー株式会社＇大阪府（

コドモエナジー株式会社＇大阪府（

マツダ株式会社＇大阪府（
一般財団法人近畿高エネルギー加工
日本サーマルエンジニアリング株式会
技術研究所＇兵庫県（
社＇兵庫県（

太陽電池＇ＰＶ（メーカーでは発電効率の向上を目指し、ＰＶ表面の高い光の取り込
みによる効率改善の検討が行われている。しかし、現状の反射防止膜やモスアイ
ナノレベルの超精密非球面形状からなる太 構造による光の取り込みでは効率向上が低く、また全方位での高い集光性能は得
陽電池用集光フィルムの熱インプリント連 られていない。そこで、今回透明性に優れるフッ素フィルムにナノレベルの超精密 プラスチック成形加工 明昌機工株式会社＇兵庫県（
非球面形状加工による全方位集光を可能とし、新規ＰＶ用非球面フィルムの高度
続形状転写技術の開発
化した連続加工法と、その量産技術を確立する。

ワクチン投与用針の植物由来性樹脂を用
いた超精密射出成形加工

認定事業者名

明昌機工株式会社＇兵庫県（

医療分野における川下業者からは、機能的使い捨て医療機器製品として超微細
かつ薄厚の3次元立体複雑形状を有した高付加価値性能を有する製品の需要が
高く、それに対応した超精密微細成形加工技術が求められている。中でもニーズ
の高い金属針に替わる安全なワクチン用樹脂針として、針自体に薬剤を貯留する プラスチック成形加工 一般財団法人近畿高エネルギー加工 株式会社ライトニックス＇兵庫県（
技術研究所＇兵庫県（
数十ナノリットルの竪穴と溝を持つ複雑立体組合せ構造体を一体成形加工する超
精密微細成形加工技術と量産化技術を開発する。

超短パルスレーザーで、透明アクリル板内部に、光反射用ＢＷＩＰを形成配列して
光利用効率を上げ、導光板専用の新タイプＬＥＤをエッジライト光源として使い新方
超短パルスレーザーによるＢＷＩＰ式＇ビー 式の導光板及び面発光パネルを研究開発することで、駅・商業施設などに設置さ
一般財団法人近畿高エネルギー加工
ムウエスト・インプリント式（の省電力型面 れている大型表示板の、コスト６４％削減と電力消費８０％削減を達成する画期的 プラスチック成形加工
朝日テクノ株式会社＇大阪府（
技術研究所＇兵庫県（
な新技術の構築。
発光パネルの研究開発
次世代電源として期待されているSOFCには寿命とコストの課題が残り、必要発電
出力を中温作動で得られる電解質膜開発が求められ、また量産化のためより希尐
燃料電池電界質膜への適用のための微粒 度の低い材料である、ランタンシリケートの採用が期待されている。本材料はプラ
子溶射による緻密セラミック膜製造技術の ズマ溶射法で成膜できるが、皮膜中には気孔やクラックが存在しやすいという欠点 溶射・蒸着
を克服するために、サブミクロン化した原料粒子を利用するなどにより緻密な電解
開発
質薄膜作製の技術開発を行う。
自動車用塗料では、環境保護の重要性から溶剤型から水性への置き換えが急速
であるが、水性塗料の高意匠性と高耐久性への技術開発と塗料の生産性向上、
低コスト化が喫緊の改善課題となっている。本研究開発では、ナノ顔料製造時を捉
高性能ナノ顔料の水性微細化基盤技術の えた独自の表面処理と高せん断力を利用した新規製造プロセス技術の開発によ
高機能化学合成
開発
り、水性自動車塗料用顔料、およびナノ分散体の性能向上とコスト低減の両立に
よる製品で国際競争力強化を図る。
有機 EL 等のフレキシブル電子デバイスは、表示装置、照明、太陽電池などさまざ
まな用途で社会に広がる。水蒸気バリア性は、これらのデバイス寿命を決定的に
支配するので、基材のバリア性を正確に定量化する方法が求められている。開発
水蒸気バリア性の超高感度精密評価装置 する水蒸気バリア性評価装置は透水量を高速かつ正確に定量化出来るので、開
高機能化学合成
の開発
発のみならず量産現場における品質管理などにも使用でき、デバイスの歩留まり
を飛躍的に高め、生産性が向上する。
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公益財団法人新産業創造研究機構
＇兵庫県（

