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参考資料―１．特定ものづくり基盤技術高度化指針の見直し概要
参考資料―２．特定ものづくり基盤技術別のガイドライン

１ 本調査事業の概要
１．１ 背景と目的
中小企業庁では、我が国製造業の国際競争力の強化と新たな事業の創出を目指し、中小企
業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平成 18 年法律第 33 号）
（以下「中小ものづ
くり高度化法」という。
）に基づき、中小企業が実施する特定基盤技術の高度化に係る研究開
発への総合的な支援を実施している。
中小ものづくり高度化法に基づき、現在、特定ものづくり基盤技術として 12 技術分野（※）
を指定するとともに、中小企業が目指すべき技術開発の方向性を示す、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（平成 26 年経済産業省告示第 25 号）
（以下、
「技術指
針」という。
）を策定している。
平成 29 年６月９日に閣議決定された「未来投資戦略」2017 において、
「中小企業・小規模
事業者の技術開発からその事業展開における第４次産業革命への対応に向け、中小ものづく
り高度化法の指針などを含め技術開発の枠組みについて、IoT や AI 等の技術革新を一層取
り込み付加価値向上を進めるための見直しを本年度中に行う。」旨が明記された。
これを踏まえ、本調査事業では、IoT や AI 等の活用状況を含めた中小企業における技術開
発の動向や川下製造業者の技術ニーズ等を調査し、IoT や AI 等の活用の方向性を技術指針に
明示するための基礎資料としてとりまとめ、中小企業のものづくりにおける付加価値を高め、
我が国製造業の国際競争力強化を図ることを目的とする。
（※特定ものづくり基盤技術 12 技術）
デザイン開発に係る技術、情報処理に係る技術、精密加工に係る技術、製造環境に係る技
術、接合・実装に係る技術、立体造形に係る技術、表面処理に係る技術、機械制御に係る技
術、複合・新機能材料に係る技術、材料製造プロセスに係る技術、バイオに係る技術、測定計
測に係る技術
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１．２ 実施内容
本調査事業で実施した項目は下記（１）～（４）である。

（１）技術指針の見直しに必要なヒアリング調査等
IoT・AI 技術そのものの開発、又は IoT・AI 技術を活用し、ものづくり基盤技術の高度化
を図っている中小企業・小規模事業者や川下製造事業者等を対象にヒアリングを実施し、技
術開発の動向や川下製造事業者のニーズなど、技術指針の改正に必要となる足下の状況の整
理、分析を行った。
（２）技術指針改正のための基礎資料
ヒアリング調査を元に、技術指針改正のための基礎資料を作成した。基礎資料において、
特定ものづくり基盤技術の指針の見直し方針および技術分野毎の見直し方針を示し、
（３）の
指針検討委員会の場において、委員に諮った。基礎資料には、
（１）で得られたヒアリング調
査結果や文献調査等から中小企業・小規模事業者による IoT・AI の活用事例を掲載した。
基礎資料の一部である、特定ものづくり基盤技術の指針の見直し方針概要は、公開資料と
して取りまとめた。
（３）指針検討委員会の設置
技術指針改正案の策定に伴い、有識者等から成る指針検討委員会を設置し、全体委員会２
回に加え、12 技術分野毎のワーキンググループ（以下「WG」という。）における検討委員会
を実施した。
（４）ガイドラインの作成
実際に制度を活用する川上中小企業者等、彼らをサポートする公設試等の事業管理機関に
周知するために、技術分野毎の技術指針のガイドラインを作成した。ガイドラインには、川
下製造業者等のニーズを記載するとともに、当該特定ものづくり基盤技術を“主たる技術”
とする研究開発をイメージアップしてもらうために、過去の戦略的基盤技術高度化支援事業
（以下「サポイン」という。）採択プロジェクトを例示した。
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２ 技術指針の見直しに必要なヒアリング調査等
２．１ 技術指針の見直しにあたっての方針
特定ものづくり基盤技術は、平成 27 年２月９日改正の特定ものづくり基盤技術高度化指針
（以下「技術指針」という。
）において、デザイン開発に係る技術が新たに追加され、現在 12
技術が定められている。IoT・AI 等の活用を技術指針に明確化することで、サポイン等を活
用した新たな研究開発を促進することを目的として、本事業において、全 12 技術の記載内容
の見直しが行なわれた。
12 技術それぞれについて、川上中小企業者等が目指すべき技術開発の方向性として、技術
指針が定められている。技術指針は、以下の構成に基づき、作成されている。
１ ○○に係る技術において達成すべき高度化目標
（１）当該技術の現状
（２）当該技術の将来の展望
（３）川下分野横断的な共通の事項
①

川下製造業者等の共通の課題およびニーズ

②

高度化目標

（４）川下分野特有の事項
①

川下製造業者等の特有の課題およびニーズ

②

高度化目標

２ ○○技術における高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法
３ ○○技術の特定研究開発等を実施するに当たって配慮すべき事項
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本事業では、これらの技術指針の記載について主に２つの観点から見直しを実施した。
 IoT・AI 時代の研究開発の方向性の把握
中小企業・小規模事業者へのヒアリングを実施し、IoT・AI 等を活用した研究開発の方向
性を把握した。中小企業・小規模事業者の研究開発の取組について、①中小企業自らによる
IoT・AI 等の技術の高度化、②IoT・AI 等を活用した中小企業自らの基盤技術の高度化、に分
類した。
①に分類される取組から得られる示唆については、主に情報処理、測定技術の記載に反映
した。②に分類される取組から得られる示唆については、全技術分野に関連するものとして、
「１（２）当該技術の将来の展望」
、
「１（３）② 高度化目標」
、
「２
化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法」
「３

○○技術における高度

○○技術の特定研究開発等を実施す

るに当たって配慮すべき事項」の記載内容に反映した。
 川下製造業者のニーズおよび課題の抽出
川下製造事業者へのヒアリングを実施し、中小企業・小規模事業者と川下製造事業者が連
携して IoT・AI 技術を開発・活用する際の、技術高度化における課題・中小企業への期待・
要望を把握した。これらの示唆については、「（４）川下分野特有の事項」に反映した。
図表 ２-１に技術指針の構造と改正イメージを示す。
図表 ２-１ 技術指針の構造と改正イメージ
１．高度化目標
（３）川下分野横断的な共通
の事項

技術分野
（１）現状

（２）将来の
展望

①川下製造業者
等の共通の課題
及びニーズ

②高度化目標

（４）川下分野
特有の課題

２．実施方法

３．配慮すべき
事項

１．デザイン開発技術
２．情報処理技術
３．精密加工技術

８．機械制御技術
９．複合・新機能
材料技術
１０．材料製造
プロセス技術
１１．バイオ技術
１２．測定計測技術

①中小企業自らによるIoT・AI等の技術の高度化
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①中小企業自らによるIoT・AI等の技術の高度化

２．２ 中小企業・小規模事業者へのヒアリング
２.２.１ 目的
中小企業・小規模事業者が IoT・AI 技術を開発・活用するにあたっての課題や、IoT・AI
時代の研究開発の方向性を把握する。
本章では、前回の技術指針改正以降（平成 27・28 年度）にサポインに採択された企業を
「サポイン企業」
、それ以外を「非サポイン企業」と呼ぶこととする。

２.２.２ 調査対象企業の抽出
（１）調査対象選定の方針
調査対象とする中小企業・小規模事業者については、図表 ２-２に示すとおり、サポイン企
業・非サポイン企業に関わらず、IoT・AI 技術を開発・活用している企業を選定することと
した。
図表 ２-２ ヒアリング対象とする中小企業・小規模事業者

サ
ポ
イ
ン
企
業
分
類

サ
ポ
イ
ン
企
業
非
サ
ポ
イ
ン
企
業

△サポイン概要まとめ対象

○ヒアリング対象
【ソース】
• 採択実績一覧
• スマートものづくり応援隊からの推薦
【アウトプット】
• サポインにてIoT・AI技術に取組んだ実績を、
「事例」としてとりまとめ

【ソース】
• 採択実績一覧
【アウトプット】
• ヒアリングを通じて、IoT・AIの取組状況や、取り
組む際の課題を把握

○ヒアリング対象
【ソース】
• 文献調査
• スマートものづくり応援隊からの推薦
【アウトプット】
• IoT・AI技術に取組んだ実績を、
「事例」としてとりまとめ

×本調査事業のスコープ外

有

無
IoT・AI技術への取組実績

公開情報で取り上げられている IoT・AI 技術に取組む中小企業・小規模事業者を取りまと
め、ヒアリング候補企業リストを作成した。
また、中小製造業がカイゼン活動（IoT やロボット等の活用を含む）について相談できる
「スマートものづくり応援隊」から推薦される企業についても、ヒアリング候補企業とした。
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（２）公開情報による企業リストの作成
公開情報をもとに、ヒアリング候補となる IoT・AI 技術に取組む中小企業・小規模事業者
を 69 社抽出した。図表 ２-３に示すとおり、サポイン企業・非サポイン企業の両方について、
ヒアリング候補とする企業を整理した。
図表 ２-３ 公開情報から得られた IoT・AI 技術に取組む中小企業・小規模事業者数
特定ものづくり基盤技術

サポイン

非サポイン

合計

1.デザイン開発

1

4

5

2.情報処理

7

6

13

3.精密加工

5

5

10

4.製造環境

1

4

5

5.接合・実装

0

4

4

6.立体造形

0

3

3

7.表面処理

2

3

5

8.機械制御

1

3

4

9.複合・新機能材料

0

2

2

10.材料製造プロセス

3

3

6

11.バイオ

1

3

4

12.測定計測

3

5

8

24

45

69

合計

① サポイン企業の抽出
ヒアリング候補先となるサポイン企業について、前回の技術指針改正以降（平成 27・28 年
度）、サポインに採択され、IoT・AI を活用した取組を行っていると考えられる企業を整理し
た。図表 ２-４に技術分野別に取りまとめる。
図表 ２-４ IoT・AI を活用した取組を行なうサポイン企業（平成 27・28 年度採択企業）
基盤技術
1.デザイン開発

2.情報処理

年度

企業名

所在地

研究開発計画名

27

（株）京都科学

京都府

医療スキルの修得支援のためのインタラクティ
ブ・チュートリアル・システムの開発・事業化

28

（株）HiSC

北海道

業務車両オペレータの安心・安全な労働環境実現
のための統合バイタル情報解析システムの研究開
発

28

（株）ESL 研究所

千葉県

複数 ECU の統合シミュレーションシステムの研究
開発

28

（株）ユニオンソフトウェ
アマネイジメント

愛知県

手話の自動翻訳を実現させる高精度な動作検出と
動作のパターンマッチングの技術開発

28

芙蓉開発（株）

福岡県

高齢者の特性に合わせた独自のロジックを持つ学
習型人口知能を搭載した自動診断システムの開発

27

京都機械工具（株）
ウエストユニティス（株）

京都府

新幹線等、鉄道車両の製造及び保守作業におけ
る、作業カイゼン、トレーサビリティ管理システ
ムの開発

27

エフ・エー・システム・エ
ンジニアリング（株）

愛媛県

裸眼立体表示装置を用いた開腹手術のための術野
表示システム開発

27

（株）アドバンスド・デジ
タル・テクノロジー

福岡県

転倒が検知できる高機能化新型人感センサーを使
い、アクシデントが発生した時に自動で通知する
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基盤技術

年度

企業名

所在地

研究開発計画名
事が出来る在宅介護見守りクラウドシステムの開
発

28

（株）今橋製作所

茨城県

IoT デジタルものづくりによる薄肉・複雑一体難
形状を５軸機械加工で創成する生産システムの開
発

28

（株）ナノテム

新潟県

高能率・高品位加工を実現する多孔質ハニカムダ
イヤモンド砥石とハイドロプロセスを融合させた
研削・研磨システムの開発

27

（株）名光精機

愛知県

難削材用ハイパー知能研削加工技術の研究開発

27

ナルックス（株）

大阪府

成形技術の高度化による LED 照明用厚肉プラスチ
ックレンズの高生産性システムの開発

27

（株）ウラノ

長崎県

航空機難削材加工における競争力強化のための、
加工技術の高度化及び加工システム開発

28

パイクリスタル（株）

千葉県

印刷できる高性能フレキシブル有機半導体集積回
路技術を用いた大面積マトリックスセンサの開発

3.精密加工

4.製造環境
5.接合・実装

該当なし

6.立体造形

該当なし
28

（株）ワイドテクノ

宮城県

ヘリコン波プラズマ技術を用いたミニマルファブ
用超高速マルチスパッタ装置の開発

28

（株）ヒバラコーポレーシ
ョン

茨城県

ＩoＴ活用による遠隔地多品種少量生産対応型塗
装システムの開発

28

オグラ金属（株）

栃木県

革新的技術による探査型ロボットの省エネ化・小
型軽量化・低コスト化の技術開発

7.表面処理

8.機械制御
9.複合・新機能材
料

10.材料製造プロ
セス

11.バイオ

12.測定計測

該当なし
28

（株）松徳工業所

大阪府

IoT を活用した高強度締結部品向け廉価熱処理・
表面処理連続プロセスの開発

28

（株）ロータス・サーマ
ル・ソリューション

兵庫県

革新的冷却部材の 適化量産製造プロセスの開発

28

タツモ（株）

岡山県

低コスト・高生産性を実現する革新的有機半導体
結晶膜塗布装置の開発

28

パール工業（株）

大阪府

再生医療用世界初高周波大面積プラズマ遺伝子導
入装置の開発

27

（株）ソニック

北海道

沿岸域の漁場管理を漁業者自ら行うための漁場情
報速報システムの構築

27

北陽電機（株）

茨城県

複数個の共振ミラーを使用した長距離・全天空型
3D レーザセンサの開発

27

タッチエンス（株）

東京都

腕時計型連続血圧測定システム開発

② 非サポイン企業の抽出
ヒアリング候補先となる非サポイン企業については、
「特定ものづくり基盤技術を主たる技
術としている業種（特定ものづくり基盤技術と日本標準産業分類の細分類項目との対応）
」を
基づき、全ての基盤技術を網羅する形で、公開情報から収集した。図表 ２-５に技術分野別に
取りまとめる。
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なお、非サポイン企業の抽出にあたって参考にした主なソースは以下のとおりである。
・シードプランニング「IoT ビジネス分野別参入分析総覧」（2017 年版）
・ESP 総研「「工場 X IoT ユースケース（事例）」に関する網羅的な調査」（2017 年版）
・ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI）ホームページ
・日経 BP 社「ビッグデータ・IoT・AI 総覧」（2016-2017 年版）
・富士キメラ総研「センサーデバイス／ビッグデータ・IoT 市場調査総覧（下巻）」（2017 年版）
・経済産業省「ロボット導入実証事業 事例紹介ハンドブック 2017」
図表 ２-５ IoT・AI を活用した取組を行なう非サポイン企業
基盤技術

1.デザイン開発

2.情報処理

3.精密加工

企業名

所在地

概要

ジェイティエンジニアリング（株）

東京都

複数工場での稼働状況をリアルタイムに監視し、
稼働率や品質の向上に努めている。

（株）米谷製作所

新潟県

簡易でシンプルな IoT ツールで、生産設備の稼動
状況を見える化し、管理している。

（株）IBUKI

山形県

AI を活用した金型見積ノウハウの技能継承をおこ
なっている。

（株）最上インクス

京都府

SaiSink というオーダーメイドのヒートシンクの
生産プロセスに、IoT 技術の利用を目指してい
る。

富士精密（株）

東京都

「目で見る生産 「もの」と「ひと」を動かさない
仕組み作り」をテーマに生産管理システムの構
築・更新を行っている。

（株）菊池精機

茨城県

低設置コスト wifi デバイスを利用して機械稼働の
監視をおこなっている。

（株）ファームノート

北海道

クラウドと人工知能を活用して、最適な牛の飼養
管理を実現するウェアラブルデバイス「Farmnote
Color」を開発。牛の行動を解析し、発情や疾病兆
候などを通知する機能を持つ。

東京都

「お知らせビーコン」を開発。これにより、家電
製品などの機器に組み込むことで、機器の状態変
化を検知し、消耗品の交換タイミングを検知、通
知し、必要なタイミングで手軽に発注が可能にな
った。

and factory（株）

東京都

IoT を本格的に活用した日本初のホテル「アンド
ホステル」が、2016 年 8 月に福岡市に完成した。
日本の IoT 技術の世界への発信、IoT デバイスの
技術開発や実証実験、IoT プラットフォーム構築
の場となることを目指している。

（株）サンクレエ

北海道

従来、手書きやエクセルへの転記入力等で行って
いた在庫管理を、スマートフォンなどで手軽に、
短時間で行うことができるツールを開発。企業間
で在庫情報の共有も可能。

（株）三友製作所

茨城県

機械加工現場に IoT を導入。加工生産管理の可視
化による生産性の向上が図られる。

（株）浜野製作所

東京都

3DCAD をクラウド環境で離れたところから利用可
能にした。

（株）スザキ工業所

岐阜県

工作機械稼働モニター（電子あんどんシステム）
を実績収集し、活用している。

聖徳ゼロテック（株）

佐賀県

金型製造企業における受注・外注・進捗管理シス
テムを開発している。

住野工業（株）

広島県

海外拠点における自動車部品を、本社からの IoT
によるコントロールで製造している。

（株）三松

福岡県

金属加工を軸にした小ロット製造業であり、工場
で使用している台車の位置情報管理、台車の動き
を基に、工程の見える化をおこなっている。

（株）ニューマインド

東京都

IoT 化した自社製品により、稼働状況を踏まえた
顧客サポートをおこなっている。

（株）アプリックス

4.製造環境

8

基盤技術

企業名

所在地

概要

夏原工業（株）

滋賀県

多種多様な小型部品の梱包工程をロボット化して
いる。

（株）今野製作所

東京都

中小金属加工業者が、設備稼働率を高めつつ高付
加価値製品へのシフトを可能とする、受発注・開
発・生産を一体的に推進できるプラットフォーム
を実現した。

（株）田中製作所

鳥取県

作業者の IoT 化によるプレス製造ラインの動的最
適化生産をおこなっている。

武州工業（株）

東京都

端末を動作収集を行う機械の摺動部に貼り付け、
Web プログラムに接続し表示プログラムにアクセ
スすることで、機械の摺動情報をグラフ化でき、
生産性の見える化を実現。

（株）近藤製作所

愛知県

圧力センサーを基に、最適把持力ハンドの商品開
発をおこなった。

早川工業（株）

岐阜県

SmartProcess-MS（見込生産対応 繰り返し生産対
応 生産管理システム）により、完成品在庫と工
程仕掛け在庫をもとに生産計画を立てている。

東京航空計器（株）

東京都

GNAS モーションセンサは、長年航空事業で培って
きた技術、最先端の MEMS 技術の融合により、小型
軽量でありながら、業界トップクラスの高性能を
実現した。

