
斜め延伸機のイメージ図。フィルム
の両脇をクリップで抑え、クリップを
レールの上に走らせることで斜めに
ひっぱりながら、フィルムの流れる方
向に延伸する

大型液晶テレビをより見やすく 視野角改善フィルムの開発

同一の光学特性を持つ光学フィルムを直交して
重ね合わせると複屈折効果を打ち消し合って着
色が消える。この原理を利用して液晶ディスプレ
イでは色調やコントラストを保っている

・低消費電力次世代ディスプレイ装置製造技術共同研
究施設整備（経済産業省事業 2001年度補正予算）

・産学連携型産業技術実用化開発費「液晶ＴＶの高性
能化技術の開発」（2002年度）

ゼオノアフィルム®

日本ゼオン株式会社

ブラウン管方式に代わり、いまや
テレビやパソコンモニターの主流と
なった液晶方式のディスプレイ。薄
型で明るく消費電力も少ないなど
の特色がありますが、普及当初は正
面以外から見ると、色調が変わって
しまったり、コントラストが低下した
りして、映像が見えにくくなってしま
う現象がよく起きました。これは画
面を斜め方向から見ると、バックラ
イトから出た光に光学的ずれ（位相
差）が生じることが原因です。また
屋外で使用するモバイル用途では、
外光の反射光の影響で画面が見え
にくくなる現象があります。液晶画
面用光学フィルムは、画面から透過
する光や画面に反射する外光を調
節するなどして、液晶画面を見えや
すくします。日本ゼオン株式会社で
は経済産業省とNEDOの支援を得
て、世界初の生産技術（逐次二軸延
伸技術）により、高コントラスト、高
視野角を実現できると共に、偏光板
とのロールツーロール化を実現でき

る視野角改善フィルムを開発しまし
た。また携帯電話等のモバイル用途
に対しても、世界初の「斜め延伸技
術」を開発し、外光反射を抑制する
と共に、偏光板とのロールツーロー
ル化の実現で部材削減を可能とし、
薄く低コストの偏光板を可能としま
した。この斜め延伸技術は、モバイ
ルだけでなく３Ｄテレビにも採用さ
れている他、今後有機ＥＬテレビの
反射防止にも幅広く採用されていく
と予測されます。逐次二軸延伸によ
るテレビ用視野角拡大フィルムは、
セルロース系とシクロオレフィン系
がありますが、シクロオレフィン系

ではシェアは100％、また斜め延伸
フィルムはモバイル用に70％の高い
世界シェアを得ています。

51



半導体パッケージの断面図。複数の半導体チップ（ダイ）が積層されており、半
導体チップを固定するためにダイボンディングフィルムが採用されている

フィルム状接着剤の開発で電子機器の小型高機能化が実現

・精密高分子技術／高機能ダイボンドの開発（2001～
2007年度）

実際のフィルム（左）とウエハ（右）

日立化成工業株式会社

携帯電話やスマートフォン、タブ
レット端末、携帯音楽プレーヤーな
ど、最近の電子機器の高機能化に
は驚かされるばかりです。これらの
製品に欠かせないのが高度に集積
化された半導体パッケージです。半
導体内部には半導体チップと呼ばれ
る電子回路を収めたシリコンが何
層にも積み重なっており、この積み
重ねを多段化するほど半導体メモ
リは大容量化します。この積層度
アップに大きく貢献しているのが、
フィルム状接着剤「ダイボンディン
グフィルム」です。ダイボンディング
フィルムの登場により、従来の接着
剤では不可能だった多段化が実現
し、半導体メモリの小型大容量化が
飛躍的に進んだのです。日立化成
工業株式会社はNEDOプロジェク
ト「精密高分子技術」を通して、こ
のダイボンディングフィルムの開発
にいち早く成功しました。この製品
は今や世界規模で採用され、現在
では年間100億円の売り上げを達

成し、全世界シェアの過半を獲得し
ています。私たちが手にしている電
子機器にも、この製品がきっと使わ
れていることでしょう。

ダイボンディングフィルムを用いて貼り付けられた
半導体チップ
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高速・強衝撃で軟らかくなるプラスチック