姫路メタリコン株式会社＇兵庫県（

主たる研究開
発の実施場所

大阪府

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

公立大学法人大阪府立大学＇大阪府（ 山陽色素株式会社＇兵庫県（

兵庫県

株式会社MORESCO＇兵庫県（

兵庫県

株式会社MORESCO＇兵庫県（
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計画名

研究開発の要約

主たる技術

軽量の自動車用ドアヒンジ製造コストを大幅に削減する圧造複合プレス技術を開
発する。ドアヒンジの大半は、大重量だが低コストの板金プレス技術により製造さ
れている。自動車軽量化のニーズに対し、切削加工により軽量ヒンジを製造する技
自動車用複雑形状部品の製造技術を高度 術が開発されているが、複雑形状の加工コストが高く、一部高級車を除き普及して
金属プレス加工
化する圧造複合プレス技術の開発
いない。厚板を冷間圧造、深部孔あけ(特許（等の複合プレス技術により加工し、切
削レスとする技術を開発する。
厚膜化・微細化に優れたスクリーン印刷技術による高密度配線プリンテッド・エレク
トロニクス用受容層材料として低温・短時間硬化型ポリマーを開発する。更に、そ
れを用いた基材フィルムへの塗布性、導電性ペーストの印刷性等に優れた配合液
低温・短時間硬化プリンテッド・エレクトロニ も合わせて開発する。
高機能化学合成
クス用受容層材料の開発

エコロジーの高まりとともに環境対応車の市場が拡大している。しかし、製造の海
外シフト、材料高騰などの環境の中、素形材としては材料歩留の良い製造方法が
要求されている。従来の鍛造製造方法では材料歩留が悪く高コストの問題があ
環境対応車用中空シャフトの熱間中空鍛 る。そこで、新たに熱間中空鍛造と回転加工の複合成形技術を開発し、環境対応
鍛造
造と回転加工による複合成形技術の開発 車向けの大幅なコスト削減と軽量化の達成により、環境に配慮した車づくりに貢献
する。

レーザー光と高速可動ステージの精密制
御による高効率細胞融合・回収自動化装
置の開発

先端医療・バイオの研究開発で、高効率、非侵襲的な細胞の融合、回収が切望さ
れている。マイクロアレイのスポット上に配列した受容細胞と微小核細胞との融合
の効率を、従来法の約10万倍に高める。各スポット上の細胞膜を標的に、基板上1
～2μ mの範囲に融合用パルスレーザーや回収用CWレーザーを照射して、非侵襲 位置決め
的で高効率の融合、回収を実現する高精度位置決め技術、及び卓上型細胞融合・
回収自動化システムを開発する。

粉末冶金法を基本技術とし、カーボンナノチューブの微量添加により引張強さ
1100MPa以上、破断伸び20％以上といった既存合金の特性を凌駕する純チタン焼
結材を開発し、高度医療デバイス用素材への適用を図る。チタン粉末へのＣＮＴ均
高度医療デバイス用レアメタルフリー高強 質被覆法の自動化工程の確立と、低コスト化に向けたチタン焼結材の連続式横型
粉末冶金
度チタン粉末焼結材の製造技術開発
押出加工技術の開発により、完全レアメタルフリーの廉価・高強靭性チタン焼結素
材の実用化を目指す。

リチウムイオンキャパシタ＇ＬＩＣ（用孔開き
集電体の量産を実現する革新的プレス加
工技術の開発

高出力を特徴とするリチウムイオンキャパシタ＇ＬＩＣ（の高容量化に極めて有効なプ
レドープ法に必要である、微細孔を有する金属箔集電体の製造法に係る技術開発
を行う。特にコイル状の箔を得るための基本技術を確立し、量産の可能性と最適
条件を探求する。従来のパンチング法では実現できない高品質な微細孔を有し、 金属プレス加工
エッチング法では不可避の化学的処理を要さず特殊電極表面性状の効果を最大
限活用した金属箔集電体を実現する。

各種産業分野において、残留応力は種々の損傷を引き起こすため、寿命を正確に
評価するには表面だけでなく、板厚内部の残留応力分布の高精度な評価が求めら
れる。ところが、現状では国内メーカーは極厚板の測定は海外企業に依存してお
低コスト・短納期を実現する高精度板厚内 り、計測精度や測定位置の制限、さらにはコストや納期面に問題を抱えている。そ
溶接
部残留応力計測システムの開発
こで、高精度かつ可搬性・迅速性を有する板厚内部の残留応力計測を可能とする
評価システムを開発・事業化する。