（株）岐阜多田精機

岐阜県

金型×センサーでものづくりを更に高品質・高効
率化した。

（株）ヤマナカゴーキン

大阪府

海外企業と連携して、設備保全に役立つ IoT 化し
たボルトを販売している。

（株）ヒキフネ

東京都

多品種少量・短納期に対応するめっき加工業務シ
ステムをクラウド生産管理サービスを利用して実
現 した。

ダイニチ工業（株）

千葉県

レーザー溶接のための大型薄板部品嵌合へのロボ
ット導入を検討した。

（株）GK プレーティング

埼玉県

ダイカスト製品のめっき工程にロボットを導入し
た。

（株）山本金属製作所

大阪府

回転工具における加工現象のリアルタイム計測技
術の開発をおこなった。

（株）石橋製作所

福岡県

風力発電用高硬度大型歯車の歯面面取り作業にロ
ボットを導入した。

（株）ZMP

東京都

ZMP・凸版・SAP ジャパン 3 社共同で、物流支援ロ
ボットを使った倉庫・物流施設向け IoT システム
開発に乗り出し、2017 年の提供開始を予定してい
る。

テクノポリマー（株）

東京都

運転情報の引継ぎを電子化することで、作業履歴
やトラブル対応のノウハウを蓄積。また、導入し
たシステムを応用し、保全業務の履歴管理にも活
用することで、設備保全のノウハウも蓄積してい
る。

Apex（株）

東京都

後付け部品の 3D データ制作から試作品製作までを
トータルに提供する新サービスを開発。

日本エイアンドエル（株）

大阪府

操業の安全と安定のための組織価値定義に基づく
アラームマネジメントの導入により、稼働の安定
化とベテラン保安人材から若手への技能伝承を実
現、現場保安力を向上を目指す。

矢崎部品（株）

東京都

設備ライフサイクルマネジメントによる生涯コス
トパフォーマンス向上を図る。

丸井織物（株）

石川県

豊田自動織機と島精機製作所が開発したデザイン
システム「APEX-T」をいち早く導入し、企画から
本生産のリードタイム短縮をおこなった。

（株）バイオマスソリューションズ

北海道

無線温度センサーと送風機制御により、堆肥製造
システムを見える化。

5.接合・実装

6.立体造形

7.表面処理

8.機械制御

9.複合・新機能材
料

10.材料製造プロ
セス

11.バイオ
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基盤技術

企業名

所在地

概要

山口県

酒蔵での温度変化をスマホからチェック&データ化
し、酒造工程におけるセンサーデータと業務記録
をスマートフォン内で共有、監視するためのアプ
リシステムを開発。

招徳酒造（株）

京都府

伏見の酒造りに IoT を活用し、ロームとラトック
システムが実証実験した。酒造りのタンクに温度
センサーを設置し、無線通信でパソコンにデータ
を飛ばして発酵の状態を 24 時間通知している。

（株）ムサシインテック

埼玉県

IoT を活用し、電気設備の常時異常監視をおこな
っている。

神奈川県

最適なスタンディングデスク導入を支援する IoT
デバイス「aiko」を開発した。

（株）木幡計器製作所

大阪府

RFID 等の無線通信を利用したクラウド対応型計
器・設備保全管理システムを開発。

（株）イシダ

京都府

農産物における個々のデータを収集し、活用して
いる。

駿河精機（株）

静岡県

熟練者に頼っている最適加工条件の創出をシステ
ム化（画像情報を活用し、自立学習で最適加工条
件を自動創出）することで、初品から要求品質を
実現。

旭酒造（株）

（株）MEMO テクノス

12.測定計測

（３）スマートものづくり応援隊からの推薦企業リストの作成
スマートものづくり応援隊に指定されている公設試等の組織に、管轄地域内において IoT・
AI に関連する取組を実施する企業を問い合わせた。具体的に紹介を受けた企業名は割愛する。
問い合わせを実施したスマートものづくり応援隊は以下の通りである。
 東北経済産業局管内 山形大学
 関東経済産業局管内 足利商工会議所
 関東経済産業局管内 (公財) 群馬県産業支援機構
 関東経済産業局管内 (公財) さいたま市産業創造財団
 関東経済産業局管内 (公財) 横浜企業経営支援財団
 関東経済産業局管内 (特非) 長岡産業活性化協会ＮＡＺＥ
 関東経済産業局管内 (特非) 諏訪圏ものづくり推進機構
 関東経済産業局管内 (公財) 静岡県産業振興財団
 中部経済産業局管内 (公財) ソフトピアジャパン
 中部経済産業局管内 愛知県幸田町
 中部経済産業局管内 (公財) 三重県産業支援センター
 近畿経済産業局管内 (公財) ふくい産業支援センター
 近畿経済産業局管内 (公財) 滋賀県産業支援プラザ
 近畿経済産業局管内 大阪商工会議所
 近畿経済産業局管内 大阪府産業支援型 NPO 協議会
 近畿経済産業局管内 (公財) わかやま産業振興財団
 中国経済産業局管内 (公財) ひろしま産業振興機構
 九州経済産業局管内 (公財) 北九州産業学術推進機構
 九州経済産業局管内 佐賀商工会議所
 九州経済産業局管内 (公財) 大分県産業創造機構
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２.２.３ ヒアリング方法・時期
（１）ヒアリング項目
中小企業・小規模事業者に対して、下記項目でのヒアリングを実施した。
１． 貴社、貴部門の概要


貴社における技術開発体制について



現在注力している技術開発分野について



今後注力予定の技術開発分野について

２． 近年の取引先からの要望


技術開発（製品・機能）に関連する要望について



IoT・AI に関わる要望について

３． 貴社における IoT・AI の取組状況


現在の取組状況、今後の見通し



IoT・AI に関わる技術開発体制（外部との連携を含む）



IoT・AI を活用した具体的な取組事例について（背景、体制、目標・スケジュー
ル、開発内容、課題、成果）

４． IoT・AI の普及によって期待される効果・内容


貴社、貴部門の役割の変化



取引先の要望・関係性の変化

（２）ヒアリング先
ヒアリング候補企業リストのうち、中小企業・小規模事業者 30 社にヒアリングのご協力を
いただいた。各社の事業戦略に関わる内容が含まれることから、本報告書での個別企業名の
記載は割愛する。
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２.２.４ ヒアリング結果まとめ
図表 ２-６に、中小企業・小規模事業者からヒアリングした IoT・AI の取組状況/ IoT・AI
の普及によって期待される効果を取りまとめる。また、検討委員会において、中小企業・小
規模事業者が技術開発をする際のきっかけについて把握する必要性についても意見をいただ
いたため、IoT・AI に関する技術開発のきっかけを取りまとめる。
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図表 ２-６ 中小企業・小規模事業者へのヒアリング結果まとめ
主たる技術分野

企業 No.

1
1.デザイン開発
2

IoT・AI の取組状況/ IoT・AI の普及によって期待される効果

IoT・AI に関する技術開発のきっかけ

画像認識・センサーを組み合わせてユーザーに使用中に

川下企業からのニーズがあった。VR の技術を持つ都内大

フィードバックを行なう製品を開発。

学と過去 10 年にわたり共同研究を行なっていた。

IoT を活用した生産管理アプリを開発中。実証実験を通

スマートものづくり応援隊から IoT の取組に対する声掛

じてアプリの使用等を検討。

けがあった。
既存顧客だった大企業（大規模酪農家）のニーズ発で、

3

酪農の IoT・AI サービスを開発。

共同開発する中小企業や大学は事業管理機関が引き合わ
せてくれた。

4
5

製造業を中心に、工場の生産管理のためのモニタリング

ものづくり補助金をきっかけに、AI 技術を有する大学と

システムを開発。

の付き合いが始まった。

トラクターの位置を GPS で測定する高精度のセンサーを

受信センサー等の精密機器が高性能・低価格化により、

開発。

サービスを安価に提供する環境があった。

業務用車両の動作状況と運転する人の統合バイタル情報
2.情報処理

6

の計測と、データ解析による診断情報システムの開発に
注力。

7
8
9
10

ディープラーニングを用いた運転動画の状態認識に関す
る研究を実施。
環境分野でリサイクル機器の開発に注力。

取引先となる川下企業からの具体的なニーズはあまり無
い。シーズ起点で技術開発を進めている。
大学とのコネクションを活用している。
川下事業者からゴミ処理工程の見える化の要望があっ
た。

設計から製造までの時間を短縮させ、生産性を向上させ

大手川下製造事業者の関係者が会社のアドバイザーとし

るための、統合シミュレーション技術の開発に注力

て出入りしていた。

音声認識で制御するシステムや食品の製造工程を遠隔管

社員のアイデアベースのプロジェクトが複数平行して実

理するシステムを開発。

施されている。

13

主たる技術分野

企業 No.

IoT・AI の取組状況/ IoT・AI の普及によって期待される効果

IoT・AI に関する技術開発のきっかけ
既存事業で付き合いのある大学をアドバイザーとし、

11

AI を活用した医療画像診断支援技術を開発中。

必要な技術に強みのあるベンチャー企業にドアノックで
アプローチした。

12

自社工場で使用している機器にセンサーを取り付け、本

システムの知見を有する人材が入社し、その社員を中心

社工場で稼動状況を確認するシステムを開発。

として進めている。

ＩｏＴ活用により、センシング機能を具備した設備を連
13

動させて、最適成形条件の確立を図るシステムを研究開
発中。

14

3.精密加工

15
16
17
18
19

4.製造環境

20

6.立体造形

21

長年の付き合いがある公益財団法人に技術的アドバイス
を貰える大学の先生と引き合わせて貰った。

IoT・AI の取組も検討しているが、現状は他に優先する

社長が懇意にしている事業者の IoT に関する取組が新聞

開発があり、IoT・AI の取組は未実施。

に掲載され、その重要性を感じたため。

出退勤、生産実績、倉庫在庫、品質等を管理するシステ

IoT・AI の潮流が来る前から類似する取組を既に開始し

ムを自社で開発。

ていた。

多品種少量生産における生産性向上のため、社内の技術

精密加工にこだわりを持っているので、システム開発を

情報管理を目的とした IoT システムを導入。

自社で実施するつもりはないが、必要性を感じている。

加工機械にセンサーを取り付け、機械の稼動状況の見え

スマートものづくり応援隊から IoT の取組に対する声掛

る化に取組んでいる。

けがあった。

機械の稼働率を上げるために作業員の作業状況を見える

スマートものづくり応援隊から IoT の取組に対する声掛

化をし、作業工程の見直しを行ないたいと考えている。

けがあった。

※公開不可

担当者が情報技術に関する大学を卒業していた。

金型製造者の技術伝承を目的としたシステムを開発。
IoT 金型の製造も検討中。

担当者が情報通信系企業からの転職者であった。

工場の IoT 化（鋳造方案、配合計算、溶解材料の投入、

2016 年にセンサの価格が急激に低下したため、社内の

遠隔注湯、電力管理が自動化）の取組を実施。

IoT 化を加速させている。
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主たる技術分野

企業 No.
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IoT・AI の取組状況/ IoT・AI の普及によって期待される効果

IoT・AI に関する技術開発のきっかけ

社内技術開発チームが様々な補助金を活用しながら三次

予算・納期の観点から熟練職人に頼るのが難しくなって

元加工の研究を実施。

いた。

自社で生産管理ソフトウェアを開発し、外販も実施、セ
7.表面処理

23

ンサーを活用して遠隔の工場を制御するシステムを開発
中。

8.機械制御

24

9.複合・新機能材料

25

10.材料製造プロセ
ス

26
27

11.バイオ
28

29
12.測定計測
30

社長のフットワークが軽く、大学を独自に訪問して、協
力してくれる研究室を集めて回った。

川下事業者と一緒に、検査工程の統合インターフェース

川下事業者より検査工程のシステム化に対する強い要望

を開発中。

があった。

製造機械に不良品を検出するセンサーを取り付ける等の

川下事業者からトレサビに対する要望が増えており、社

取組の予備実験を開始。

内でも古い生産設備の高度化の課題がある。
大学発ベンチャーのため、日頃から産学官連携を意識し

※公開不可

ており、大学や公設試との連携を定常的に行っている。

アミノ酸の遺伝子の組み合わせの翻訳を最適化するため

大学発ベンチャーであり、AI の知見を有する人材が多く

に AI を活用。

存在する。

水力発電関連の保守支援システムを提供しており、温度
センサを活用した農家向けサービスを開発。

銀行主催の後継者勉強会での情報交換がきっかけ。
コラボ相手が、その分野で特許を持っている大学の先生
とも知り合いだった。

超音波の技術を活用した製品を販売しており、漁場管理

社員が企業派遣で大学に博士号を取得しに行ったことが

サービスを開発。

きっかけで、大学との共同研究が進めている。

データの取得という意味では IoT を進めているが、デー
タの活用は未実施。
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担当者が出身大学との共同研究を実施した。

２．３ 川下製造事業者へのヒアリング
２.３.１ 目的
川下製造事業者へのヒアリングを実施し、中小企業・小規模事業者と川下製造事業者が連
携して IoT・AI 技術を開発・活用する際の、技術高度化における課題、中小企業・小規模事
業者への期待・要望を把握した。

２.３.２ 調査対象企業の抽出
（１）調査対象選定の方針
平成 27 年２月９日改正の技術指針に掲載されている川下分野（川下９分野：自動車、ロボ
ット・産業機械、エレクトロニクス・情報家電、情報サービス、食品・農業、ヘルスケア、航
空宇宙、インフラ、エネルギー）に、IoT 市場で成長が期待される川下分野（川下２分野：セ
キュリティ、流通）を加えた 11 の川下分野別に、川下製造事業者の IoT・AI に関する取組例
を調査し、ヒアリング候補企業を抽出した。
新規川下分野の追加にあたり、図表 ２-７に示す IoT 市場の分野別規模予測を参考とした。
図表 ２-７ IoT 市場の分野別規模予測
（億円）
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その他
30,000

自動車
ヘルスケア

25,000

24,900

エネルギー
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20,000
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川下分野

19,400

セキュリティ
15,100

15,000

11,800
9,300

10,000
5,000

7,100
3,501

新規
川下分野

5,200

0
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2022

出所：NRI 「NRI Management Review 2017 Vol.38」
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（２）公開情報による企業リストの作成
川下製造事業者の IoT・AI に関する取組を公開情報（記事、各社ホームページ）から収集
し、その取組を川下分野別に整理し、公開情報に列挙されている事業者をヒアリング候補と
することにした。川下製造事業者の IoT・AI に関する取組の取りまとめ資料については、個
別企業の戦略に関わることから、割愛することとする。

２.３.３ ヒアリング方法・時期
（１）ヒアリング項目
川下製造事業者に対して、下記項目でのヒアリングを実施した。
１． 貴社、貴部門の概要


貴社における技術開発体制について



現在注力している技術開発分野について



今後注力予定の技術開発分野について

２． 中小企業・小規模事業者に求める技術開発の内容


製品・機能に関する要望について



IoT・AI に係る要望について

３． 貴社における IoT・AI の取組状況


現在の取組状況、今後の見通し



貴社の IoT・AI に関わる技術開発体制（外部との連携を含む）



IoT・AI を活用した具体的な取組事例について（背景、体制、目標・スケジュー
ル、開発内容、課題、成果）

４． IoT・AI の普及によって期待される効果・内容


大手企業と中小企業・小規模事業者の関係の変化



貴社事業領域において中小企業・小規模事業者の活用が期待される分野

５． 参考事例


業界内で着目されている IoT・AI の事例（他社事例・海外事例）
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（２）ヒアリング先一覧
ヒアリング候補企業リストのうち、川下製造事業者 15 社にヒアリングのご協力をいただい
た。各社の事業戦略に関わる内容が含まれることから、本報告書での個別企業名の記載は割
愛する。図表 ２-８にヒアリング先一覧を示す。
図表 ２-８ 川下製造事業者ヒアリング先一覧
川下分野

企業 No.

日時

1

平成 29 年 12 月 27 日（水）16：50～17：50

2

平成 29 年 10 月 4 日（水）10：30～12：00

3

平成 29 年 10 月 12 日（木）16：00～17：20

4

平成 29 年 10 月 25 日（水）11：00～12：00

5

平成 29 年 10 月 24 日（火）16：30～17：30

6

平成 29 年 12 月 06 日（水）11：00～12：00

7

平成 29 年 12 月 27 日（水）10：00～11：00

8

平成 29 年 9 月 11 日（月）9：00～10：30

9

平成 29 年 9 月 29 日（金）9：00～10：30

10

平成 29 年 9 月 20 日（水）13：00～14：00

ヘルスケア

11

平成 29 年 12 月 08 日（金）15：00～16：00

インフラ

12

平成 29 年 11 月 16 日（木）10：30～11：30

13

平成 29 年 11 月 13 日（月）16：00～16：40

14

平成 29 年 10 月 27 日（金）10：00～11：00

15

平成 29 年 10 月 26 日（木）10：00～10：45

自動車

ロボット・産業機械

既存

エレクトロニクス・情報家電

情報サービス

食品・農業

小売・流通
新規
セキュリティ

２.３.４ ヒアリング結果まとめ
各企業の事業戦略に差し支えのない範囲で、図表 ２-９に分野別の川下製造事業者のヒアリ
ング結果を取りまとめる。分野共通の意見として、企業間連携や人材確保・育成・技能伝承と
いったニーズに関連する声が聞かれた。
なお、セキュリティ分野に対するニーズは各分野共通で聞かれたことから、新規川下分野と
して設定せずに全ての技術分野への共通事項として技術指針に追記することとした。
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図表 ２-９ 川下製造業者等へのヒアリング結果まとめ
川下分野

共通

技術指針に追加された川下分野ニーズ

川下製造事業者の意見

・企業間連携の促進

・中小企業は、下請けではなくアライアンス先になった。お互い

・人材確保・育成・技能伝承

の強みを持ち寄って、アライアンスを組む中に、中小企業、ベン

・デザイン思考、アジャイル型の研究開発

チャー企業が含まれるという感覚。

・サイバーセキュリティ、データ利活用等に関するガイドライン

・職人の技術をデータ化してそれをデータとして販売していかな

の活用

ければならない。

・グローバルに製品が流通することも念頭に、データの越境に関

・中小企業はセキュリティ、プライバシーへの対応が遅れがち。

する海外法制等に留意した研究開発・データ活用

自社が作っているもののリスク分析を最低限行うことを徹底しな
ければ、会社をつぶしかねない。

自動車

・バッテリ、モータその他電子部品等のエネルギー効率の向上

・自動車は ADAS（自動運転）の検討が中心になる。自動車の軽量

・ＡＤＡＳやＥＶ化に必要となる測定計測技術の高度化

化に向けて、自動車のセンサのデータをクラウドで管理するとい

・自動走行の実現

う検討も進められている。
・自動運転車両の導入の検討も進められているが、技術的にはも
う少し先の検討になることが想定される。

ロボット・産業機械

・産業システム全体を踏まえたロボットの設計・活用

・製造時データの管理、製品の検査は、重要であると認識されて

・エンドエフェクタ（ロボットハンド等）の汎用化・高機能化

いるものの、一番価値を生まない工程である。それにも関わらず
人手がかかる。データ管理・検査、という部分でコストをかけず
に効率化をどのように進めるかが重要である。