東レ株式会社
・精密高分子技術プロジェクト（2001～2007年度）

テニスラケットのガットなどに使われている。

破壊試験の結果、従来品は割れてしまうが、衝撃
吸収ナイロンは空き缶のように潰れただけ。この
後復元も可能

プラスチックをはじめとした高分
子材料は、強度、耐衝撃性、加工
性、軽量性などに優れ、様々な製品
の外装、筐体、機構部品、部材など
で幅広く利用されています。高分子
材料へのニーズはさらに多様化・高
度化しており、種類の異なる高分子
材料を組み合わせた「ポリマーアロ
イ（合金化）」による新素材開発も
活発に行われています。しかし、従
来知られていたポリマーアロイで
は、アロイ化前のそれぞれのポリ
マー本体が持つ特性を十分に引き
出すことは困難でした。そこで
NEDOでは、2001年より「精密高
分子技術」プロジェクトをスタート
しました。山形大学集中研（集中研
＝各参加メーカーの研究員が大学
など一つの研究機関に集まる研究
開発方式）の成形加工グループとし
て参加した東レ株式会社は、ナノ
メートルオーダーの構造制御技術
を利用することで「硬いプラスチッ
クに衝撃が加わるとゴムのように柔

らかくなる特殊なプラスチック」の
開発に成功しました。これまでにな
い特性を持つ新しい高分子材料
は、自動車の安全部品やスポーツ用
品などあらゆる分野で注目を集め、
製品化に向けて進化を続けていま
す。
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材料開発を効率化する高分子シミュレーション

OCTA のシステム。4 つのシミュレーションのた
めのシミュレーションエンジン（COGNAC、
PASTA、SUSHI、MUFFIN）によって得られる各
データの各階層間での授受を、プラットフォーム
（GOURMET）が可能にしている。

・高機能材料設計プラットフォームの開発
 （1998～2003年度）

J-OCTAの操作画面。高分子の構造を表示し
ている。"球"の色を原子の種類ごとに変えるこ
とができるなど、プレゼンテーションでの使い
やすさも考慮されている。

株式会社ＪＳＯＬ

私たちの身の回りの優れた製品
は、分子の組み合わせによって出来
た高分子材料により、その機能を発
揮しています。しかし日本では、導
電性高分子などの機能性高分子を
発見、開発しても、製品などの実用
化の点では、海外企業から一歩遅
れているのが実情です。今後、自動
車や飛行機などの乗り物、家電製
品、さらには医療薬品などに至るま
で、機能性高分子は私たちの様々
な生活シーンで、ますます活躍する
可能性があります。
さまざまな機能性高分子材料
を、短期間かつ少ない労力で開発
し、いち早く製品につなげていくた
めには、コンピュータシミュレー
ションの活用が不可欠です。しか
し、複雑な高分子の特性を捉える
にはナノレベルからマクロレベルま
での幅広いスケールを扱う必要が
あります。
それを可能にしたのが
「OCTA（Open Computational 

Tool for Advanced material 
technology」です。
OCTAには、各スケールのシミュ
レーション機能が含まれており、高
分子の構造、熱力学的特性、相分離
構造などを計算することができま
す。
そのため、国内外の研究機関や
大学の研究者に使われており、この
分野のシミュレータの定番の一つ
になりました。
さらに、OCTAは商用版である

「J-OCTA」として進化を遂げ、企
業の技術者が気軽に使用できるよ
うに使いやすさが向上しています。
現在では国内の化学メーカーをは
じめ、自動車、タイヤ、電機メーカー
など大手企業を中心に数十社にお
いて、材料開発の効率化を図るため
に幅広く使用されています。
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プロジェクトの成果として製作された、
Ｖ60度－0.125㎜ピッチ金型

光コネクタとV溝。
分岐した光ファイバーをつな
ぎ合わせる部分がコネクタ。
V溝に1本ずつの光ファイバー
がはまる

精度「0.1μm」の金型づくりを可能にする、超精密加工機械

プロジェクトを受けて開発・製造された
「SMG1515AP」。
不二越のスライサシリーズのスタンダードモデル
になっている

・精密部材成形用材料創製・加工プロセス技術
 （2002～2006年度）

超精密スライサ

株式会社不二越

モノとモノを合わせるとき、1mm
の1000分の1の大きさである1μm
（マイクロメートル）をさらに一桁下
回るほど精度でぴたりと合わせるこ
とが求められる分野があります。光
通信もその一つです。光ファイバー
のつなぎ目として使われる「光コネ
クタ」では、一つの光ファイバーとも
う一つの光ファイバーの中心をでき
るかぎり一致させる必要がありま
す。伝わる光の情報量の損失をなる
べく抑えるためです。その光コネクタ
の重要な「V溝」とよばれる溝をつく
る金型の精度向上に、精密工作機械
メーカーの不二越が挑戦しました。
光コネクタは、石英ガラスという
素材でできており、コネクタ表面に
は「V溝」とよばれる細い溝が数十
本刻まれています。その溝のなかに
ケーブル内から枝分かれした光ファ
イバーが1本ずつはまるようになっ
ています。光コネクタの製造では、
どろどろに溶けている石英ガラスを
「金型」に流し込んで冷やし、固