建設機械及び自動車用バイオディーゼル
燃料性状センサーの開発

建設機械市場で、バイオディーゼル燃料の過度の添加による不具合が問題となっ
ている。またＣＯ２削減の為、自動車エンジンのバイオディーゼル燃料活用が期待
されるが、その添加比率を正確にセンシングする技術がなく、精緻なエンジン制御
や排ガス処理システムでは、多量の添加は難しい。本事業は、バイオディーゼル 組込みソフトウェア
混合軽油の濃度と品質を特定するセンサーを開発し、建機の市場不具合解消と自
動車エンジン制御の実現を目指す。
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事業管理機関名

認定事業者名

主たる研究開
発の実施場所

公益財団法人わかやま産業振興財団 株式会社ＮＳＫ＇和歌山県（
＇和歌山県（
アクロナイネン株式会社＇和歌山県（

和歌山県

和歌山県中小企業団体中央会＇和歌
新中村化学工業株式会社＇和歌山県（
山県（

和歌山県

公益財団法人鳥取県産業振興機構
＇鳥取県（

株式会社明治製作所＇鳥取県（

公益財団法人ちゅうごく産業創造セン
エステック株式会社＇島根県（
ター＇広島県（

鳥取県

島根県

上田ブレーキ株式会社＇大阪府（

上田ブレーキ株式会社＇大阪府（
株式会社ユーテック＇大阪府（
フルテック株式会社＇大阪府（

岡山県

公益財団法人岡山県産業振興財団
＇岡山県（

松陽産業株式会社＇大阪府（

岡山県

公益財団法人岡山県産業振興財団
＇岡山県（

株式会社山本金属製作所＇大阪府（

岡山県

公益財団法人ひろしま産業振興機構
株式会社サンエー＇広島県（
(広島県（

広島県
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計画名

研究開発の要約

主たる技術

半導体プロセスは高真空かつ高温という非常に過酷な条件下で行われるのが特
徴で、複数のプロセス装置を効率的に稼動させる為には、半導体ウエハを搬入出
半導体製造プロセスにおける高真空・高温 する役割を担う真空ロボットの性能が非常に重要となり、ロボットの耐熱性を向上
条件下での高度な耐熱特性を有する真空 させることで得られるプロセスの安定した稼動は、生産性向上に大きく貢献する。 真空
今般、プロセスをより効率的に稼動させることで生産性の向上を図る為に、ロボット
ロボットの開発
の耐熱性向上の技術を確立する。

懸濁結晶法による凍結濃縮システムの開
発

地滑り・公共インフラ老朽化監視用低コス
ト・多機能・高精度計測システムの研究開
発

食品産業界では農水産物を1次加工にて液状食品にした食品素材を採用すると
き、商品に価値を付与させるため、如何により良い素材を選択するかが重要な要
素の1つとなる。本研究開発では、1次加工の際に液状食品の品質を向上させるた
め、農水産物に含有する特有の味や香りという有用成分を損なうことなく濃縮が可 冷凍空調
能な凍結濃縮システムの開発を行う。これにより、農水産物の加工の高品質化を
図り、冷凍空調技術の高度化に寄与する。

事業管理機関名

認定事業者名

公益財団法人かがわ産業支援財団
＇香川県（

株式会社レクザム＇香川県（

香川県

公益財団法人高知県産業振興セン
ター＇高知県（

株式会社垣内＇高知県（
光電設株式会社＇高知県（

高知県

近年増大する自然災害により地滑り危険地域の効率的監視体制構築の社会要求
が増し、旧来のアナログ計測から、デジタル化による多機能小型計測システムの
開発が求められている。一方、1960年代に投資拡大した公共インフラ＇ダム、橋
梁、高速道路等（の老朽化が急速に進んでいる。そのインフラ延命のため、微小劣 電子部品・デバイスの 公益財団法人北九州産業学術推進機 株式会社坂本電機製作所＇福岡県（
構＇福岡県（
化を監視する低コスト、高信頼性、高精度計測システム技術を研究開発し、安全安 実装
心に寄与する事業化を目指す。