・デジタル家電製品の高機能化ニーズ

・製品ごとにデータフォーマットが異なっているため、収集した

・スマートホーム分野における新しい価値提供

データの連結ができない。企業レベル・ひいては将来は業界全体

エレクトロニクス・情

・データを解析することで、次に人が何を望むかを先読みし、新

でどういったデータのフォーマットがあるべきかが課題となるの

報家電

たな製品・サービス提供につなげるビジネス

ではないか。

・デジタル家電等を活用したデータ流通市場の創出

・データを活用することによるビジネス展開も見据える必要があ
る。次のビジネスを検討しないと、多額の投資に見合わない。
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川下分野

情報サービス

食品・農業

ヘルスケア

インフラ

小売・流通

技術指針に追加された川下分野ニーズ

川下製造事業者の意見

・ネットワーク関連技術やシステムを構成する機器に関する技術

・日本が有するハードの強みをソフトの企業とどのように結びつ

を含めたソフトウェア情報処理技術の高度化

けるかが重要になる。ソフトについては、日本は欧米に比べて圧

・高度化・複雑化するソフトウェアの開発に対応するための各種

倒的に弱い。ものづくりの技術をオープンにして、国内に限らず

の開発技術を高度化

海外のソフト企業とも連携を進める必要がある。

・鮮度・品質等の維持など、長期輸送にも耐えうる品種開発や技

・農業では、育成状況・光合成のモニタリング、出来上がった作

術開発の他、食品のトレーサビリティ機能の高度化

物の非破壊検査の分野が重要になると考えている。この分野では

・食品残渣の堆肥化、有用物質生産等の食品リサイクルループに

AI の画像認識技術の活用が期待される。

関する技術の高度化

・日本は小規模な農家が多く、大規模化への構造改革が進んでい

・ＩＴ、ＩｏＴを活用したシステムによる農業の生産性向上

ない状況である。農業は大規模化を進めないと利益がでにくい。

・異業種プレーヤーとの連携も通じ、農業の六次産業化とも言わ

・IoT、AI のアプリケーション分野としては、農業や水産業への

れるような新たな付加価値の創出

展開は早いだろう。

・発症前の予防・先制医療

・医師・看護師の負担軽減といったニーズがある。例えば、退院日

・個々のニーズに合わせたカスタマイズ生産・サービス（ウェア

の予測や、容体の急変の予知などのニーズがある。

ラブル機器等を活用した個別化医療・健康サービス）

・徘徊の検知、転倒の検知、行動パターンの予知、といったニーズ

・介護

がある。

・大規模な社会インフラの他にも、機器とネットワークの接続に

・インフラの建設だけでなく、アフターサービスを含めた事業展

より構築されるシステムを利用する一般向けのサービス

開が求められている。

・サプライチェーンの効率化とともに付加価値の向上

・情報処理技術を活用して、顧客一人一人に合わせた販売促進、

・生産から消費までを含めたサプライチェーン全体を最適化

顧客の買い物支援、新しい買い物体験の創造、商品トレーサビリ

・高度な需要予測や店舗のスマート化等による流通分野の生産性

ティの工場による安全・安心への取組

向上
・消費者ニーズを的確に捉えた新たな製品・サービス提供
セキュリティ

・（新規川下分野とは設定せず川下分野共通ニーズとして追記）
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・―

等が期待される。

３ 技術指針改正のための基礎資料の作成
３．１ 目的
「２技術指針の見直しに必要なヒアリング調査等」を元に、技術指針改正のための基礎資
料を作成した。基礎資料において、特定ものづくり基盤技術の指針の見直し方針および技術
分野毎の見直し方針を示す。基礎資料は、技術指針検討委員会の場において、技術指針見直
しの方向性について委員からの合意を得るだけでなく、技術指針改正に向けた新たな視点を
引き出すことを目的として作成した。
基礎資料の一部については、特定ものづくり基盤技術指針の見直し概要として、周知する
ための広報資料として取りまとめた。これについては、参考資料１に掲載する。

３．２ 基礎資料
３.２.１ 基礎資料の構成
（１）特定ものづくり基盤技術高度化指針の見直し概要
技術指針見直しの全体概要について、特定ものづくり基盤技術の指針の見直しの方向性を
示した資料を作成し、主に以下の項目を掲載した。本資料の参考として、ヒアリング調査か
ら得られた IoT・AI 等を活用した中小企業・小規模事業者の研究開発の萌芽事例・先進事例
についても取りまとめた。
 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の概要
 特定ものづくり基盤技術及び高度化指針の見直しの変遷
 戦略的基盤技術高度化支援事業の成果目標と実績
 特定ものづくり基盤技術高度化指針の構造と改正イメージ

（２）技術分野毎の見直し方針
技術分野毎の見直し方針について、各技術分野別の技術指針の見直しの前提となる基本的
な考え方を示す資料を作成し、主に以下の項目を掲載した。本資料の参考として、技術分野
毎のサポイン採択事業について、IoT・AI 等の活用という観点から取りまとめた。
 技術指針の見直しに向けて御議論いただきたいポイント（各論）


１各論に係る技術において達成すべき高度化目標



２各論における高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法



３研究開発等を実施するに当たって配慮すべき事項

 IoT・AI 時代を見据えた高度化法の対象領域と技術分野別のサポイン採択傾向
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３.２.２ IoT・AI 等を活用した中小企業・小規模事業者の事例の作成
特定ものづくり基盤技術の指針の見直し方針資料に掲載した、IoT・AI 等を活用した中小
企業・小規模事業者の研究開発事例を図表 ３-１に取りまとめる。
掲載した 14 件の事例については、研究開発において一定の成果が得られていると感じられ
る取組を抽出した上で、主たる技術分野の網羅性を念頭に入れつつ、選定を行なった。
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図表 ３-１ IoT・AI 等を活用した中小企業・小規模事業者の研究開発事例
主たる技術分野

１．デザイン開発技術

２．情報処理技術

２．情報処理技術

２．情報処理技術

２．情報処理技術

３．精密加工技術

研究開発の方向性

研究開発の目的

○

度化

株式会社京都科学

し、訓練者の手技を評価し、助言を生成するシステ
ムの開発

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高

○

度化

度化

研究開発概要
訓練者の手技の状況を画像認識・センサーで認識

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高

事業者名

予知保全・遠隔 運用・生産最適 技能継承・開発
保守
化
支援

長田電機株式会社
株式会社ファームノ

○

ート
株式会社ユニオンソ

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高

○

度化

フトウェアマネイジ
メント

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高

○

度化
①自らの技術高度化

ラトックシステム株
式会社

高精度かつ安価な農業用自動航法を実現するセン
サの開発
牛の行動を検知するセンサデバイス、行動データ
からＡＩを活用して健康状態を自動推定する個体
管理システムを開発
高精度な動作検出と動作のパターンマッチングの
技術開発により、手話の自動翻訳を実現
酒造タンクの品温を一括管理し、警戒温度になる
とクラウド経由でスマホに通知するシステムの開
発

株式会社岐阜多田精 ＩｏＴ活用を活用した金型（スマート金型）により

○

機

最適成型条件を確立
暗黙知を理論化し、鋳造工場の IoT 化（鋳造方案、

６．立体造形技術

①自らの技術高度化

○

○

○

株式会社木村鋳造所 配合計算、溶解材料の投入、遠隔注湯、電力管理の
自動化）を目指す

７．表面処理技術

①自らの技術の高度化

○

○

23

株式会社ヒバラコー
ポレーション

ＡＩ・データ活用塗装自動化システムの開発

８．機械制御技術

①自らの技術高度化

○

株式会社三友製作所

８．機械制御技術

①自らの技術高度化

○

多摩川精機株式会社

10．材料製造プロセス
技術

①自らの技術高度化

○

○

株式会社ハイテック

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高

システム、株式会社

○

バイオマスソリュー

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高
度化

ションズ

化

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高

トを自動的に最適化するシステムを構築
無線温度センサーで堆肥槽を計測したデータをも
とに送風機からの風量を自動制御する仕組みを開
発・導入
複数の漁船に搭載した魚群探知機のデータをリア

○

株式会社ソニック

ルタイムで収集・分析し、自動的に魚群マップを作
成して漁業者に提供するシステムを構築

①自らの技術高度化
12．測定計測技術

検査工程の統合・自動化による出荷前検査の効率

サーマル・ソリュー 入し、ユーザーニーズに応じて性能・製造量・コス
ション

度化

12．測定計測技術

化

株式会社ロータス・ ヒートシンクの設計・鋳造・検査工程にＩｏＴを導

①自らの技術高度化
11．バイオ技術

ＩｏＴ技術を活用した NC 機械の稼動状況の見える

株式会社 TCK、エルピ

○

クセル株式会社

度化
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ＡＩによる病理画像診断支援に向けた、レーザー
アブレーション技術を用いた撮像装置（ナノレベ
ル 3D 構造解析システム）の開発

３.２.３ 技術分野毎のサポイン採択事業の整理
平成 28・29 年度のサポイン補助金採択案件について、対象領域（製品・市場別）別に分類
した。分類にあたっての考え方は次の通りである。
 １．判断材料：各研究開発について、
「研究開発概要」および「企業 HP 等から得られる
事業概要」から、当該中小企業の主たる川下分野（既存 BtoB）、既存技術・製品を推測。
 ２．市場・マーケット軸：各研究開発をきっかけに新たな川下分野に参入する場合や、こ
れまでにも取引はあるものの事業の柱にはなりえていない川下分野を想定した研究開発
である場合は“新規 BtoB”に分類。
 ３．技術・製品・サービス軸：
「判断材料」の情報をもとに、既存顧客からの要求に応え
た軽量化・高品質化・コスト低減等は“既存技術・製品”に、既存技術の延長線上ではな
く技術的にジャンプがありそうなものや、技術高度化に加えてそのための装置開発まで
スコープに入れているもの等は“新技術・製品” に分類。
結果として、法認定中小企業者が有する基盤技術に閉じず他主体の有する技術と組み合わ
せた開発等が“新技術・製品” に分類される傾向にあることが分かった。技術分野別のサポ
イン採択事業の動向を図表 ３-２から図表 ３-１３に示す。これらは採択傾向の大局を捉え
るために各研究開発の説明概要から作成したものであるため、事業内容を充分に踏まえた分
類ではないことに留意されたい。
図表 ３-２ デザイン開発技術のサポイン採択事業の整理
１．デザイン開発技術

注）デザイン開発技術のみ、採択案件が少ないことから平成27年度採択も分類対象とした。

＜技術・製品・サービス＞
既存技術・製品

太枠：ベンチャー(設立10年以内)、赤字太枠：大学発ベンチャー

凡例：

平成29年度採択

新技術・製品

平成28年度採択

＋ﾓﾉのｻｰﾋﾞｽ化

平成27年度採択

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾏｰ等

データ活用
ＪＭＲ

トルク精密工業
トルク工業

成田製作所

京都科学

J・３D

ヒルタ工業

<

既存BtoB

>

市
場
・
マ
ー
ケ
ッ
ト

高根シルク

ベルニクス

新規BtoB

坂本石灰工業所

【傾向】
• デザイン開発技術では既存BtoBマーケット
における技術開発が比較的多いが、BtoCを
ターゲットとした技術開発も採択されてい
る。
• IoT・AIを活用した先進事例も見られる。

新規BtoC

出所：サポイン補助金採択案件リストより NRI 作成
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図表 ３-３ 情報処理技術のサポイン採択事業の整理
２．情報処理技術

太枠：ベンチャー(設立10年以内)、赤字太枠：大学発ベンチャー

凡例：

＜技術・製品・サービス＞
既存技術・製品

新技術・製品

平成29年度採択

＋ﾓﾉのｻｰﾋﾞｽ化

平成28年度採択

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾏｰ等

データ活用

ヴィッツ
ｱｰｸ･ｼｽﾃﾑ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

ESL研究所

和同産業

ヴィッツ

<

既存BtoB

ゴビ

市
場
・
マ
ー
ケ
ッ
ト

Braveridge

>
ＨiＳＣ

ﾕﾆｵﾝｿﾌﾄｳｪｱﾏﾈｲｼﾞﾒﾝﾄ

新規BtoB

芙蓉開発

【傾向】
• 情報処理技術では、IoT・AIそのものを高
度化している案件がほとんどである。
• 中には、データ取得のためのデバイス開発
に特化した事例も見受けられる。
新規BtoC

出所：サポイン補助金採択案件リストより NRI 作成
図表 ３-４ 精密加工技術のサポイン採択事業の整理
３．精密加工技術

太枠：ベンチャー(設立10年以内)、赤字太枠：大学発ベンチャー

凡例：

＜技術・製品・サービス＞
既存技術・製品

新技術・製品

平成29年度採択

＋ﾓﾉのｻｰﾋﾞｽ化

平成28年度採択

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾏｰ等

データ活用

ハイタック

<

新規BtoB

小西鋳造

岐阜多田精機

タマリ工業

三陽製作所

シー・ケィ・ケー

リソテックジャパン

今橋製作所

ニートレックス

夏目光学

朝田金属工業

吉野機械製作所

ナノテム

オージック

名北工業

ファインテック

VICｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

オンド

田中製作所

東海部品

近畿精工

高橋鉄工

朝日精密工業

クリスタル光学

フジコー

>

市
場
・
マ
ー
ケ
ッ
ト

既存BtoB

山内エンジニアリング The MOT Company

東邦電子

長谷川機械製作所

タンレイ工業

大研工業

金井重要工業

中村製作所

オリエント

IMUZAK

アルモウルド

東郷

久慈琥珀

【傾向】
• 精密加工技術では既存BtoBでのニーズに対
応する高度化を目指す案件が比較的多い。
• 川下ニーズに対応するためにIoTを活用す
る先進事例が見られる。

新規BtoC

出所：サポイン補助金採択案件リストより NRI 作成
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図表 ３-５ 製造環境技術のサポイン採択事業の整理
４．製造環境技術

太枠：ベンチャー(設立10年以内)、赤字太枠：大学発ベンチャー

凡例：

＜技術・製品・サービス＞
既存技術・製品

新技術・製品

平成29年度採択

＋ﾓﾉのｻｰﾋﾞｽ化

平成28年度採択

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾏｰ等

データ活用

LIGHTｚ
IBUKI

パイクリスタル

ユーエスウラサキ

ヒラカワ

<

既存BtoB

パルスパワー技術研究所

>

市
場
・
マ
ー
ケ
ッ
ト

トスレック

新規BtoB

【傾向】
• 製造環境技術では、既存BtoBにおいて、川
下ニーズに合わせて、自らの基盤技術を高
度化する研究開発が多い。
• 中には、デジタルツールを用いて高度化す
る案件も出始めている。
新規BtoC

出所：サポイン補助金採択案件リストより NRI 作成
図表 ３-６ 接合・実装技術のサポイン採択事業の整理
５．接合・実装技術
凡例：

＜技術・製品・サービス＞
既存技術・製品

新技術・製品

平成29年度採択

＋ﾓﾉのｻｰﾋﾞｽ化

平成28年度採択

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾏｰ等

データ活用

<

既存BtoB

市
場
・
マ
ー
ケ
ッ
ト

青木製作所

冨士端子工業

神山鉄工所

中央電子工業

ART-HIKARI

トライエンジニアリング
先端力学ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
研究所

久保田鐵工所
高橋金属

メドレックス

豊光社

>
東北マイクロテック

藤精機

新規BtoB

フューチャーインク

マテリアル・コンセプト

中島ゴム工業

天草池田電機

新規BtoC

【傾向】
• 接合・実装技術では既存BtoB×既存技術・
製品の高度化が比較的多いが、大学発ベン
チャーが新技術の用途開発を行うような例
も見られる。
• データ取得する案件はあるが、その活用ま
でをスコープにいれた案件は見られない。

出所：サポイン補助金採択案件リストより NRI 作成
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図表 ３-７ 立体造形技術のサポイン採択事業の整理
６．立体造形技術

太枠：ベンチャー(設立10年以内)、赤字太枠：大学発ベンチャー

凡例：

＜技術・製品・サービス＞
既存技術・製品

新技術・製品

平成29年度採択

＋ﾓﾉのｻｰﾋﾞｽ化

平成28年度採択

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾏｰ等

データ活用

WELCON

パリティ・
イノベーションズ

菊川工業

NSC

ヨシワ工業

丹羽鋳造・武山鋳造

群馬合金

内外

<

既存BtoB

オーミック

市
場
・
マ
ー
ケ
ッ
ト

八光

>
新規BtoB

キャップ

ヤマウチマテックス・
エンジニアリング

金属技研

アルファー精工
シナプス

トーフレ

【傾向】
• 立体造形技術では既存BtoB、新規BtoB
マーケットにおける技術開発が進んでいる。
• 既存BtoBマーケットにおけるデータ活用
（IoTによる経験値の見える化等）の萌芽
事例が見られる。

旭製作所

新規BtoC

出所：サポイン補助金採択案件リストより NRI 作成
図表 ３-８ 表面処理技術のサポイン採択事業の整理
７．表面処理技術

太枠：ベンチャー(設立10年以内)、赤字太枠：大学発ベンチャー

凡例：

＜技術・製品・サービス＞
既存技術・製品

新技術・製品

平成29年度採択

＋ﾓﾉのｻｰﾋﾞｽ化

平成28年度採択

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾏｰ等

データ活用

<

既存BtoB

帝国イオン

吉野電化工業

東設

貴和化学薬品

片桐エンジニアリング

動研

吉川工業

ナバテック

豊橋鍍金工業

ダイカテック

加美電子工業

ﾒｯｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

ワイドテクノ

プラズマイオンアシスト

シンコーメタリコン

日本テクノ

島谷技研

美鈴工業

ヒバラコーポレーション

>

市
場
・
マ
ー
ケ
ッ
ト

ｴｲﾁ･ｴｽ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ

新規BtoB

フジックス

オジックテクノロジーズ

ミナミ化工産業

トライテック

ナノテック

村谷機械製作所

住江織物

新規BtoC

【傾向】
• 表面処理技術では、既存BtoBにおいて、川
下ニーズに合わせた研究開発が多いが、新
規BtoBマーケットに対する新技術を開発す
るような事例も見られる。
• デジタルツールを用いて高度化する先進事
例も出始めている

出所：サポイン補助金採択案件リストより NRI 作成
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図表 ３-９ 機会制御技術のサポイン採択事業の整理
８．機械制御技術

太枠：ベンチャー(設立10年以内)、赤字太枠：大学発ベンチャー

凡例：

＜技術・製品・サービス＞
既存技術・製品

新技術・製品

平成29年度採択

＋ﾓﾉのｻｰﾋﾞｽ化

平成28年度採択

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾏｰ等

データ活用

<

既存BtoB

東新工業

ウエノ

東洋機械・成田鋼業

多摩川精機

多摩川精機

カットランドジャパン

スマック

ロジカルプロダクト

原馬化成

イーバイク

レイドリクス

松山毛織

KNE

市
場
・
マ
ー
ケ
ッ
ト

鷹取製作所

>
プロスパイン

草津電機

オグラ金属

新規BtoB

【傾向】
• 機械制御技術では既存BtoBにおいて、川下
ニーズに対応するための技術高度化が多い。
• 制御するためにデータ取得は必須であるが、
そのデータを活用・フィードバックするま
でを研究開発の範囲に含めている先進事例
も見られる。