まったら金型から取り出すという方
法が主にとられています。つまり、
軸ずれによる光損失をできるだけ
起こさない光コネクタをつくるに
は、何十本ものV溝が正確な位置に
刻み込まれた精密な金型をつくる
ことが必要になります。
不二越では、NEDO の支援を得

て、「スライサ」と呼ばれる超精密加
工機械で、光コネクタの金型になる
超硬合金に正確な V 溝を刻む技術
を確立しました。プロジェクトで培わ
れた技術により、「SMG1515AP」と
いうスライサの新製品も製造・販売
されました。2013年４月現在、国内
外で約５０台が活躍しています。
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電子機器の性能向上を可能にする金属ガラス材料の開発

リカロイTMの各種サンプル

・スーパーメタル（1997～2001年度）

リカロイTM「HMLXS シリーズ」RFID アンテナ感度補助用磁気シートとして、おサ
イフケータイやSuicaなどの誤作動を防止

アルプス電気株式会社

地球環境に配慮した持続可能な
社会実現のために、電子機器の性
能も、年々高くなってきています。
これら機器の要である半導体や電
池などについても、より高性能なも
のを目指して日々開発が進められ
ています。あわせて、高性能化した
半導体などが十分な力を発揮する
ためには、周辺部品の性能向上が
必要となります。ところが、材料へ
の依存度が高い電子部品の性能
は、従来の金属材料では高性能化
された主要部分に追いつかず限界
が来ており、十分な能力を発揮でき
ないため、新規材料の開発が求め
られています。
金属ガラスは1990年、東北大学

金属材料研究所によって発見され
ました。アモルファス金属がある条
件を満たす場合に金属ガラスにな
ることが知られています。
90年代中ごろから、アルプス電
気は、新規材料を模索しており、97
年から始まった「スーパーメタル－ア

モルファス構造制御材料創製技術
（制御冷却技術）」に参加しまし
た。この中で、強靭性、耐食性、軟
磁性といった、従来の金属材料の
特性に加え、緩やかな冷却により、
加工成形が容易な「金属ガラス」を
開発しました。
5年間のプロジェクトが終わる前
の2000年頃から、量産化を見越
し、コスト低減も視野に入れた金属
ガラスを、粒状の粉末形状にしたこ
とで、樹脂で固めた際に、どのよう
な形にも成形できるようになり、そ
の結果「金属ガラス：リカロイTM」の
開発にいたりました。現在では、
カーナビや、ワンセグチューナー、
携帯電話などのノイズ低減に活用
されています。このプロジェクトで
は用途を特定せずに技術開発を
行ったために、今後も、潜在的な用
途先が見込めます。
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繊維断面の顕微鏡写真（極細、中空、異形など）

フォレッセの製造フロー

フォレッセ配合生地を使用した婦人服

コットンを熱で溶かし、思い通りの断面形状の繊維に！

・基盤技術研究促進事業　溶融紡糸により得られる天
然物由来新規繊維の研究（2002～2006年度）

フォレッセを使用した生地

東レ株式会社

「衣食住」の「衣」として日常生
活に欠かせない天然繊維や合成繊
維の数々。次々と新機能を持った合
成繊維が開発されるなか、天然繊
維のうちで最も歴史のある「綿」な
どの植物(セルロース)繊維は、その
高い吸湿性等、合成繊維には無い
特性から、長年にわたり、人々に愛
用されています。植物繊維は、その
まま紡績して糸にするか、有害な有
機溶剤に溶解させてから糸にする
「湿式紡糸」によってレーヨンなど
の再生繊維や半合成繊維として用
いられてきました。しかし、環境意
識の高まりなどから、製造段階にお
いても環境にやさしい新たな機能
を付与した植物繊維への期待が高
まっています。
東レでは、NEDOプロジェクトの
支援を受けて、植物由来の原料で
も、石油系合成繊維のように加熱に
よる「溶融紡糸」を可能とする方法
を世界で初めて開発しました。従来
のセルロースは熱を加えると分解し

てしまいますが、構造の一部を化学
修飾して熱可塑性にすることで、
「溶融紡糸」を可能にしました。こ
れにより有機溶媒フリーでセルロー
ス系繊維を製造することが出来ま
す。また、従来のセルロース系繊維
に比べて軽量でありながら、強度が
向上しました。紡糸速度が湿式紡
糸にくらべて2倍以上速く、それに
よって分子鎖が配向するためです。
しかも、レーヨンなどが持つ落ち着
いた雰囲気や高級感を損なってい
ません。繊維断面を様々に変えるこ
とが出来るため、今後も様々な機能
を持った新しいセルロース系繊維
を産み出すことが期待できます。す
でに婦人服などのアパレル商品が
店頭で販売され、普及が進んでい
ます。
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磁場の発生しない場所で執刀し、必要なとき、
患者さんを可動式の手術台で MRI 装置に移動し
て撮影を行う。