ＬＥＤ市場は照明市場で急成長が期待できる。一方で、国内のＬＥＤ製造業を発展
させるためには、製造工程の高効率化、低コスト化が必須である。ＬＥＤ製造企業
ＬＥＤ製造工程の高効率化、低コスト化を目 は、新たな高効率、低コスト製造ラインを構築したいという強い要望を持っている。
電子部品・デバイスの 財団法人福岡県産業・科学技術振興
指した世界最高速＇０．１秒／個（ダイアタッ 本提案では、独自のロータリーピックアップ方式を研究開発することで、世界最高
上野精機株式会社＇福岡県（
財団＇福岡県（
速＇０．１秒／個（のＬＥＤダイアタッチ装置を開発し、従来の２倍の生産性を実現す 実装
チ装置の開発
ることを目的とする。
2015年に全国で100カ所の水素ステーション設置計画が推進されている。ところ
が、現在の水素ステーション等での水素検知器は、サイズやコスト等の問題から多
点に配置して水素漏れ箇所を特定するのは困難である。本開発では同時に複数
同時複数組成蒸着膜製造技術による安
全・小型・低コスト水素検知センサおよびシ 組成の蒸着膜を作製できる新しい蒸着装置を試作し、高度な蒸着技術により水素 溶射・蒸着
検知薄膜の性能・信頼性・生産性の向上を図り、安全・小型・低コストの水素検知
ステムの製品化
センサ及びシステムの開発を行う。

エネルギー社会に対応した高機能パワー
デバイスの高信頼性を確保する超小型電
流センサ及び製造ライン向け検査装置の
開発

財団法人福岡県産業・科学技術振興
九州計測器株式会社＇福岡県（
財団＇福岡県（

ＩＧＢＴなどの高機能パワーデバイスはＨＥＶや風力発電、鉄道輸送など各種産業
分野に応用され、社会インフラの重要なキーコンポーネントとなってきている。高機
能化に伴い信頼性確保が課題となっており、特に並列チップ間での電流集中によ
る破壊の防止は安全確保の面からも重要である。本研究では非破壊で正確な電 電子部品・デバイスの 公益財団法人北九州産業学術推進機 株式会社豊光社＇福岡県（
構＇福岡県（
流バランスの高速測定が可能な革新的超小型電流センサ及びＩＧＢＴ製造ライン向 実装
け検査装置の開発を行う。

自動車会社の複雑かつ大型の金型を製造するための、金型モデルの作成や工程
設計、加工命令の生成、加工シミュレーションといった「情報処理」に多大な時間を
費やし、金型の納期を伸ばしている一因となっている。大型で高精度な金型の納
金型製造の短納期化の為のカッターロ
ケーション＇ＣＬ（シミュレーション専用“超高 期を劇的に短縮する為に、「情報処理」の時間で最も時間を費やすCL計算ロジック 組込みソフトウェア
の専用マイコン化により、「情報処理」時間を劇的に短縮できる、“超高速CL演算
速ＣＬ計算専用ＰＣボード”の開発
PC拡張ボード”を開発する。
情報通信機器産業では機器の大容量高速通信・小型化により、高周波回路も高
性能小型化が求められている。高周波回路の雑音問題を押えるためには内部水
モバイル機器の小型高性能化に対応したド 晶振動子の基本波による高周波化が必要となる。これらの高周波回路を高性能小
ライエッチング加工を用いた小型水晶振動 型化するため、水晶振動子を基準信号とする現在、基準信号源である基本波によ 真空
る高周波化と小型化の両立を可能とするドライエッチング技術を高度化し、高周波
子の製作技術の開発
小型水晶振動子の製作技術を確立する。
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主たる研究開
発の実施場所

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

株式会社フォー・リンク・システムズ
＇東京都（

株式会社フォー・リンク・システムズ
＇東京都（
株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ＇東京都（
株式会社トプスシステムズ＇茨城県（

福岡県

九州電通株式会社＇長崎県（

九州電通株式会社＇長崎県（

長崎県

H24.8.21

平成２４年度 戦略的基盤技術高度化支援事業 採択一覧

計画名

有機EL 素子の高品位封止技術の構築と
その装置化に関する技術開発

研究開発の要約

主たる技術

有機EL素子の保護封止には、従来、水分や酸素の遮断力が小さい有機系接着剤
が用いられているため、素子の長寿命化を妨げている。本研究開発では、溶接欠
陥の無いガラス溶接を実現するために、ガラス溶接棒＇特許出願準備中（を用いた
レーザー溶接工法により、長寿命、かつ歪や接合強度の制御が容易でスパッタが 溶接
出ないクリーンなガラス溶接封止技術を確立するとともに、有機EL100mmガラス基
板対応型封止装置の試作を行う。