新規BtoC

出所：サポイン補助金採択案件リストより NRI 作成
図表 ３-１０ 複合・新機能材料技術のサポイン採択事業の整理
９．複合・新機能材料技術

太枠：ベンチャー(設立10年以内)、赤字太枠：大学発ベンチャー

凡例：

＜技術・製品・サービス＞
既存技術・製品

新技術・製品

平成29年度採択

＋ﾓﾉのｻｰﾋﾞｽ化

平成28年度採択

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾏｰ等

データ活用

<

既存BtoB

市
場
・
マ
ー
ケ
ッ
ト

佐藤繊維

旭金属工業・
スピック

大喜

ナノキャリア

オルガノサーキット

I＆T
ニューマテリアルズ

中島産業

ジャロック

新光硝子工業

プレジール

髙木化学研究所

美濃窯業

九州木材工業

洛東化成工業
東海ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ
光技術ｻｰﾋﾞｽ
北川精機

>
新規BtoB

カジレーネ

丸井織物

槌屋

三木理研工業

中国精油

【傾向】
• 複合・新機能材料技術では既存BtoBの川下
ニーズに対応した研究開発案件が多い。
• IoT・AIといったデジタルツールを活用し
た事例は見られない。
新規BtoC

出所：サポイン補助金採択案件リストより NRI 作成
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図表 ３-１１ 材料製造プロセス技術のサポイン採択事業の整理
１０．材料製造プロセス技術

太枠：ベンチャー(設立10年以内)、赤字太枠：大学発ベンチャー

凡例：

＜技術・製品・サービス＞
既存技術・製品

新技術・製品

平成29年度採択

＋ﾓﾉのｻｰﾋﾞｽ化

平成28年度採択

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾏｰ等

データ活用

東和

仙台鈴木合金・
鈴木合金

日本マイクロシステム

オオハシ

タツモ

ｱｼｻﾞﾜ･ﾌｧｲﾝﾃｯｸ

<

既存BtoB

MPS

天谷製作所

伏見製薬所

市
場
・
マ
ー
ケ
ッ
ト

並木精密宝石

ﾉﾍﾞﾙｸﾘｽﾀﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
ﾄｰﾀﾙｹｱ･ｼｽﾃﾑ
NDFEB

関西触媒化学

>
石福金属興業

三和プレス

MARUKA

ジュークス

新規BtoB

松徳工業所
ﾛｰﾀｽ･ｻｰﾏﾙ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ

サイム

【傾向】
• 材料製造プロセス技術では既存BtoBのニー
ズに対応した量産技術開発が比較的多い。
• IoTを製造プロセスに導入し生産性向上を
図る萌芽事例も見られる。
新規BtoC

出所：サポイン補助金採択案件リストより NRI 作成
図表 ３-１２ バイオ技術のサポイン採択事業の整理
１１．バイオ技術

太枠：ベンチャー(設立10年以内)、赤字太枠：大学発ベンチャー

凡例：

＜技術・製品・サービス＞
既存技術・製品

新技術・製品

平成29年度採択

＋ﾓﾉのｻｰﾋﾞｽ化

平成28年度採択

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾏｰ等

データ活用

<

既存BtoB

市
場
・
マ
ー
ケ
ッ
ト

ジェイテック
コーポレーション

ネッパジーン・
エターナス

ジェノミックス

三栄製薬

エヌビィー健康研究所

一丸ファルコス

沖縄プロテイン
トモグラフィー

高砂電気工業

パール工業

COGNANO

静岡製機

>
草野作工

アイサク

新規BtoB

誠南工業

果実堂

【傾向】
• バイオ技術では、特許技術等のシーズの実
用化・用途開発を目指す案件が多い。
• データに基づいた創薬等が一般的な一方で、
取得データの活用までを範囲とした案件は
まだ少ない。

新規BtoC

出所：サポイン補助金採択案件リストより NRI 作成
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図表 ３-１３ 測定計測技術のサポイン採択事業の整理
１２．測定計測技術

太枠：ベンチャー(設立10年以内)、赤字太枠：大学発ベンチャー

凡例：

＜技術・製品・サービス＞
既存技術・製品

データ活用

テクノプロープ

セルスペクト

衣川製作所
ﾘﾊﾞｰｽ･ﾌｨｯﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ

神戸工業試験場

ニッコー

ライフケア技研

フジタ医科器械

つくばテクノロジー

アクロエッジ

レナテック

アミンファーマ研究所

ワイビーエム

ブライテック

オザワ科学

Blue Industries

TCK

日吉

第一医科

稲築サイエンス

KMC・
エンインダストリーズ

アステム

<

既存BtoB

テラベース

市
場
・
マ
ー
ケ
ッ
ト

平成29年度採択

＋ﾓﾉのｻｰﾋﾞｽ
化

新技術・製品

平成28年度採択

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾏｰ
等

トライボテックス

>
サビア

4Dセンサー

ティーワイテクノ

佐々木化学薬品
応用電機

新規BtoB

【傾向】
• 測定計測技術では既存BtoBにおける研究開
発が多い。
• 特に平成29年度は、IoT・AIにかかる、計
測したデータを活用・分析して判断するよ
うな案件が目立つ。
新規BtoC

出所：サポイン補助金採択案件リストより NRI 作成
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４ 技術指針検討委員会の設置
４．１ 委員会の概要
技術指針改正案の策定に伴い、第三者である学識経験者等から成る技術指針検討委員会を
設置した。委員会は、全体のとりまとめを行う「特定ものづくり基盤技術高度化指針見直し
検討委員会（以下、
「本体委員会」という。）」、技術分野ごとの検討を行う 12 の技術指針検討
WG から構成した。
本体委員会においては、2 回の委員会を通じ、基礎資料および技術指針案に対して、学識経
験者、中小企業・小規模事業者等の経営者等の立場からご意見をいただき、12 の技術分野の
改正方針についてご承認をいただいた。
技術指針検討 WG においては、基礎資料および技術指針案をもとに、各委員から技術指針
に追加・見直すべき表現についてご意見をいただいた。
「複合・新機能材料技術 WG」および「材料製造プロセス技術 WG」については、先般の
見直しに倣い合同討議とした。
「情報処理技術 WG」および「測定計測技術 WG」
、
「製造環境
技術 WG」および「表面処理技術 WG」
、
「接合実装技術 WG」および「機械制御技術 WG」
について、IoT・AI 等の取組の方向性が類似していることから今回の見直しにおいて、合同
討議とすることとした。

４．２ 委員名簿・開催日程
技術指針検討委員会の委員名簿（敬称略、五十音順）および開催日程は以下の通りである。
 特定ものづくり基盤技術高度化指針見直し検討委員会
＜委員（◎：委員長）＞
◎沼上 幹

一橋大学理事・副学長/中小企業政策審議会経営支援分科会長

海内 美和

海内工業（株）代表取締役社長

上野 保

東成エレクトロビーム（株）代表取締役会長

小笠原 治

（株）ＡＢＢＡＬａｂ 代表取締役

川原 圭博

東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 准教授

岸本 幸宏

（地独）神奈川県立産業技術総合研究所 理事

後藤 芳一

（一財）機械振興協会 副会長・技術研究所所長

鈴木 一義

（独）国立科学博物館 産業技術史資料情報センター長

瀬戸 政宏

（国研）産業技術総合研究所

フェロー

（イノベーション推進・企業連携・地域連携 担当）
浜野 慶一

（株）浜野製作所 代表取締役ＣＥＯ

松尾 亜紀子

慶應義塾大学理工学部 教授

森山 昌己

（一財）大阪科学技術センター技術振興部
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副部長

＜開催日程＞
第１回本体委員会
日時

平成 29 年 10 月３日（火）10 時 00 分～12 時 00 分

場所

経済産業省 本館 17 階西５ 第２特別会議室

第２回本体委員会
日時

平成 29 年 12 月 13 日（水）14 時 00 分～16 時 00 分

場所

経済産業省 本館 17 階西５ 第２特別会議室

 １.デザイン開発技術ＷＧ
＜委員＞
赤池 学

株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所

代表取締役所長

田中 一雄

株式会社ＧＫデザイン機構

日高 一樹

日高国際特許事務所 所長弁理士

松岡 由幸

慶應義塾大学 教授/一般社団法人 日本デザイン学会 会長

松原 幸行

特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構 理事

代表取締役社長

＜開催日程＞
日時

平成 29 年 10 月 23 日（月）15 時 00 分～17 時 00 分

場所

経済産業省 別館２階 244 各省庁共用会議室

 ２.情報処理技術 WG
＜委員＞
竹森 敬祐

ＫＤＤＩ株式会社

谷川 民生

国立研究開発法人産業技術総合研究所 情報・人間工学領域
人間情報研究部門

田丸 喜一郎

プロダクト企画部 マネージャー
副部門長

独立行政法人情報処理推進機構
技術本部ソフトウェア高信頼化センター

堀川 隆

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
ＡＩ部ＡＩ社会実装推進室

門田 浩

主査

一般社団法人組み込みシステム技術協会 アドバイザー

＜開催日程＞
日時

平成 29 年 11 月２日（木）10 時 00 分～12 時 00 分

場所

経済産業省 別館２階 244 各省庁共用会議室
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ロボット・

 ３.精密加工技術 WG
＜委員＞
板谷 憲次

一般財団法人素形材センター

稲津 正人

東芝機械株式会社

副会長・専務理事

工作機械事業部

副事業部長

兼工作機械テクニ

カルセンター 部長
北村 憲彦

名古屋工業大学大学院 工学研究科

小林 暢比古

一般社団法人日本金属プレス工業協会 専務理事

新野 秀憲

東京工業大学 未来産業技術研究所

鈴木 裕

九州工業大学 名誉教授

高橋 進

日本大学 生産工学部 機械工学科

堤

東京農工大学 客員教授

正臣

牧野 俊清

一般社団法人日本金型工業会

村島 善樹

一般社団法人日本鍛造協会

教授 つくり領域

教授

教授

会長
専務理事

＜開催日程＞
日時

平成 29 年 10 月 30 日（月）15 時 00 分～17 時 00 分

場所

経済産業省 別館２階 231 各省庁共用会議室

 ４.製造環境技術 WG
＜委員＞
青木 一郎

日本真空工業会

池田 耕一郎

日本真空工業会 事務局長

栗巣 普揮

山口大学大学院 創成科学研究科 准教授

森岡 繁信

株式会社島津製作所 産業機械事業部事業開発部 技術顧問

＜開催日程＞
日時

平成 29 年 11 月６日（月）13 時 00 分～15 時 00 分

場所

経済産業省 別館２階 236 各省庁共用会議室

 ５.接合・実装技術 WG
＜委員＞
大磯 義和

一般社団法人日本ねじ工業協会 専務理事

齋藤 敦

日本接着剤工業会

時任 静士

山形大学 有機エレクトロニクス研究センター センター長・

副会長（セメダイン(株)執行役員品質保証本部長）

卓越研究教授
松野 建一

日本工業大学 理事・工業技術博物館長・客員教授
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＜開催日程＞
日時

平成 29 年 10 月 31 日（火）10 時 00 分～12 時 00 分

場所

経済産業省 別館２階 244 各省庁共用会議室

 ６.立体造形技術 WG
＜委員＞
板谷 憲次

一般財団法人素形材センター

副会長・専務理事

菅野 利猛

株式会社木村鋳造所 常務取締役

鈴木 隆

一般社団法人神奈川県プラスチック工業会

専務理事

平塚 貞人

岩手大学 理工学部 物理・材料理工学科

教授

三浦 秀士

九州大学 名誉教授・鉄鋼リサーチセンター特任教授

谷田貝 望

ポーライト株式会社 機械部品技術部 副部長

矢野 友三郎

一般社団法人日本ファインセラミックス協会 専務理事

渡邉 一彦

一般社団法人日本ダイカスト協会 技術部長

＜開催日程＞
日時

平成 29 年 10 月 30 日（月）10 時 00 分～12 時 00 分

場所

経済産業省 別館２階 231 各省庁共用会議室

 ７.表面処理技術 WG
＜委員＞
青木 一郎

日本真空工業会

明渡 純

国立研究開発法人産業技術総合研究所 エレクトロニクス・
製造領域先進コーティング技術研究センター センター長

池田 耕一郎

日本真空工業会 事務局長

栗巣 普揮

山口大学大学院 創成科学研究科 准教授

須貝 英生

日本塗料工業会 常務理事

森岡 繁信

株式会社島津製作所 産業機械事業部事業開発部 技術顧問

＜開催日程＞
日時

平成 29 年 11 月６日（月）13 時 00 分～15 時 00 分

場所

経済産業省 別館２階 236 各省庁共用会議室
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 ８.機械制御技術 WG
＜委員＞
茨木 創一

広島大学大学院 工学研究科

機械システム工学専攻

教授

黒河 周平

九州大学大学院 工学研究院

機械工学部門 教授

髙本 仁志

国立研究開発法人産業技術総合研究所 製造技術研究部門
主任研究員

小平 紀生

三菱電機株式会社

小森 雅晴

京都大学大学院 工学研究科

眞田 一志

横浜国立大学大学院 工学研究院 システムの創生部門 教授

髙𣘺 秀雄

木更津工業高等専門学校 副校長・機械工学科教授

堤

東京農工大学 客員教授

正臣

ＦＡシステム事業本部

主席技監

機械理工学専攻 教授

＜開催日程＞
日時

平成 29 年 10 月 31 日（火）10 時 00 分～12 時 00 分

場所

経済産業省 別館２階 244 各省庁共用会議室

 ９.複合・新機能材料技術 WG
＜委員＞
大松沢 明宏

日本化学繊維協会

技術グループ長

梶原 莞爾

信州大学 繊維学部 コーディネーター

嶋崎 利行

日本金属熱処理工業会 技術委員会

村田 敏健

日本金属熱処理工業会 専務理事

森安 宏一

化成品工業協会 技術部長

矢野 友三郎

一般社団法人日本ファインセラミックス協会 専務理事

委員長

＜開催日程＞
日時

平成 29 年 11 月１日（水）13 時 00 分～15 時 00 分

場所

経済産業省 別館２階 244 各省庁共用会議室
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 10.材料製造プロセス技術 WG
＜委員＞
大松沢 明宏

日本化学繊維協会

技術グループ長

梶原 莞爾

信州大学 繊維学部 コーディネーター

嶋崎 利行

日本金属熱処理工業会 技術委員会

村田 敏健

日本金属熱処理工業会 専務理事

森安 宏一

化成品工業協会 技術部長

矢野 友三郎

一般社団法人日本ファインセラミックス協会 専務理事

委員長

＜開催日程＞
日時

平成 29 年 11 月１日（水）13 時 00 分～15 時 00 分

場所

経済産業省 別館２階 244 各省庁共用会議室

 11.バイオ技術 WG
＜委員＞
穴澤 秀治

一般財団法人バイオインダストリー協会 先端技術・開発部長、
組織長

新間 陽一

国立研究開発法人産業技術総合研究所 生命工学領域研究戦略部
イノベーションコーディネータ

長嶋 等

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

食品研究部門

食品生物機能開発研究領域長
西島 和三

持田製薬株式会社

医薬開発本部 フェロー／

東北大学 未来科学技術共同研究センター 客員教授
西山 真

東京大学 生物生産工学研究センター 細胞機能工学部門 教授

＜開催日程＞
日時

平成 29 年 10 月 31 日（火）15 時 00 分～17 時 00 分

場所

経済産業省 別館２階 244 各省庁共用会議室
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 12.測定計測技術 WG
＜委員＞
大村 金吾

株式会社村田製作所 センサ事業部 企画・販推部 エキスパート

鎌田 長明

鎌長製衡株式会社

小島 孔

一般社団法人日本計量機機工業連合会 常務理事

猿渡 俊介

大阪大学大学院 情報科学研究科 准教授

島村 正彦

一般社団法人日本電気計測器工業会

吉永 純一

アズビル株式会社

代表取締役社長

製品技術グループ 部長

技術開発本部 商品開発部 副部長

＜開催日程＞
日時

平成 29 年 11 月２日（木）10 時 00 分～12 時 00 分

場所

経済産業省 別館２階 244 各省庁共用会議室
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４．３ 検討委員会意見のまとめ
技術指針検討 WG で委員からいただいた意見について、技術指針への反映方法を検討した。
指針検討委員会は委員からの率直な意見をいただくために、自由討議としていた。そのため、
意見の取りまとめ資料については割愛することとする。

４．４ 技術指針改正の経緯
技術指針改正については、以下のスケジュールで実施された。
 平成 29 年 10 月３日 特定ものづくり基盤技術高度化指針見直し検討委員会（第１回）


高度化指針の見直しの方向性等について議論

 平成 29 年 10 月下旬～11 月上旬 技術分野別 WG


技術分野毎に高度化指針の改正案を議論

 平成 29 年 10 月３日 特定ものづくり基盤技術高度化指針見直し検討委員会（第２回）


高度化指針の改正案について議論、とりまとめ

 平成 29 年 12 月 27 日～平成 30 年１月 25 日 パブリックコメントの実施
 平成 30 年２月 19 日 中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会開催(書面審議)


高度化指針の改正案について諮問、答申

 平成 30 年３月９日 特定ものづくり基盤技術高度化指針改正（経済産業大臣告示）
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５ ガイドラインの作成
５．１ 目的
実際に制度を活用する中小企業・小規模事業者、彼らをサポートする公設試等の事業管理
機関に周知するために、技術分野毎の改正技術指針のガイドラインを作成した。ガイドライ
ンには、川下製造業者等のニーズを記載するとともに、当該特定ものづくり基盤技術を“主
たる技術”とする研究開発をイメージアップしてもらうために、過去のサポイン採択プロジ
ェクトを例示した。
例示したサポイン採択プロジェクトは、IoT・AI 等の取組に限定しないものとした。今回の
改正の目的は、IoT や AI 等の活用の方向性を技術指針に位置付けることであったが、IoT・
AI 等の取組以外についても従来通り、サポイン制度の対象事業となるためである。
公設試等の事業管理機関が、12 の特定ものづくり基盤技術の定義・川下分野ニーズを大局
的に理解するための手引きとして活用し、中小企業・小規模事業者に対して、アドバイスす
る際の参考としていただけることを期待する。また、中小企業・小規模事業者が、本ガイド
ラインの過去のサポイン採択プロジェクトの先行事例から、新規の研究開発に向けたヒント
を得ていただけると幸いである。
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５．２ ガイドラインの構成
技術分野毎のガイドラインの構成は、下記の通りである。
 （１）●．○○技術 とは・・・
・技術指針「１－（１）当該技術の現状」をもとに、読みやすい表現で、技術を説明
・
「具体的には」という説明において、特定ものづくり基盤技術に対応するものを一部例示
 （２）川下製造業者等が抱える課題およびニーズ
・技術指針「１－（３）川下分野横断的な共通の事項、
（４）川下分野特有の事項」をベー
スに記載
 （３）高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法
・技術指針「２ ○○技術における高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法」
をベースに記載
 （４）「●．○○技術」事例
・当該特定ものづくり基盤技術ごとに具体的な研究開発をイメージアップしてもらうため
に、過去のサポイン採択プロジェクトを例示
なお、技術分野毎のガイドライン本体を本報告書の参考資料２として添付する。
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５．３ 事例の作成
ガイドラインに「●．○○技術」事例として掲載するプロジェクトは、平成 27・28 年度終
了（平成 25 年度～26 年度採択）プロジェクトを掲載した「戦略的基盤技術高度化支援事業
研究開発成果事例集」から抽出したが、特に「
《特集》 研究開発成果の実⽤化・事業化に関す
るインタビュー」に掲載されているプロジェクトを中心に扱うこととした。デザイン開発技
術のみ、平成 27・28 年度終了事業が存在しないため、平成 29 年度終了事業から抽出した。
事例の作成にあたっては、抽出したプロジェクトの各企業にご協力いただいた。各事例に記
載した項目は、成果事例集の項目に倣い、下記のとおりである。
 プロジェクトの概要
 プロジェクトの成果を活用できる製品・サービス
 製品・サービスの PR ポイント
 プロジェクトで実施した内容
 研究開発の結果
 実用化・事業化の状況
図表 ５-１に、事例作成にご協力いただいた企業の一覧を示す。
図表 ５-１ ガイドラインに事例を掲載した企業・プロジェクト一覧
技術分野