手術器具を入れるファイルトレー

「戦略デスク」から手術を見守る村垣教授

次世代型の手術室で、脳腫瘍の摘出率が劇的に向上し、
術後生存率も良好

・医療福祉機器技術研究開発プロジェクト用総合評価
研究ラボシステムの開発事業（1998～1999年度）
・産業技術研究助成事業（若手研究グラント）脳腫瘍完
全摘出システムの開発（2000～2004年度）

東京女子医科大学のインテリジェント手術室

東京女子医科大学

悪性脳腫瘍のなかで最も多い症
例が神経膠腫です。正常な脳との
境界がわかりにくい悪性脳腫瘍で
すが、無理に摘出しようとすれば、
後遺症の恐れがあります。逆に腫瘍
を残しすぎれば、生存率が低下して
しまいます。こうしたジレンマを抱
えながら、悪性脳腫瘍の治療成績
は10年以上もの間、伸び悩んでい
ました。通常、脳腫瘍の摘出手術で
は、術前にMRI（磁気共鳴画像法）
で脳画像を撮り、腫瘍の位置を確
かめてから執刀を行いますが、手術
前に撮ったMRI画像と、実際に手術
する際の腫瘍の位置には、ずれが生
じてしまうため術前のMRI画像だ
けでは、手術中の脳内の情報を的
確に医師らに伝えることが難しいと
いう問題点がありました。そこで、
東京女子医科大学の脳神経外科医
師が立ち上がり、新しい大学院制度
（先端医科学系専攻）を導入して、
医療機器分野で競合関係にある企
業から社会人大学院生を複数受け

入れて開発の準備を進めていまし
た。
本プロジェクトでは、最先端の医

療機器や技術を組み合わせた「イン
テリジェント手術室」を研究開発し
ました。これまで術中に使用が難し
かったMRI（磁気共鳴画像法）を手
術室に組み入れ、医師や看護師な
ど医療スタッフが、リアルタイムに
状況を共有しながら手術を進める
ことが出来るようになりました。イ
ンテリジェント手術室の導入以来、
東京女子医科大学での術中MRIを
用いた手術件数は、２０１３年2月
の時点で事故なく１,１００例を越し
ており、神経膠腫の年間症例数で
も5年連続で日本一となっていま
す。同様の機能を備えた「インテリ
ジェント手術室」は、他の医療機関
でも導入が始まっています。
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わずか0.35秒で心臓全体を撮影可能な、4次元Ｘ線CT装置

Aquilion ONE™のX線検出部
320列の検出器は断層撮影をするＣＴとしてはか
なり幅があることが分かる

256列CT内部構造

・高速コーンビーム３次元X線CTの開発
 （1998～2001年度）
・国民の健康寿命延伸に資する医療機器・生活支援機
器等の実用化開発／リアルタイム４Dイメージングシ
ステムの開発（2001～2003年度）

４次元Ｘ線ＣＴ装置Aquilion ONE™の全景

東芝メディカルシステムズ株式会社

Ｘ線ＣＴ装置はＸ線を照射して臓
器などの断層撮影を行う装置です
が、これまでの装置では臓器全体
を高精細かつ立体的に捉えること
は困難で、よりリアルタイムで鮮明
な診断機器の開発が求められてい
ました。東芝メディカルシステムズ
は2007年11月、世界で初めて「１回
転の撮影で心臓や脳などの臓器全
体を撮影することができる」Ｘ線Ｃ
Ｔ装置「Aquilion ONE™」を発表
しました。
「Aquilion ONE™」の最大の特

徴はわずか0.35秒で1回転のスキャ
ンを完了し、160mmという広範囲
を撮影できることです。それにより
検査時間、被曝量、造影剤などを減
らし、患者の負担も軽減することが
出来ます。それを可能にしたのが、
320列の検出器。世の中のＣＴ開発
がまだ1列から4列への道を模索し
ている1998年当時、ＮＥＤＯプロ
ジェクトで256列の試作に成功し、
それを足がかりにして320列での製

品化へこぎ着けることが出来まし
た。1回転で1臓器を立体的に捉え
るという未知のＣＴというものはリ
スクが極めて大きく、一社単独での
開発は難しいものでした。ＮＥＤＯ
プロジェクトに集結した各分野のエ
キスパートの存在は、当時の常識
をはるかに超える256列を実現する
ことに大きく貢献しました。2012
年12月現在、世界中で660台以上
受注されています。
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