自動車産業は、軽量化の切り札としてCFRP が注目されている。高価で難加工の
ため導入への障害となっており現在、CFRP に最適とされるウォータージェット加工
は、研磨剤を混入しているため、摩耗や精度及び高価格が課題となっている。本
CFRP 等の難削材の切削をウォーター
ジェットの超高圧と気泡圧壊の衝撃で研磨 研究は研磨剤にかわって、マイクロナノバブルを注入し、キャビテーション崩壊の原 切削加工
理を応用し、気泡の圧壊衝撃で切削するローコストで高精度の切削技術を開発
剤を使用しない切削加工技術の開発
し、ガラス加工へも展開する。
従来のア－クガス溶接よりも熱影響が極端に小さいリングプロジェクション溶接
は、低コスト、短納期、高品質の製品が製作可能な優れた溶接技術であるが、内
２．５次元シミュレ－ション技術を活用した、 圧のかかる部品や薄肉製品の全周溶接技術としては確立されていない。本事業で
耐圧・薄肉製品製作用リングプロジェクショ は、その溶着現象が約０．３秒間と瞬間的なので、通電から溶着までを経時的に可 溶接
視化する業界初の２．５次元シミュレ－ション技術等を開発し、リングプロジェクショ
ン溶接の高度化技術開発
ン溶接の最適溶接条件を確立する。

事業管理機関名

認定事業者名

財団法人くまもとテクノ産業財団＇熊本 新日本ステンレス工業株式会社＇熊本
県（
県（

熊本県

財団法人くまもとテクノ産業財団＇熊本 株式会社熊本アイディーエム＇熊本
県（
県（

熊本県

財団法人宮崎県産業支援財団＇宮崎
株式会社清水製作所宮崎＇宮崎県（
県（

宮崎県

医療用ディスポーザブル回路、とくに血液透析に使用する回路では複雑な機構に
加えて内面が滑らかでなければならない。現状では、血液回路はチューブの溶剤
接着であり、接着不良、隙間での血液凝固、接着操作時の衛生面といった問題が
ウォーターアシスト成形による医療用ディス ある。透析液回路もチューブ接続であり、隙間で菌が繁殖している。そこで、回路を
一般財団法人九州産業技術センター
プラスチック成形加工
安井株式会社＇宮崎県（
ポーザブル回路の開発
＇福岡県（
金型内で作成する際、内面に溶融樹脂を流し、熱水で内表面をスムーズかつ接続
部分のない状態にする方法を開発する。
自動車部品等の高精度化に伴い切削工具自体の高精度検査が必須となってきて
いるが、多様な形状を持つ工具刃先の微小不良自動検査技術はその難易度の高
さから未だ開発されておらず、切削工具メーカーやエンドユーザーでは未だ精度の
高精度形状追従技術を用いた多品種対応 悪い目視検査を行っている。
切削加工
型切削工具検査装置の開発
本研究により、多様で複雑な刃先形状に倣い追従する撮像検査装置を実用化す
ることで、検査コスト１／５の達成や高品質化など、川下製造業者のＱＣＤＳ改善に
大きく貢献する。
自動車の電動カーコンプレッサー部品にマグネシウム合金を適用することで、同部
品の軽量化と小型化を実現する。マグネシウム合金の適用に当たり課題となる機
械的強度や耐食性、耐熱性等の問題に対応するため、既存技術の真空ダイカスト
最適高真空ダイカスト法によるMg合金製 法やスクイズダイキャスト法を高度化した高真空ダイカスト法や最適化スクイズ
鋳造
カー電動コンプレッサー等耐圧部品の開発 キャスト法を開発する。
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主たる研究開
発の実施場所

宮崎県

株式会社鹿児島ＴＬＯ＇鹿児島県（

アロン電機株式会社＇鹿児島県（

鹿児島県

旭東ダイカスト株式会社＇神奈川県（

旭東ダイカスト株式会社＇神奈川県（

神奈川県