企業名

採択

プロジェクト名

年度
１．デザイ

有限会社坂本石灰工

平 成 27

「お灸文化に革命をもたらす『aQua』〜火

ン開発技

業所

年度

を使わないお灸のデザイン開発〜

術

株式会社京都科学

平 成 27

医療スキルの修得支援のためのインタラクティ

年度

ブ・チュートリアル・システムの開発・事業化

平 成 26

農業機械のさらなる高度化と海外進出に資する次

年度

世代電子制御ソフトウェア基盤の開発

平 成 25

3 次元データを利用した高信頼性侵入検知システ

年度

ムの開発

２．情報処

(株)ヴィッツ

理技術
(株)ノア

３．精密加

(株)ナガセインテグレ

平 成 26

クリーンルーム環境対応の水静圧軸制御オイルレ

工技術

ックス

年度

ス加工マシンと防錆・循環水系システムの開発

(株)ファインテック

平 成 26

タッチパネル用新世代樹脂複合板材の曲線成形切

年度

断加工技術の開発

平 成 26

生鮮魚介類を長期保存するハニカム構造体を用い

年度

たナノバブル生成装置の開発

４．製造環
境技術

丸福水産(株)
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技術分野

企業名

採択

プロジェクト名

年度
(株)昭和真空

５．接合・

シーマ電子(株)

実装技術
(株)創晶

６．立体造

有限会社渡辺鋳造所

形技術

平 成 25

極小化に対応した水晶振動子真空移載・加熱封止

年度

装置の研究開発

平 成 26

両面放熱機能を有する薄型 SiC 大電流パワーモジ

年度

ュールの製品および製造技術の開発

平 成 25

高出力深紫外レーザー加工装置を実現するスーパ

年度

ーCLBO（CsLiB6O10）波長変換素子の開発

平 成 26

鋳鉄の耐摩耗性の向上及び安定化技術の開発

年度
日比野工業株式会社

平 成 26

大型薄肉ダイカスト部品の洩れ・鋳巣欠陥を解決

年度

する、半凝固・低圧力・高速射出充填ダイカスト法
の開発

公益財団法人滋賀県

平 成 26

国民病「顎関節症」の治療に最適な革新的次世代

産業支援プラザ

年度

型開口訓練システムの開発

７．表面処

株式会社アサヒメッ

平 成 25

あらゆるアルミ系素材に適応し、かつ毒物を使用

理技術

キ

年度

しない表面処理技術の開発

誠南工業株式会社

平 成 25

ミニマル多層薄膜形成イオンビームスパッタ装置

年度

の開発

平 成 25

高精度で信頼性の高いアブソリュートエンコーダ

年度

の製品化に向けた技術開発

平 成 25

手術ロボット開発における位置決め技術の高度化

年度

（インテリジェントホルダーの開発）

８．機械制

株式会社緑測器

御技術
株式会社和幸製作所

９．複合・

福島県ファッション

平 成 26

ニットとテキスタイルの融合によるオンリーワ

新機能材

協同組合

年度

ン・ファッション衣料の開発と販売

料技術

髙木綱業株式会社

平 成 26

超高分子量ポリエチレン繊維を用いた海洋構造物

年度

係留ロープの耐久性向上技術の開発

平 成 25

電力品質の高安定化を実現する省スペース型・高

年度

機能扁平メタセラ抵抗体の研究開発

株式会社 C-INK（旧コ

平 成 25

世界初の常温導電性金属ナノインクを用いたプラ

ロイダルインク）

年度

スチック透明導電フィルムの低コスト印刷法によ

１０．材料

鈴木合金株式会社

製造プロセ
ス技術

る創製
１１．バイオ

株式会社ジェイテッ

平 成 26

技術

クコーポレーション

年度

高砂電気工業株式会

平 成 25

ｉＰＳ細胞等の３次元大量培養技術の開発

既存の培養プレートを利用した自動培地交換ユニ
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技術分野

企業名

採択

プロジェクト名

年度

１２．測定

社

年度

ットの開発

シグマ株式会社

平 成 26

内面欠陥検査・径測定・真円度測定を同時に可能

年度

にするレーザー3 次元内面検査装置の実用化開発

株式会社アイ･ティ･

平 成 26

革新的電気化学検出法を用いた高感度エンドトキ

リサーチ

年度

シン検査装置の開発

計測技術
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６ 今後の課題
本調査事業では、事例作成にご協力いただいた中小企業・小規模事業者をはじめ、サポイ
ン実績のある多くの中小企業・小規模事業者から、サポイン制度や今回改正に対する意見を
収集した。
まず、今回の改正趣旨に対してはおおむね前向きな反応であった。しかし、公設試等の事
業管理機関が中小企業・小規模事業者の IoT・AI 等を活用の普及に取り組んでいるものの、
大半の中小企業・小規模事業者にとってはまだまだ活用のイメージがつきにくいという現状
がある。中小企業・小規模事業者の萌芽事例・先進事例をベースとしたガイドライン等を広
報ツールとして用いることで、IoT・AI 等を活用した研究開発の促進が期待される。
中小企業・小規模事業者ヒアリングおよび検討委員会において、IoT・AI 等の活用に向け
たサポイン制度・運用について次のような課題が指摘された。
 地域を跨ぐ研究開発体制の構築に関する課題
IoT・AI 等を強みとする事業者は都市部に集中しているため、今後は、都市部の情報通信
企業と、地方部のものづくり企業が連携して研究開発を行なうことが期待される。実際、今
回ヒアリングした中にも、経済産業局の管轄を超えた事例が見られた。しかし、過去のサポ
イン採択事例は、ひとつの経済産業局の管轄内で研究開発体制を構築しているものが多い。
現在のサポイン制度は地域に閉じた運用がなされている場合が多い。実際、検討委員会や
事業者ヒアリングにおいて、サポインの運用面において各経済産業局にローカルルールが存
在することや、支援スキームが地域に閉じており地域を超えた技術連携がしにくい、といっ
た声も聞かれた。
中小企業・小規模事業者が地域外の企業・大学と出会うことで、研究開発におけるイノベ
ーションを創出していくことも考えられる。そのためには、先ず各地域の経済産業局がサポ
インの運用におけるノウハウを共有する体制（例えば、各地域の採択プロセス・支援スキー
ムを見える化する体制）や、地域を跨いで技術を共有する体制（例えば、共同研究開発相手
を探している企業リストを各地域の経済産業局が共有する体制）の構築が必要だろう。
 PDCA サイクルの早い研究開発への対応に関する課題
中小企業・小規模事業者ヒアリングにおいて、IoT 関連の新規サービスは１年程度で開発
される場合もあるため３年間の支援は使いにくい、との声が聞かれた。また、検討委員会に
おいても、３年間という技術開発期間に川下分野ニーズも変わってくる、という声も聞かれ
た。
現在のサポインは研究開発の予算規模も大きく、大規模な設備投資が不要な IoT・AI 等を
活用した研究開発を想定した制度になっていない可能性がある。また、運用面においても計
画変更する際の手続きが煩雑であるという点が指摘されている。
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IoT・AI 等を活用した研究開発は特に技術の進展が早く、そのスピードが競争力のひとつ
となる。PDCA サイクルの早い研究開発にも対応できるように、短期間で予算規模の小さい
案件に対応できるような制度、目標値や計画変更が柔軟にできるような運用方法についても
検討していく必要があるだろう。
以上、本調査事業を通じて得られた中小企業・小規模事業者の生声から、制度や運用に関
する意見を今後の課題として整理した。
前述の通り、今回改正の方針は、中小企業・小規模事業者からはおおむね前向きに受け止
めていただいた。今回の方針を浸透させていくために、サポインの制度の在り方や運用方法
についても引き続き検討していく必要がある。
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参考資料―１．
特定ものづくり基盤技術高度化指針の見直し概要

特定ものづくり基盤技術の指針の見直しについて

平成３０年３月９日

中小企業庁技術・経営革新課

IoT・AI時代に対応した技術指針の改正に係るポイント①
＜技術指針見直しの背景・狙い＞
○中小企業の業況は改善する一方で人手不足等が深刻化。生産性を高める研究開発投資を促すことが必要。
○IoT・AI等の活用を技術指針に明確化することで、サポイン補助金等を活用した新たな研究開発を促進。
○これをきっかけとして、新たなビジネスモデルへの展開、中小企業によるデータ活用、企業間のデータ連携等を促
進する。

＜技術指針見直しのポイント＞
１．全体事項（総論部分）
○IoT・AI等の活用による技術開発の全体的な方向性を明示
－従来の川下・川上関係を前提とした技術開発（部素材等の開発）のみならず、市場・マーケットに近い分野
への展開（ものづくりのサービス化等）も含め、IoT・AI等を活用した技術開発の可能性を明示
－Connected Industriesとして、企業・人・機械・技術等のデータ活用・連携の重要性を明示
２．技術分野別（各論部分）
（１）IoT・AI時代の研究開発の方向性を明示
①中小企業自らによるIoT・AI等の技術の高度化
情報処理：AIの高度化（学習データの設計・検証、アルゴリズム開発等）、
言語処理の高度化、システム間の相互接続性、モデリング開発
等
測定計測：取得データの信頼性確保、センサ側又はその近い層で情報処理
を行うエッジフォグコンピューティング等の技術の高度化、デジタル
化に対応していない古い産業機械等に後付け可能なセンサの開
発、複数データの取得・組合せにより正確なデータを導き出すセ
ンサフュージョン 等

②IoT・AI等を活用した中小企業自らの基盤技術
の高度化
１）信頼性の高いデータの取得・蓄積
２）IoT・AI等の活用による生産プロセス・生産性向上
－設備等の予知保全・遠隔保守、運用最適化、匠の技の
デジタル化 等
３）データを活用した新たなサービスへの展開
1

IoT・AI時代に対応した技術指針の改正に係るポイント②
２．技術分野別（各論部分）
（２）新たな川下分野を設定
－流通・物流分野を新たに指定(情報処理、測定計測技術 等)
○マテリアルハンドリング等の物流効率化、需要予測や店舗のスマート化等による生産性向
上に関する技術開発等が、新たに計画認定の対象となる。

－医療・健康に加え、介護分野を追加(全技術分野)
－農業分野を追加(測定計測技術) 等
○IoTを活用した農業生産システムや、農産物の海外展開に向けた品質管理技術等
の技術開発が、新たに計画認定の対象となる。

（３）最新の技術動向等を踏まえた見直し
－情報家電分野を改め、スマートホーム分野として整理
○家電のみならず、住宅設備など暮らしにまつわる技術開発が新たに計画認定の対象
となる。

－自動走行技術の進展等を見据えた技術開発 等
○デザイン技術：自動走行を前提とした車内レイアウト、シート等の技術開発
○機械制御技術：モータ等の電子部品等のエネルギー効率向上に係る技術開発 等
○測定計測技術：自動車内のワイヤレス化、ＡＤＡＳ（advanced driver
assistance system）化やセンサ側又はその近い層で情報処理を行うエッジフォ
グコンピューティング等に関する技術開発

３．分野共通の配慮すべき事項等の明記
（１）企業間連携の促進
－センサや情報処理など、それぞれの専門分野や技術等の強みを活
かした企業間連携、複数の技術分野を組み合わせた研究開発の
重要性

（２）人材確保・育成・技能伝承
－IoT・AI等を活用した匠の技のデジタル化
－データサイエンティスト等の専門技術者の確保・育成の重要性
－IoT・AI等の活用による企業の魅力向上を通じた若者等へのア
ピール

４．その他見直し事項

（３）デザイン思考、アジャイル型の研究開発
－デザイン思考に基づくユーザーの潜在的な期待やニーズに対し
て、従来の概念に囚われない形で検討を進めるプロセスの導入、
川下製造事業者や市場の反応を試作品等にフィードバックさ
せながら進める等のアジャイル型の研究開発の重要性

（４）サイバーセキュリティ、データ利活用等に関する
ガイドラインの活用
（５）グローバルに製品が流通することも念頭に、デー
タの越境に関する海外法制等に留意した研究
開発・データ活用

○素材分野におけるベンチャー等による研究開発
－素材ベンチャー等が技術開発スケールアップ段階に必要となる大型生産設備等について、これらの保有企業等との連携によるオープンイノベー
ションの重要性を明示
2

（参考）技術指針の構造と改正イメージ

指針改正の
主な方向性

１．高度化目標
（３）川下分野横断的な共通
の事項

技術分野
（１）現状

（２）将来の
展望

①川下製造業者
等の共通の課題
及びニーズ

②高度化目標

（４）川下分野
特有の課題

２．実施方法

３．配慮すべき
事項

１．デザイン開発技術

２．情報処理技術
３．精密加工技術

基②
盤
技
術・
の
高等
度を
化活
用
し
た
中
小
企
業
自
ら
の

IoT
AI

１０．材料製造
プロセス技術

基②
盤
技
術・
の
高等
度を
化活
用
し
た
中
小
企
業
自
ら
の

AI

９．複合・新機能
材料技術

新
た
な
川
下
産
業
の
ニ
ー
ズ
及
び
課
題

IoT

８．機械制御技術

AI

７．表面処理技術

基②
盤
技
術・
の
高等
度を
化活
用
し
た
中
小
企
業
自
ら
の

IoT

６．立体造形技術

AI

５．接合・実装技術

基②
盤
技
術・
の
高等
度を
化活
用
し
た
中
小
企
業
自
ら
の

IoT

４．製造環境技術

①中小企業自らによるIoT・AI等の技術の高度化

１１．バイオ技術
１２．測定計測技術

①中小企業自らによるIoT・AI等の技術の高度化
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IoT・AI等を活用した中小企業の研究開発事例
技術分野

研究開発の方向性
（①中小企業自らによるIoT・AI等の技術
の高度化/②IoT・AI等を活用した中小企
業自らの基盤技術の高度化）

１．デザイン開発技術

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高度化

２．情報処理技術

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高度化

２．情報処理技術

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高度化

２．情報処理技術

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高度化

２．情報処理技術

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高度化

３．精密加工技術

①自らの技術高度化

６．立体造形技術

①自らの技術高度化

７．表面処理技術

研究開発の目的

予知保
全・遠
隔保守

運用・
生産最
適化

技能継
承・開
発支援
○

○

○

○

○
○

事業者名

事例概要

株式会社京都科学

訓練者の手技の状況を画像認識・センサーで認識し、訓練者の手技を評価し、
助言を生成するシステムの開発

長田電機株式会社

高精度かつ安価な農業用自動航法を実現するセンサの開発

株式会社ファームノート

牛の行動を検知するセンサデバイス、行動データからＡＩを活用して健康状
態を自動推定する個体管理システムを開発

株式会社ユニオンソフトウェア
マネイジメント

高精度な動作検出と動作のパターンマッチングの技術開発により、手話の自
動翻訳を実現

ラトックシステム株式会社

酒造タンクの品温を一括管理し、警戒温度になるとクラウド経由でスマホに
通知するシステムの開発

株式会社岐阜多田精機

ＩｏＴ活用を活用した金型（スマート金型）により最適成型条件を確立

○

○

株式会社木村鋳造所

暗黙知を理論化し、鋳造工場のIoT化（鋳造方案、配合計算、溶解材料の投
入、遠隔注湯、電力管理の自動化）を目指す

①自らの技術の高度化

○

○

株式会社ヒバラコーポレーション

ＡＩ・データ活用塗装自動化システムの開発

８．機械制御技術

①自らの技術高度化

○

株式会社三友製作所

ＩｏＴ技術を活用したNC機械の稼動状況の見える化

８．機械制御技術

①自らの技術高度化

○

多摩川精機株式会社

検査工程の統合・自動化による出荷前検査の効率化

10．材料製造プロセス技術 ①自らの技術高度化

○

株式会社ロータス・サーマル・
ソリューション

ヒートシンクの設計・鋳造・検査工程にＩｏＴを導入し、ユーザーニーズに
応じて性能・製造量・コストを自動的に最適化するシステムを構築

株式会社ハイテックシステム
株式会社バイオマスソリューションズ

無線温度センサーで堆肥槽を計測したデータをもとに送風機からの風量を自
動制御する仕組みを開発・導入

○

○

11．バイオ技術

①自らの技術高度化
②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高度化

12．測定計測技術

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高度化

○

株式会社ソニック

複数の漁船に搭載した魚群探知機のデータをリアルタイムで収集・分析し、
自動的に魚群マップを作成して漁業者に提供するシステムを構築

12．測定計測技術

①自らの技術高度化
②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高度化

○

株式会社TCK
エルピクセル株式会社

ＡＩによる病理画像診断支援に向けた、レーザーアブレーション技術を用い
た撮像装置（ナノレベル3D構造解析システム）の開発

○

4

株式会社京都科学

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高度化
予知保全・遠隔保守

＜所在地：京都市伏見区、従業員数：130名、基盤技術：デザイン開発技術＞

運用・生産最適化

技能継承・開発支援

訓練者の手技の状況を画像認識・センサーで認識し、訓練者の手技を評価し、助言を生成するシステムの開発
（平成27年度サポイン事業：医療スキルの修得支援のためのインタラクティブ・チュートリアル・システムの開発・事業化）

内容

 患者とその病態を模擬的に再現し、医療手技の訓練に使用するシミュレータの高度化を目指す。具体的には、採血、聴
診、触診等の訓練用として、マネキン型シミュレータにセンサを内蔵し、訓練者の手技の計測、評価及び助言を生成する
システムを開発する。
 研究開発では、①シミュレータ設計技術の構築（マネキンの触感、見た目と、機械的機能(音の伝搬、センサの搭載等)との両立）、
②状況認識・評価技術の開発（センサデータに基づく、手技の状態を認識・評価）、③助言生成技術の開発（訓練の履歴から訓
練者の傾向を分析し、最適なタイミングで最適な助言を行う）に取り組む。
 従来から手技レベルを点数で表示する製品はあったものの、手技の中でどの部分がダメだったのか訓練者にフィードバック
する仕組みは無かったことから、手技レベルの認識・判断部分について、画像認識やセンサーを組み合わせて活用する予定。

背景

 医療現場では指導者の人手不足に伴い、実技の授業・試験の自動化したいという要望があった。

期待され
る効果

 大学における実技の授業・試験は2020年から必須項目となる予定。実技は判定が難しいため、データに基づく評価手法
を確立するとともに、手技の最中にすぐに評価をフィードバックすることで、効率的に上達を促すことが可能となる。
研究開発の目指す姿

採血手技の練習に使用する
血管の埋め込まれた腕部

採血手技の状況認識ー状態遷移図
（訓練者が状態遷移図から外れた動作をした場合に自動でフィードバックする）
※時間がかかりすぎた場合
駆血帯を外してもう一度
やり直してください

開始

駆血帯
巻く

駆血帯を外してください

刺入部
確認

刺入部
消毒

薬剤
注入

注射針
刺入

駆血帯
外す

薬剤
注入

採血

駆血帯
外す

針を
抜く

採血

駆血帯を巻いてください
刺入部を確認してから
消毒してください
消毒しなおしてください

刺入部
接触
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長田電機株式会社

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高度化

＜所在地：大阪府豊中市、従業員数：45名、基盤技術：情報処理技術＞

予知保全・遠隔保守

運用・生産最適化

技能継承・開発支援

高精度かつ安価な農業用自動航法を実現するセンサの開発
（平成25年度採択サポイン事業：小型・低消費電力・高精度で安価な農機用航法センサの研究開発）

内容

 トラクターの位置をGNSS（≒GPS）で測定する高精度の航法センサを開発し、自動運転に繋げることを目指す。
 現在、流通している農業用航法センサは、GNSSから２つの信号（L1/L2）を受信することで、高い測位精度を実現して
いる一方、受信機が高価であるため（移動局だけで100万円以上、基準局や無線機の合計で300万円以上の導入費用）、同社では、
GNSSから１つの信号（L1）だけを受信する農業用航法センサで、２つの信号を用いた場合と同レベルの高い測位精
度と低価格の実現を目指す（無線機を含めた一体型の構造で、移動局+基準局で30万円、移動局だけで15万円程度の価格を目指す）。

背景

 GPS受信機メーカーを定年退職したGPSエンジニアを数名確保し、１つの信号だけで高精度の測位を可能にする高度
なアルゴリズムの開発に取り組んだ。
 その他の背景として、①中国、ロシア等の衛星打ち上げによりGNSSが増加したこと、②受信センサー等の精密機器が高
性能・低価格化したこと等も、開発を後押ししている。

成果/
期待され
る効果

 現状では、資金力のある上位5％の農家しかGNSS（≒GPS）付のトラクターの導入はできない。残りの95％の農家に対
しても低価格なGNSS付のトラクターを普及させることが可能。
 農業人口の減少、農業の構造変化やTPP等に対応するための農業の効率化・省人化・ロボット化の進展の一助となる。
相対測位を用いた農業用航法センサの測位イメージ
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株式会社ファームノート
＜所在地：北海道帯広市、従業員数：24名、基盤技術：情報処理技術＞

②IoT・AI技術の高度化
予知保全・遠隔保守

運用・生産最適化

技能継承・開発支援

牛の行動を検知するセンサデバイス、行動データからAIを活用して健康状態を自動推定する個体管理システムを開発
（平成26年度採択サポイン事業：牛群管理システムと連携する牛個体の監視兼識別用デバイス及びゲートウェイの開発）

内容

 牛の個体識別と行動把握を自動的に行うシステムの実現を目指し、牛の健康状態（発情・分娩・疾病など）を推定して、
飼育管理担当者のスマートデバイスに通知する機能を有する個体管理システムを構築。
 ①牛の個体識別と、個体毎の行動データを機械学習することで健康状態を自動推定する技術（アルゴリズム）、②牛の
物理的動作を検知するセンサデバイス、③牛の健康状態をリアルタイムに把握可能な個体管理システムの３項目のテーマ
に沿って開発・実証。
 開発当時は、そもそも牛の行動データがなかったため、協力牧場や帯広畜産大でデータを取得。情報提供、調査結果の
レビュー等に協力してもらい、厳しいユーザー目線からの評価者として関係を構築、製品化に繋がった。

背景

 もともと、クラウドを活用した牛群管理ソフト「Farmnote」で牧場の経営管理を支援していたが、牧場とのディスカッションを
通じ、牧場の経営管理における大きなニーズの1つとして、注意牛、異常行動牛の発見・対処であることを知り、センシング技
術の向上が生産性改善に寄与すると考えた。
 そこで、IoT/AIの概念を盛り込み、牛個体の行動データを取得できるデバイスを開発して「Farmnote」と連携させること
を計画。

成果/
期待され
る効果

 既に1,400農家（当時）に利用されていた「Farmnote」と連携して、より精度の高い異常検知が可能となる、ウェアラブル
デバイス「Farmnote Color」、「Farmnote Air Gateway」を平成28年8月に発売開始。「Farmnote Color」は、同
社の基幹事業として期待される。
Farmnote Color 装着例

Colorを含めたFarmnoteの全体像
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株式会社ユニオンソフトウェアマネイジメント
＜所在地：愛知県名古屋市、従業員数：28名、基盤技術：情報処理技術＞

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高度化
予知保全・遠隔保守

運用・生産最適化

技能継承・開発支援

高精度な動作検出と動作のパターンマッチングの技術開発により、手話の自動翻訳を実現
（平成28年度採択サポイン事業：手話の自動翻訳を実現させる高精度な動作検出と動作のパターンマッチングの技術開発）

内容

 IoT技術とAI技術を組み合わせることで、手話の自動翻訳の実現を目指す。
 IoT技術では、2種類の赤外線センサー（Kinect®、Leap Motion®）を組み合わせることで、体全体の大きな動きと、
手の細かな動きを検出（手話の自動翻訳は、手の形と上半身全体の動きの組み合わせによる）。当社独自の技術として、
2種類の赤外線センサーを用いることによる“センサー同士の干渉”に対して、干渉の発生を抑える最適配置を設計している
ことに加え、干渉により発生したデータの欠損に対して、データの欠損を補完するソフトウェアを構築（特許出願済）。
 AI技術では、日常会話ができる語彙量を確保すると共に、手話動作の個人差をAIにより補正することで正確なパターン
マッチングを実現する。また、処理速度を高め、動作の検出から翻訳の出力までをハイスピードで行うことを可能としている。

背景

 これまで、複数企業が手話の自動翻訳に取り組んできたが、実用可能なレベルまで精度を向上されることができていなかった。
 米国で手の動きを高精度で検出できる赤外線センサー（Leap Motion®）が発売されたことをきっかけに、赤外線セン
サーを用いた技術開発を幅広く（ゼロベースで）検討し、新事業として手話の自動翻訳にチャレンジすることとなった。
 赤外線センサーを2種類を組み合わせた手話の自動翻訳は、現時点では同社だけの技術。

成果/
期待され
る効果

 手話の自動翻訳技術により、聴覚障害者の方がスムーズに会話でのコミュニケーションをとることが可能となる。
例：自動翻訳機を受付窓口に設置する等
赤外線センサ（Kinect®）とカメラによる全体の動き認識

赤外線センサ（Leap Motion®）による手の動き認識
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ラトックシステム株式会社
＜所在地：大阪市浪速区、従業員数：57名、基盤技術：情報処理技術＞

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高度化
予知保全・遠隔保守

運用・生産最適化

技能継承・開発支援

酒造タンクの品温を一括管理し、警戒温度になるとクラウド経由でスマホに通知するシステムの開発

内容

 酒造タンクにセンサーを取り付け、1時間ごとに品温と室温を自動計測し、酒づくりの進捗状況を確認しながら総合的に
品温の管理を行うシステムを開発。取得したデータは無線で事務所のパソコンに送り、計測結果をグラフで表示。あわせて、
もろみの泡の状態の画像データや日本酒度、アルコール度等を入力することにより、日本酒造りのデータを見える化。
 常時品温を監視し、指定した範囲を超えるとクラウド経由でスマホにメールやプッシュ通知を行う機能も備える。品温と関
連データを蓄積してデータベース化することにより、酒づくりの技・ノウハウの継承をサポート。

背景

 普段から付き合いのある関係会社の担当が酒好きで、酒に関するサービスを開発しようと盛り上がり、酒蔵を周り、現場ニー
ズの把握を始めたことがきっかけ。日本酒の味わいは、杜氏の熟練の技と品温管理によって決まるといっても過言ではなく、酒
蔵の社員制も導入されつつある中で、24時間つきっきりの品温管理をするのは難しくなりつつある。
 杜氏の高齢化が進んでおり、杜氏のノウハウを若手社員に引き継ぐことも課題となっている。

期待され
る効果

 杜氏の知恵が共有され、熟練の技・ノウハウの承継が期待される。将来的には、温度調整の自動化や、酒造りに関するパ
ラメータの数値をAIで解析し、美味しい酒づくりのレコメンドをするシステムの構築を目指す。
酒造品温モニタリングシステムが提供するサービス

酒造品温モニタリングシステムの仕組み
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株式会社岐阜多田精機
＜所在地：岐阜市東改田字、従業員数：133名、基盤技術：精密加工＞

①ＩｏＴ、ＡＩ技術活用による自らの技術高度化
予知保全・遠隔保守

運用・生産最適化

技能継承・開発支援

ＩｏＴ活用を活用した金型（スマート金型）により最適成型条件を確立
（平成29年度採択サポイン事業：ＩｏＴ活用によるスマート金型と射出成形機とを連動させた最適成形条件の研究開発）

内容

 ＩｏＴを活用した金型（スマート金型）を開発し、樹脂が実際に金型に射出された際の圧力・温度・振動等の情報
を金型から直接測定する。測定したデータに基づき最適な成形条件を確立すると共に、金型内の樹脂の状態を監視する
ことで、精密成形を可能とし、樹脂部品の軽量化、生産性・効率化の向上、コスト低減等の実現を目指す。
※樹脂は圧力・体積・温度等に依存して状態が変わるものの、従来は射出成型機側での温度・圧力等の設定だけを行っており、実際に射出
された金型内の樹脂の状態を把握できていなかった。

背景

 射出成型分野において、①射出成型時の成型条件（圧力・温度等）が技能者の勘やコツで行われており、品質のバラ
つきや生産性の低下に繋がっている、②川下企業からの部品軽量化の要望により金属部品の樹脂化が進み、金型も大
型化しているが、大型の樹脂性部品は製品にひずみが出やすい（より高精度の射出成型が求められている）、③海外
生産が拡大する一方、海外の製造環境の違いから品質低下が起きている（日本と同じ射出条件を設定しても、現地の
製造環境が異なるため、最適な成型条件とならない）等の課題に対応する必要があった。

成果/
期待され
る効果

 スマート金型により、技術者や射出成型機、製造環境等が異なっていても、安定した品質を実現することが可能となる。
 将来的には、スマート金型、工作機械、各種センサ、生産管理システム、個別現場の生産進捗状況、技術者等の情報を
統合し、AIを活用することで更なる高品質化及び生産性向上につなげることが期待される。
スマート金型に搭載されたデータ収集装置

データ収集装置で測定されたデータ画面
例：圧力・温度
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株式会社木村鋳造所
＜所在地：静岡県駿東郡清水町、グループ従業員数：930名、基盤技術：立体造形技術＞

①ＩｏＴ、ＡＩ技術活用による自らの技術高度化
予知保全・遠隔保守

運用・生産最適化

技能継承・開発支援

暗黙知を理論化し、鋳造工場のIoT化（鋳造方案、配合計算、溶解材料の投入、遠隔注湯、電力管理の自動化）を目指す

内容

 鋳造工場における全体のIoT戦略マップをとりまとめ、サーモグラフィーカメラを活用した目には見えない乾燥状態の把握や、
注湯(溶解した金属と調整剤を型に流し込む工程)監視システムの導入等、できるところから着実に導入を実施。
 2016年に自動方案システム（個数・材質・形状・寸法精度等に応じて、どのように製造するか設計すること）を構築。同社のノウハウである鋳
物重量や鋳込み時間（型に流し込む時間）の関係等、流体力学等の最適なロジックを組み込むことで有効な仕組みを実現。
 さらに、2017年には、原料調達からその配合、電気炉の最適運転から設備保全、炉の状態等を踏まえた注湯の順番等
の管理、遠隔操作などを一体的に管理・実行する仕組みである、IoT溶解システムの構築に着手。外注先に任せるので
はなく、製造現場を理解する人材が、IoT等の仕組みも理解した上で設計し、現場と話し合いながら取組を進めている。

背景

 鋳造は金属の相変態を伴う技術であるため、論理的説明が困難な暗黙知が多く、各工場の現場で製造方法の標準化が
できていなかった。そのため、まずは、同社の特徴でもあるフルモールド鋳造技術（従来の木型ではなく、1回毎に作成する発砲スチロール模
型に原料を流し込み製造する技術）において、模型部のIT化・業務標準化（100%CAD化、NC等による自動化等）を実現。
 2015年末にIoT課を新設し、製造現場である鋳造部門のIoT化に取り組む。

期待され
る効果

 鋳造工程におけるコストの60％を占める溶解・注湯プロセスの自動化や、製造方法が異なる現場の作業の標準化（ノ
ウハウの共有）を通じた生産性向上。
IoT導入によって目指す姿（IoT戦略マップ）

IoTによる配合計算を主軸とした溶解システム
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株式会社ヒバラコーポレーション

①ＩｏＴ、ＡＩ技術活用による自らの技術の高度化
予知保全・遠隔保守

＜所在地：茨城県東海村、従業員数：40名、基盤技術：表面処理技術＞

運用・生産最適化

技能継承・開発支援

AI・データ活用塗装自動化システムの開発（平成28年度サポイン事業：ＩoＴ活用による遠隔地多品種少量生産対応型塗装システムの開発）

内容

 複雑形状かつ多品種少量生産に対応している手吹き塗装の自動化の実現を目指す。
 具体的には、①製品の形状や塗料、塗装環境等を踏まえて、最適な塗装が可能なスプレーノズルの開発（裏面、狭い部位、袋構造
内面塗装等）を行うとともに、②スプレーガンに各種センサを装着し、熟練技術者の操作（ノズルの軌跡や塗料の霧化圧の調整等）をデー
タとして取得。過去データも含めてデータベース化し、AI等を活用することで、最適なスプレーガンの操作を算出し、ロボットアームに
ティーチングし、自動塗装する仕組みを開発する。
 各地の工場において、塗装工程のデータをリアルタイムで取得し、最適な塗装指示を行うことで、遠隔地にある川下企業も含めた多
品種・少量塗装の工業塗装の実現を目指す。

背景

 電機、自動車、産業機械等の川下企業からは、製品の機能・性能・美観を保持する観点から塗装技術の高度化（塗装膜の長寿命
化）が求められている一方、塗装に関する熟練技術者の減少や技能の伝承が課題。
 塗装は、部材の種類、塗装面の状態を把握し、現場環境（温度、湿度等）、研磨・洗浄の下地処理など各種の条件を揃えることが重
要であるものの、海外では、地域の文化や作業者等の課題もあり、技術者の育成や品質の確保が困難となっている。また、遠隔地
塗装では、不具合時に塗装条件やプロセスが不明につき、要因究明・対策に多大な時間・費用を要することも課題となっている。

期待され
る効果

 国外の塗装工場における熟練技術者の技能伝承と、品質の向上、塗装のトレーサビリティ確保が期待。
ＩｏＴを活用した遠隔地塗装支援システムのビジネス

従来技術と新技術に視るロボットティーチングの違い（熟練工技術のロボット化）

特殊構造対応型新スプレーノズル開発
解析主導、３Dプリンタ活用開発
特殊構造用
スプレー
ノズル開発
気流解析

塗料分布
・膜厚解析

塗装品質向上
塗装材削減
環境改善
隙間塗装
裏面塗装
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株式会社三友製作所

①ＩｏＴ、ＡＩ技術活用による自らの技術高度化

＜所在地：茨城県常陸太田市、従業員数：180名、基盤技術：機械制御技術＞

予知保全・遠隔保守

運用・生産最適化

技能継承・開発支援

IoT技術を活用したNC機械の稼動状況の見える化
（平成27年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金：複数台の工作機械監視による生産性向上と低コスト化の実現）

内容

 メーカの異なる複数のNC工作機械（Numerically Controlled Machine Tools）について、それぞれの機械の仕様に応じた方
法（信号灯採取、オープンCNC、接点信号採取、微弱電流検知）で稼働データをリアルタイムに収集する取組を実施。
 リアルタイムの稼動状況・１日の稼動状況・月の稼働状況の一元管理を行うことで、加工計画と実績の予実比較等を実
施。稼働状況の見える化によって、工具交換や回転数設定等を行う段取作業の集約化といった現場の改善等
を図り、各NC工作機械の平均稼働率の向上を実現。
 NC工作機械は各オペレータが自らプログラム（作業方法）を組んでいるが、将来的には、本社で最適なプログラムを生成し、
各NC工作機械に反映させるシステムも構築していく予定。

背景

 同社の機械加工現場は二つの工場に分かれており、とりまとめの責任者は、現場への行き来や電話によって、稼働状況の
確認や作業指示を行っており非効率であった。また、NC工作機械のプログラムの構築はオペレータの力量（経験）の影響
を受けるため、工作機械の稼動状況にばらつきが発生していたことから、本取組に着手。

期待され
る効果

 NC工作機械に関する作業方法の改善や、１ヶ月の作業割付の計画・変更が容易となり、生産性の向上が期待される。
稼動状況の見える化による加工方法を見直し
（従来の加工方法では非稼働時間の割合が多く、非効率であったが、
加工方法の見直しにより、稼働率が約27％向上した）

IoT技術を活用したNC工作機械の見える化 システム構成図
改善前 稼働状況
一日の稼働状況

改善後

■加工中 ■材料取換中 ■段取中 ■異常アラーム

段取作業が多く非効率的

稼働状況

一日の稼働状況

段取作業が集約された
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多摩川精機株式会社
＜所在地：長野県飯田市、従業員数：730名、基盤技術：機械制御技術＞

①ＩｏＴ、ＡＩ技術活用による自らの技術高度化
予知保全・遠隔保守

運用・生産最適化

技能継承・開発支援

検査工程の統合・自動化による出荷前検査の効率化
（平成28年度革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金事業：IoTを活用した民間航空機装備品の検査工程の自動化）

内容

 民間航空機装備品（ラダーペダルブレーキシステム用装備品）に関する一連の検査工程を統合・自動化するシステムの開
発に取り組む。
 具体的には、①測定機器のネットワーク化（検査機器から出力されるデータを一元管理）、②測定作業の自動制御化（検査
機器の稼動をシステム上で管理）、③検査成績書の自動作成（検査成績書を蓄積されたデータからメーカー指定の形式で自動作
成）を実現し、複数の検査工程を一元的に管理することを目指す。

背景

 航空機部品は、出荷前に全品検査を行なうが、実施しなければならない検査工程が複数あり、１台当たりの検査に４日
を要していた。また、その検査のほとんどが人の手によるもので、検査ミス・転記ミスのリスクがあった。
 メーカー側からの品質向上（検査の精度・効率向上）に対する要望も強くなってきているものの、検査機器のメーカーが
それぞれ異なるため、統一的な管理ができていなかった。

期待され
る効果

 検査工程の統合・自動化により、検査精度や効率の向上（４日→１日）が期待される。ヒューマンエラーのリスクも低減さ
れ、品質担保・確保に繋がる。
従来の検査工程のイメージ

自動化した検査工程のイメージ（取組中）
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株式会社ロータス・サーマル・ソリューション

①ＩｏＴ、ＡＩ技術活用による自らの技術高度化

＜所在地：大阪府大阪市、従業員数：16名、基盤技術：材料製造プロセス技術＞

予知保全・遠隔保守

運用・生産最適化

技能継承・開発支援

ヒートシンクの設計・鋳造・検査工程にIoTを導入し、ユーザーニーズに応じて性能・製造量・コストを自動的に最適化する
システムを構築（平成28年度採択サポイン事業：革新的冷却部材の最適化量産製造プロセスの開発）

内容

 ロータス型ポーラス金属（レンコンのように一方向に伸びた気孔を有する金属）を利用した高い冷却性能を有するヒートシ
ンクの製造において、設計・鋳造・検査工程を自動化。
 実験と材料組織シミュレーションに基づく製造パラメータデータベースを構築し、ユーザーの用途に応じたニーズをパラメータと
して入れると、最適な鋳造条件、ヒートシンクの設計が自動的に算出される。算出された設計に基づき、自動化された鋳
造、加工外注、評価・検査工程に進められ、その結果が設計にフィードバックされる仕組みの構築を目指す。

背景

 大学発ベンチャーで金属鋳造法等の要素技術を有することから引き合いは多かったものの、社内リソースが不足する中で、
オーダーメード（多品種少量）ではなく、マスカスタマイゼーション（簡単・安価・超高性能というユーザーニーズを満たし
つつ、多品種多量）を実現できる仕組みの必要性を実感し、開発に着手。

成果/
期待され
る効果

 マスカスタマイゼーションのフラッグシップとして、ロータスCPUクーラーを製品化（既存の製品と比較すると、冷却性能同等、
ファン動力1/2倍、サイズ1/2）。
 2021年に全自動の第一号量産工場スタートを目指しており、その土台となる仕組みは構築済み。量産工場の前に、小
規模量産段階を構想しており、サポイン事業で構築したIoTものづくりの仕組みに加え、AIを活用し、顧客のニーズを満た
した上で、余剰分をどこに振るかの最適化まで目論む。
ロータス型ポーラス金属

製造型ベンチャーとしてのIoTものづくり（サポイン事業）

最適化設計システム：ニーズ(小さく、低コスト程度でOK)を実現する逆計算的最適設計
鋳造装置：自動化を実現し、IoT化のための他システムからのフィードバック機構も導入
検査システム：自動評価・解析機能だけでなく性能ランク分けシステムも付与し、価値創出
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株式会社ハイテックシステム・株式会社バイオマスソリューションズ
＜所在地：北海道恵庭市・別海町、従業員数：22名・4名、基盤技術：測定計測技術・バイオ技術＞

①ＩｏＴ、ＡＩ技術活用による自らの技術高度化
②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高度化
予知保全・遠隔保守

運用・生産最適化

技能継承・開発支援

無線温度センサーで堆肥槽を計測したデータをもとに送風機からの風量を自動制御する仕組みを開発・導入

内容

 堆肥の製造では、発酵を促進させるための送風が必要となるが、微生物の活動状況によって必要な風量が変化するため、
過剰な送風と無駄な電気代が課題となっていた。そのため、発酵槽に設置した無線温度センサーで微生物の活動状況を
モニタリングし、微生物が必要とする必要最低限の空気量を自動制御して送風するシステムを開発。
 製造現場は鉄筋かつ壁が分厚く、発酵中は高温になり水蒸気が充満する環境であるため、通信機能を維持しつつ、防水・
密閉かつ、保守点検のために分解可能なセンサーの開発に特に苦労した。
 PLC制御とすることで、発酵槽が増えても拡張が容易。
 データをクラウド上で確認できるので、現場に行かずに発酵槽の状態が把握可能となる。

背景

 ハイテックシステムは、水力発電所の計測、制御、管理・記録、電気設備に関わるシステムが事業の柱であるが、電気・電
子と機械とICTをトータルで提供できる強みは、勘と経験に頼りがちな一次産業において生かせるのではないかと思案。
 一方、バイオマスソリューションズは、最小のエネルギーで廃棄物系バイオマスから良質な堆肥を製造する仕組みを製品化
できるパートナーを探していたことから、両者が連携して開発することとなった。

成果/
期待され
る効果

 一般的な堆肥化施設では、一定量の空気を常時送り続けるため、送風機の電力使用量がランニングコストの大半を占める
中、電気使用量の約6割が削減可能となる。
制御システムの原理
（堆肥製造過程における酸素の必要量と供給量の変化）

通気量自動制御式堆肥化システム
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株式会社ソニック
＜所在地：東京都立川市、従業員数：117名、基盤技術：測定計測技術＞

②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高度化
予知保全・遠隔保守

運用・生産最適化

技能継承・開発支援

複数の漁船に搭載した魚群探知機のデータをリアルタイムで収集・分析し、自動的に魚群マップを作成して漁業者に提供するシステムを構築
（平成27年度採択サポイン事業：沿岸域の漁場管理を漁業者自ら行うための漁場情報速報システムの構築）

内容

 複数の沿岸漁船が搭載している魚群探知機から得られる各情報と、数隻の沿岸漁船に搭載する小型化・価格低減化
された計量機能付魚群探知の情報を統合することで、広範囲に漁場の魚群量・魚体長・魚群位置を計算するシステムを
開発。実証地域である駿河湾の漁業者に対して、シラスの魚群位置・量を15分毎に魚群マップとして通知している。
 当初は１日に１回通知する予定であったが、漁業者との意見交換を通じて、15分毎に通知するシステムを構築し、リアル
タイムの情報提供を目指している。今後は、魚種や月例に関する情報も提供できるように開発を進める予定。

背景

 小型漁船に搭載されている魚群探知機では、自船周辺の魚群の位置しか分からず、精度が高く広域の漁場情報が取得で
きる高価な魚群探知機を小型漁船の漁業者が保有することは難しい。
 漁業経営及び魚の資源保護の観点から、精度の高い漁場情報をリアルタイムで得たいというニーズがあった。

成果/
期待され
る効果

 漁業者は、その日の漁獲量、操業にかかるコスト(燃油消費量等)の大まかな推定が可能になるとともに、操業海域内に
おけるシラス資源の管理を、漁業者自らが行うことが可能になる。
魚群探知機から得られる画像

漁業者に提供される魚群マップ（緑色円が魚群位置）
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株式会社TCK・エルピクセル株式会社

①ＩｏＴ、ＡＩ技術活用による自らの技術高度化
②ＩｏＴ、ＡＩ技術の高度化・

＜所在地：福岡市・東京都文京区、従業員数：10名・40名、基盤技術：測定計測技術・情報処理技術＞

予知保全・遠隔保守

運用・生産最適化

技能継承・開発支援

AIによる病理画像診断支援に向けた、レーザーアブレーション技術を用いた撮像装置（ナノレベル3D構造解析システム）の開発
（平成28年度採択サポイン事業：レーザーアブレーション技術を用いて生体組織の構造解析を高速かつ低価格で実現するナノレベル3D構造解析システムの開発）

内容

 病理画像診断支援の実現に必要となる、ナノレベルの分解能での生体組織の観察を可能とするため、試料スライスから
画像取得までを全自動で実施し、レーザーアブレーション（サンプル表面にレーザーを照射することにより照射箇所のマテ
リアルを削り取る技術）により組織の撮像に伴う損傷を最小限に抑え、対象となる切片画像を短時間で大量に取得す
る仕組みを開発する。
 併せて、切片画像から3Dイメージを構築し、構造体の内部まで分かる3次元画像判定用エンジンを開発。さらには、一
部ディープラーニングを用いた病理医の診断をサポートする診断支援システムの構築を目指す。
 電子顕微鏡メーカーであるTCKがレーザーアブレーション技術を用いた撮像装置の開発を担当し、ライフサイエンス領域での
画像解析に強みを持つ大学発ベンチャーであるエルピクセルが3次元画像判定用のソフトウェア開発を担当。試料提供・アド
バイザーの役割で、九州大学・久留米大学の医師も研究開発に参画。

背景

 標本作製から診断まで高度なスキルが要求される病理診断では、対象となる画像数が膨大で、全国に約2,300人
（医師全体の1％未満）しかいない病理医をはじめ病理画像診断従事者の作業負担が大きい。

期待され
る効果

 学会等との連携による臨床研究を経て病理画像診断支援システムの実現を目指し、病理画像診断の標準化・効率化
を促進、同分野の発展に大きく寄与することが期待される。
サポインプロジェクトで目指す姿
構造解析サービスセンター

ナノレベル３D
構造解析装置

ナノレベル3D構造解析システムの流れ
３次元画像判定用エンジン

ポテンシャルユーザー（国内外）

病理画像診断
支援システム

過去データ

情報出力
診断支援情報

病院

エポキシに包埋された試料

アンサンブル・ラーニング

…
評価用サンプル

ディープラーニング

+

多数決

材料メーカ

3Dデータ解析結果

装置販売
学校

アブレーション

電子顕微鏡画像取得

3D画像構築

3D画像生成
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参考資料―２．
特定ものづくり基盤技術別のガイドライン

特定ものづくり基盤技術「１．デザイン開発技術」
１．デザイン開発技術
２．情報処理技術
３．精密加工技術

デザイン開発技術とは・・・

４．製造環境技術

○製品の審美性のみならず、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
性に加え、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

５．接合・実装技術
６．立体造形技術
７．表面処理技術

８．機械制御技術
９．複合・新機能材料技術
１０．材料製造プロセス技術
１１．バイオ技術
１２．測定計測技術

○具体的には、
・デザインの優劣によって製品の売上が大きく変化するなど、マーケットに直接影
響を与え得る重要性の高い技術
・製品の形状・質感の改善や操作性・安全性の向上による個々の製品としての
機能向上に加えて、製品とユーザーとの関係性や心地良さ、使用環境との調
和を分析することで、製品とユーザーとの新たな関係の提案による生活スタイル
の革新、製品とサービスの融合による新しいビジネスモデルの創出等、コトづくり
への波及効果がある
・高齢化等の社会的課題への対応に際しても重要な役割を担う
など

特定ものづくり基盤技術「１．デザイン開発技術」
川下分野
共通

課題及びニーズ
ア．審美性・感性価値の向上
イ．ユーザーが求める価値・経験の実現
ウ．製品・サービスのユーザビリティ
エ．製品の安全性・品質の安定性
オ．環境負荷への対応
カ．ブランド化

川下製造業者等が抱える課題及びニーズ
川下分野
自動車等
輸送機械

スマートホーム

医療・健康・介護
ア．製品の安全性、使用時の安全措置
イ．操作性や装着感等のユーザビリティの向上

環境・エネルギー

ア．エネルギー効率向上
イ．劣悪な使用環境下における耐久性の向上
ウ．ユーザーによる誤操作の防止
エ．冗長性の確保によるシステム安定性の向上

航空宇宙
ア．快適性の向上
イ．安全性・操作性・認識性の向上
ウ．燃費等の経済性の向上
衣料品・日用品
ア．快適性の向上
イ．安全性の向上
ウ．マーケットニーズへの対応

課題及びニーズ

ア．高機能化、高性能化
イ．安全性・操作性の向上
ウ．ＩＴ、ＩｏＴ等の活用によるシステム化、利便性
向上

ア．高機能化・高性能化・操作性の向上
イ．審美性の向上
ウ．独自の価値の創出
エ．エネルギー消費効率の向上

ロボット・産業機械
ア．操作性の向上
イ．快適性の向上
ウ．安全性の向上

特定ものづくり基盤技術「１．デザイン開発技術」

高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法

技術開発の方向性

（１）審美性向上のための技術開
発の方向性

①形状、色彩等の審美性向上
②質感、装着性の向上
③形状や構造の最適設計
④感性価値・ブランドの創出
⑤デザインに関する人材・知見の活用
⑥ユーザー満足度の向上

（２）ユーザー価値・経験に対応し
た技術開発の方向性

①ユーザーの潜在的ニーズの発掘
②ユーザーエクスペリエンスに配慮したプロダクト価値の創出
③人と製品の相互作用の分析
④製品が提供するサービス価値の向上

①操作性向上、高機能化
（３）ユーザビリティの向上に対応し ②人間工学・リスク分析による安全設計
た技術開発の方向性
③ユーザーニーズに対応した差別化・標準化
④ラピッドプロトタイピング、試作工程の柔軟化・高度化
①製品の品質安定性の向上
②知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等）による保護
（４）管理技術・環境配慮の向上 ③海外市場に適合する規格・規制への対応
に対応した技術開発の方向性
④メンテナンス性、修復性の確保
⑤リサイクル性
⑥不良率の低減、部素材の少量化
①センサ技術等を活用した信頼性の高いデータの取得・蓄積
（５）IoT、AI等を活用した技術開 ②ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による設備等の予知保全・遠隔保守、運用最適化、匠の技のデジタル化等を通じたデザイン
発の方向性
開発プロセスの効率化・生産性向上
③ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による新たなサービス創出

特定ものづくり基盤技術「１．デザイン開発技術」
サポイン採択年度

プロジェクト名

研究開発事例
研究開発体制

平成27年度

医療スキルの修得支援のためのインタラクティブ・
チュートリアル・システムの開発・事業化

株式会社京都科学、早稲田大学

平成27年度

「お灸文化に革命をもたらす『aQua』
〜火を使わないお灸のデザイン開発〜

公益財団法人くまもと産業支援財団、有限会社坂本石灰工業所、
熊本県産業技術センター、九州看護福祉大学

デザイン開発
プロジェクトの背景
・デザイン（見た目、触感）、ユーザビリティ（記録機能 (経過・成績)、指導機能の有無、事前準備・後片付けの

訓練者の手技の状況を画像認識・センサで認識し、訓練者の手技を評価し、
刃
助言を生成するシステムの開発

しやすさ）の両方を満たす医療手技訓練用シミュレータは未だ存在していない
・医療現場では指導者の人手不足に伴い、実技の授業・試験の自動化したいという要望があった
■プロジェクト名：医療スキルの修得支援のためのインタラクティブ・チュートリアル・システムの開発・事業化

・シミュレータの導入は既に様々な教育機関で行われているが、その稼働率は施設によって大きく違う

■対象となる川下産業：医療・健康、ロボット・産業機械

・医療教育の質を効果的に上げていくには、学習者が指導者の介在を必要としない新たなシミュレータが必要とさ

れている

■研究開発体制：株式会社京都科学、早稲田大学

サポイン事業で実施した研究開発の内容
＜研究開発の目標＞
プロジェクトの概要

●患者とその病態を模擬的に再現し、医療手技の訓練に使用するシ
ミュレータの高度化を目指す

＜従来技術の特徴と新技術の特徴＞
臓器に触ったとき
の感じが実際と違
うんだよね・・・

どうすれば良いの
かさっぱりわから
ないよ・・・

●採血、聴診、触診等の訓練用として、マネキン型シミュレータにセ
ンサを内蔵し、訓練者の手技の計測、評価及び助言を生成するシ
ステムを開発する
マネキン型シミュレータ

的機能(音の伝搬、手技の評価、センサの搭載等)との両立）

従来技術

新技術

新技術のポイント

・学習者の手技の巧拙は指導者

・学習者の手技の巧拙をコン

・データベースを応用したAI

が見て判断して、適時アド

ピュータが評価し、その状

技術によるアドバイスを発

バイスをしていた

況を判断しアドバイスを発

生させる

生させる
バーチャルリアリティ型
シミュレータ

プロジェクトの実施項目

●シミュレータ設計技術の構築（マネキンの触感、見た目と、機械

マネキン型シミュレータにセンサを内蔵し、訓練者の手技の計測、評価および助言を生成するシステムを開発

そこで手首をもう
少し前方に押し出
してみてください

これなら一人
でもどんどん
練習できる！

●状況認識・評価技術の開発（センサデータにもとづいて、現在の

＜面した課題と課題解決＞
問題解決のための手段

直面した課題

手段による効果

・学習者の手技の状況を正確に認

・あらかじめ、認識すべき状

・学習者が予想外の行動を取

識できないとアドバイスをイン

況のパターンの種類を絞っ

ると正確な状況認識が難し

タラクティブに発生できない

て登録しておく

くなる

手技の状態を認識・評価）
●助言生成技術の開発（訓練の履歴から訓練者の傾向を分析し、最

触感も人間
そっくり！

適な助言を最適なタイミングで選択）

・新素材を用いた採血訓練用のシミュレータ、リアルな形状の聴診用のシミュレータ、新しい感触のリアルな触診

新技術

サポイン事業の成果を活用して提供が可能な製品・サービス

研究開発の成果
●採血、聴診、触診の訓練用シミュレータ
用シミュレータのプロトタイプをそれぞれ開発した

＜触診シミュレータにおける聴診部位の特定＞

・インタラクティブ・チュートリアル機能については、現在も試作中である

●採血シミュレータ（注射・採血の訓練用）
●心音・呼吸音聴診シミュレータ（心音・呼吸音の聴診訓練用）

●触診シミュレータ（リンパ腺、甲状腺、腹部臓器などの触診訓練
用）
製品・サービスのPRポイント（顧客への提供価値）

●大学における実技の授業・試験は2020年から必須項目となる予定
であるが、実技は判定が難しい。評価手法を確立することで、指
導者の負担を軽減することができる
●訓練者に、手技の最中の間違いを直ぐフィードバックすることで、
効率的に上達を促すことが可能となる
今後の実用化、事業化の見通し

RFID

模擬聴診器
模擬聴診器に内蔵さ
れた基板でシミュレー
タ内部のRFIDを読み取
ることで聴診部位が確
定できる。

●実用化に向け様々な医学シミュレータの試作を行っているが、本事業の中核でもあるインタラクティブ・チュー

実用化・事業化の状況
・サポイン終了時の段階：ベースとなる新型シミュレータのプロトタイプはほぼ試作完了する予定である
・今後１年～２年を目処にインタラクティブ・チュートリアル機能をシミュレータに組み入れたものを製品化する

トリアルの実用化レベルの機能の開発に課題が残るため、ソフトウェア技術者を増員してその開発に注力する予
定である
●最終的な製品の試作完了は平成30年12月頃を目標としている

企業情報：株式会社京都科学
事業内容：医学・看護教育用シミュレータの製造
住所：〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15
URL：http://www.kyotokagaku.com/jp/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：影山・渋沢
TEL：075-605-2530
E-mail：rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

デザイン開発
お灸文化に革命をもたらすデザイン開発〜セルフケアを身近にする未来の温熱療法

プロジェクトの背景
・伝統療法であるお灸は、ネガティブなイメージがあるため、高齢者等の限られた人しか使用していない
・従来のお灸は、もぐさを燃やし熱でツボを刺激するが、煙草の様に、火を使うことによる様々なリスクや不安、
制限が存在する
・鉄系発熱材を用いた火を使わないお灸も登場しているが、その発熱特性から、もぐさのお灸程の熱刺激は得るこ
とができず、低温火傷の危険性がある
・しかしながら、セルフケアツールとしてのお灸の評価は高く、このツールや手法を、アロマテラピーの様に広く、
一般的なセルフケアとして広げていきたい

刃

■プロジェクト名：お灸文化に革命をもたらす『aQua』〜火を使わないお灸のデザイン開発〜
■対象となる川下産業：日用品、医療・健康
■研究開発体制：公益財団法人くまもと産業支援財団、有限会社坂本石灰工業所、熊本県産業技術センター、九州看護福祉大学

サポイン事業で実施した研究開発の内容
＜従来技術によるお灸の特徴＞

プロジェクトの概要

●石灰と水による発熱現象を使用し、火を使わない安全なお灸を開発する

もぐさのお灸
構造

●火を使わないことだけでは解消されないリスクや不満に対し、デザイン

通気穴

カバー

台座

より高い効果と満足度を実現する
灸を開発することで、「気付いた時に、すぐお灸」という新たなセルフ

特徴

プロジェクトの実施項目

●性能評価と試作評価

●お灸とお灸行為のデザイン開発

●顧客評価

安全面
効能面

環境面
使 い
勝 手

サポイン事業の成果を活用して提供が可能な製品・サービス

●火を使わずに、もぐさのお灸と同等の熱刺激が得られるお灸

皮膚面
熱刺激

ケア習慣としてのお灸文化の革命を目指す

●水を使ったお灸用発熱材の開発

発熱
材

皮膚面

●いつでも、どこでも使用することが可能で、人に見せることが楽しいお

コスト

●使い方が簡単で、髪や服を焦がすこともなく、誰でも気軽に、安全に使用可能
●アロマオイルとの併用や、じっとしていない子供やペットへの施術が可能
●使用していることに自信を持てるファッション性やブランドイメージを提供
●昼休みのオフィス、移動中の新幹線、美容院の待ち時間など従来にない使用シーンを創出
●セレクトショップ、アメニティとのコラボによるオリジナルセルフケア商品としての提供
今後の実用化、事業化の見通し

＜直面した課題と課題解決＞
直面した課題

・発熱温度の設定と安定性確保
・メインターゲットの絞込み
・初めてお灸を体験するきっか
けの創出

新技術のポイント
・安全で、十分な熱刺激の確保と
温度制御
・簡単で、手軽な使い勝手の確保
・これまでに経験したことのない
セルフケアのシーンを創出

問題解決のための手段
・本体性能とユーザー体験の両方の
側面から評価・改善を実施
・広く美容や健康、医療に関する専
門家やターゲットユーザーによ
る聞き取りや試用評価など

手段による効果
・一度使用すると使い続けたくなる
ユーザー体験の実現は達成
・効果的に初めての使用を訴求する
には、セルフケアをプロデュー
スするブランドの構築が必要

△高価(100〜200円/個)

研究開発の成果
●従来にない使用シーンを創出する安全で使い勝手の良い未来のお灸

水を供給する

●初めての人が安心して使える様なツボや使用方法の説明カード、お灸のネガティブさを想起させない、手に取り

消石灰

樹脂フィルム

たくなる様なパッケージ
●セルフケアを身近にするサービス展開、限定モデル開発等による様々な販路先との連携などBtoB事業から脱却し

皮膚面

●火災や煙の臭いの心配がなく、使用する場所を選ばない

新技術
・石灰による温度制御
・ユーザー中心のデザイン設計
・従来のイメージを覆すブラン
ド構築

aQua（仮）

●セルフケアのきっかけと継続の動機を提供する様々なサービス
製品・サービスのPRポイント（顧客への提供価値）

熱 源：鉄の酸化(カイロと同様)
熱刺激：低温
長時間(約40℃、3時間)
大きさ：直径約35mm
約25mm(発熱材)
厚 さ：約5mm
×低温火傷のリスク
△熱刺激が不十分
△適切なツボが分からない
○特になし(無煙、無臭)
○どこでもできる
△面積が大きく、剥がれやすい
△使用していると目立つ

＜新技術によるお灸の特徴＞

●従来のお灸のイメージを覆すセルフケア・プロデューサーとしてのブランド

従来技術
・火を使用、煙、臭い等の問題
・鉄系発熱材は、熱刺激が不十分
・お灸の閉鎖的なイメージ

熱刺激

熱 源：もぐさの燃焼
熱刺激：高温
短時間(約50℃、3分)
大きさ：直径約15mm(台座)
5mm(もぐさ)
厚 さ：約15mm(もぐさ+台座)
×火傷、火災のリスク
◎十分な熱刺激
△適切なツボが分からない
×臭いや煙がある
×服を羽織れない、脱ぐ必要
がある
×動き回れない
×使用場所を選ぶ
◎特になし (20円/個)

●造形展開や加飾が容易で、高いカスタマイズ性を有するセルフケアツール

火を使わずに石灰と水による発熱現象を使用した安全なお灸を開発する
通気穴
(酸素
取込)

もぐさ

開発技術を投入することで、これまでにないお灸のシーンを生み出し、

＜研究開発の目標＞

鉄系発熱材のお灸

熱刺激
熱 源：生 石灰による発熱材
熱刺激：高温
短時間(約50℃、3分)
大きさ：直径約30mm(シール)
15mm(生 石灰)
厚 さ：約5mm
◎なし(触れても火傷しない)
◎十分な熱刺激
○Web等でツボの情報を提供
○特になし(無煙、無臭)
◎日常生活では剥がれない
○薄く、装着感が良い
◎人に見せたくなる形状・色彩
（人前でも使いたくなる）
○特になし (40円/個)

●鍼灸院での施術用・物販用として展開

た新たなビジネスモデル構築可能性など
●特許出願：
特願2016-39731 「温熱パック」
2016年3月2日に出願
特願2017-144131「加圧成型発熱体」
2017年 7月26日に出願
●商標登録：
商標5978876「OQUA」
2017年9月8日に登録
●一般医療機器申請：
「温熱パック」として、申請準備中

施術用では、公共空間や訪問診療での施術が可能となり、大量使用による量産効果を
期待。また、鍼灸院で販売することで、鍼灸師や医師からの薦めによる、よく分からな
実用化・事業化の状況
・サポイン終了時：2018年8月以降での販売開始を目標に実用化研究を進めている

いものへの抵抗感を減らしながら、コアユーザーの獲得を目指す
●セルフケア習慣の浸透を目的としたサービス展開とブランド構築
スポーツイベント、お灸カフェ、親子教室、書籍の付録など従来にないセルフケアの

きっかけや学びの場を提供していく
●百貨店、セレクトショップ、ホテル等とのコラボレーションによるオリジナル商品展開

造形可能性検討時の試作

自分の体質や目的に合わせたお灸を選択することができるスタータキットを開発。高
いカスタマイズ性を活かし、販路先に合わせたオリジナルデザイン展開を行い、協力者
を巻き込みながら、従来にないシーンでお灸に遭遇する機会を演出していく

示温インクによる温度変
化の可視化

企業情報：有限会社坂本石灰工業所
事業内容：乾燥剤、造粒石灰、肥料用石灰
住所：〒865-0013 熊本県玉名市下271-1
URL：http://sakamoto-lime.com/new/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：企画開発室 室長 高木 泰憲
TEL：0968-76-6165（代表）
E-mail：k-kaihatu01@sakamoto-lime.com

特定ものづくり基盤技術「２．情報処理技術」
１．デザイン開発技術
２．情報処理技術
３．精密加工技術

情報処理技術とは・・・

４．製造環境技術

○ＩＴ（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である。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

５．接合・実装技術
６．立体造形技術
７．表面処理技術

８．機械制御技術
９．複合・新機能材料技術
１０．材料製造プロセス技術
１１．バイオ技術
１２．測定計測技術

○具体的には、
・製品自身の中に組み込まれ、その動作を制御し、目的とする機能を実現する
ソフトウェア（組込みソフトウェア）
・製品を作る製造プロセスにおいて製造機器に対する動作の制御や、製造され
た製品の品質の検査等に用いられるソフトウェア（製造プロセス関連ソフトウェ
ア）
・製品の供給に向けた研究・開発・製造、製品の運用・保守等の各種プロセス
において、製品の動作、機能又はデザイン等をコンピュータ内の仮想空間に実
現するソフトウェア（デザインソフトウェア）
・その他の多様なソフトウェア（その他のソフトウェア）
など

特定ものづくり基盤技術「２．情報処理技術」 川下製造業者等が抱える課題及びニーズ
川下分野

課題及びニーズ

川下分野

課題及びニーズ

共通

ア．製品・システムの高付加価値化
イ．新たな活用分野の開拓、機器・システム間の連携
の推進
ウ．ものづくりにおける研究・開発・製造等の生産性向
上を支援する技術の高度化
エ．製品・システムの安全性の確保・信頼性の向上
オ．製品・システムの品質向上、開発期間短縮、開
発コスト低減
カ．製品・サービスのユーザビリティ向上
キ．製品の開発拠点のグローバル化、各種国際規格
への対応
ク．インフラ関連システムの海外展開及びそれを実現
するための複数産業の連携

自動車

ア．当該技術の活用による自動車の高性能化・高機
能化
イ．自動車製造に関連する各種プロセスの生産性向
上
ウ．交通システムとの接続に向けた自動車の情報化の
推進
エ．電気自動車等を含めたエネルギーシステム、サービ
スの実現

スマートホーム

ア．当該技術の活用によるデジタル家電等の高性能
化・高機能化
イ．新たなコンセプトによるデジタル家電等の開発
ウ．データ接続、データ解析技術の向上

医療・健康・介護
ア．医療サービスと機器・システムの一体化及び海外
展開

環境・エネルギー

ロボット

ア．再生可能エネルギーの導入促進
イ．環境保全関連技術の高度化
ウ．エネルギー効率の向上
エ．安全性・信頼性確保に向けた技術の高度化
ア．機器・システムとの接続機能も活用した事業化可
能な製品の実現
イ．社会システムに組込まれたロボットの開発・事業展
開
ウ．ロボットを使用する現場との協業によるデータ収集

農業

ア．ＩＴ、ＩｏＴを活用したシステムによる農業の生
産性向上
イ．農産物等・関連ビジネスの付加価値の向上
ウ．農産物等の海外展開

コンテンツビジネス
ア．コンテンツビジネス関連の機器・システムの開発
イ．電子書籍市場等の新規創出マーケットへの対応

流通・物流

ア．高度な需要予測や店舗のスマート化等による流
通分野の生産性向上
イ．消費者ニーズを的確に捉えた新たな製品・サービス
提供
ウ．物流システムの高度化

特定ものづくり基盤技術「２．情報処理技術」 高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法
技術開発の方向性
①プラットフォーム
②通信・ネットワーク
③データベース
④画像・動画・言語処理
⑤画像・音声認識
（１）技術要素の高度化に対応し
⑥当該技術に係るセキュリティ
た技術開発の方向性
⑦ユーザインタフェース
⑧シミュレーション
⑨デザイン
⑩製造工程のモニタリング及びコントロール
⑪オペレーションのモニタリング及びコントロール

⑫ネットワーク接続による製品・サービスの付加価値向上
⑬ＷＥＢ連携による製品・サービスの付加価値向上
⑭ＷＥＢ連携による業務プロセスの生産性向上
⑮医療・健康・介護や環境、農業等の既存産業のＩＴ活用
⑯エネルギー利用効率の向上
⑰エネルギー制御の高度化
⑱ビッグデータの活用
⑲クラウドシステム等を活用したソフトウェアの高度利用
⑳国際標準化活動への参画・デファクト標準化を含めた技術の普及
㉑機器・システム等の相互接続性の向上

⑥独立検証・妥当性確認技術（ＩＶ＆Ｖ
①要求獲得・要求定義
②機能安全技術（リスク分析技術、安全設計技術等） (Independent Verification and Validation)）等テ
（２）開発手法の高度化に対応し
スト／検証
③サイバーセキュリティを確保したシステム設計
た技術開発の方向性
⑦ソフトウェアの開発効率の向上
④モデリング、モデルベース開発、形式手法
⑧ソフトウェアの品質向上
⑤ソフトウェアの実装
①グローバル分散開発への対応
②トレーサビリティ管理、定量的開発管理
（３）管理技術の高度化に対応し
③技術文書の品質向上・管理効率向上
た技術開発の方向性
④国際規格への対応、国際標準化活動への参画
⑤グローバルサプライチェーン等への対応
（４）ＩｏＴ、ＡＩ等を活用した
製品・サービスの高度化等に向けた
技術開発の方向性

①上記（１）から（３）までを踏まえたＩｏＴ等を支える情報処理に係る技術の高度化
②ＡＩの高度化（学習データの設計・検証、アルゴリズムの設計・構築等）
③ＩｏＴ、ＡＩ等を活用した技術開発
a）センサ技術等を活用した信頼性の高いデータの取得・蓄積
b）ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による情報処理に係る技術開発プロセスの効率化・生産性向上
c）ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による新たなサービス創出

特定ものづくり基盤技術「２．情報処理技術」 研究開発事例
サポイン採択年度

プロジェクト名

研究開発体制

平成26年度

農業機械のさらなる高度化と海外進出に資する
次世代電子制御ソフトウェア基盤の開発

(株)ヴィッツ、アーク・システム・ソリューション(株)、
(株)アトリエ、(株)農業情報設計社、
苫小牧工業高等専門学校、北海道大学、
公立はこだて未来大学

平成25年度

3次元データを利用した高信頼性侵入検知システムの開発

(株)ノア、北海道大学、(地独)北海道立総合研究機構

情報処理
農業機械の電子制御を通信規約や国際規格の高度な専門知識無しで、
刃
国際標準の通信方式や安全方策へ対応させるためのソフトウェア基盤
■プロジェクト名：農業機械のさらなる高度化と海外進出に資する次世代電子制御ソフトウェア基盤の開発
■対象となる川下産業：農業機械製造・電装部品製造
■研究開発体制：(株)ヴィッツ、アーク・システム・ソリューション(株)、(株)アトリエ、(株)農業情報設計社、苫小牧工業高等
専門学校、北海道大学、公立はこだて未来大学

プロジェクトの概要

プロジェクトで実施した内容
＜研究開発の目標＞
電子制御対応の農業機械のソフトウェアを通信技術や機能安全の国際標準に容易に準拠させることを可能にする
ソフトウェア基盤・フレームワークを開発する

従来技術

新技術

新技術のポイント

・ISOBUS用ソフト基盤は、利用
に高度な専門知識を要する海外
製品のみ
・機能安全対応の農業機械向け汎
用ソフトウェア基盤が無い

・機能安全対応を考慮した部品化
技術を採用した汎用的ISOBUS
通信ライブラリ
・操作画面編集、通信設定ツール
により容易に利用可能

・農業機械制御アプリケーション
開発を容易にするソフト基盤
・アプリ毎に改変が必要な部位を
各種パラメータの設定に分離
・機能安全対応を考慮した設計

＜直面した課題と課題解決＞
＜背景・目的＞

＜実施項目＞

・農業機械は、トラクタと作業機を組み合わせで使用するた

●通信制御方式の国際標準ISOBUS ※ に対応したソフト

直面した課題

め異なるメーカ間の相互運用性の確保が重要であり、また

ウェアプラットフォームの開発

国内で毎年300人超の死亡事故が発生しており安全性の

・ISOBUSミドルウェアの開発

確保も課題となっている

・プラットフォームのISO 25119（農業機械向け機能

・農業従事者の担い手不足、一戸当たり圃場面積の拡大によ
り導入が増えている欧米の大型機械では国際業界標準の通

・通信規格が1000頁を超える膨大

なボリュームで複雑な仕様
・規格書のみではどのように実装
すべきか判定がつかない部位も
多い

安全規格）対応
●機能安全規格ISO 25119対応のアプリケーション開発

信方式と安全規格への準拠によりそれらの課題に対応

フレームワークの開発

・国内農業機械は対応が遅れ競争力が低下しており、対策と
して容易に国際標準に対応できるソフト基盤を開発する

・ISO 25119対応開発のフレームワーク化
・アプリケーション開発フレームワークのツール化
＜参考＞
※：国際標準ISO11783を基に、業界団体である農業電子工業会
（Agricultural Industry Electronics Foundation）が規定

プロジェクトの成果を活用できる製品・サービス
プロジェクトの成果を活用できる製品・サービス
●電子制御化した農業機械で使用する基本ソフトウェア・国際標準
通信ミドルウェアとその上で稼働するアプリケーションのスケル

＜作業機ISOBUS通信プロトコル
スタックのコンポーネント構成図＞

問題解決のための手段
・ソフト部品化技術を活用
・規格化団体の農業電子工業
会に加入しガイドラインを
入手して開発、相互接続試
験への参加

手段による効果
・部品化技術の活用により汎用性と
保守性を両立し複雑さを克服
・ガイドラインに従い、相互接続試
験を通すことで他社製品との相互
運用性を確保

研究開発の結果
●AUTOSAR Ver4.1コンポーネント仕様を一部拡張した農業機械向け汎用的ソフトウェアプラットフォーム・通
信ミドルウェアの開発・テストを行い、農研機構が開発した農機向けECU（Electronic Control Unit）ボードで
あるAgriBusBoard32を用いて既存のISOBUS機器と接続して動作することを実証した
●ISO 25119で要求されるセミフォーマル記法(UML(Unified Modeling Language)、SysML(Systems Modeling
Language))を周辺技術と連携させて、機能安全対応を効率化するためのフレームワークを考案した
●作業機操作画面定義ツール、ISOBUS通信ライブラリ設定ツール、ISOBUS通信動作確認ツールを開発し、
ISOBUS通信ライブラリと合わせてフレームワーク化を行った
＜ISOBUS対応作業機ECUの動作確認用操作
端末シミュレータツールの実行例＞

＜開発した作業機の操作画面編集ツール＞

トン（骨格）ソフトウェア、それらを自動生成する開発ツール
●機能安全対応を含む農業機械向けソフトウェア開発支援
製品・サービスのPRポイント

●コンピュータ制御・通信技術の専門的な知識を有していない農業
機械メーカの技術者でも、高度な電子制御を容易に開発可能にな
り、機械の付加価値向上に寄与する
●フレームワークの利用によりリーズナブルな安全対策を製品に組
み込むことが可能になる
＜機能安全対応効率化のフレームワーク＞

実用化・事業化の状況
＜開発した自動実行タスク計画（FMIS）データ入出力ライブラリ＞

＜プロジェクト終了時の状況＞
・事業化に成功した段階
＜実用化・事業化の見通し＞
・研究終了後２年間は、追加研究およびサンプル出荷を実施する
・この期間に農業機械メーカ等の協力を得て、パイロット製品開発を行い、国内機械メーカが容易に開発しやすい開
発環境実現を追及するツールに改良する
・その後国内の農業機械メーカへの販売を開始する予定
企業情報：株式会社ヴィッツ
事業内容：組込みソフトウェア・RTOSの研究開発
所在地：〒460-0042 名古屋市中区栄２－１３－１
URL：http://www.witz-inc.co.jp/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：組込制御開発部 産機応用技術室 和田学
TEL：011-280-9055
E-mail：wada＠witz-inc.co.jp

情報処理
自動製造装置における作業者の安全性確保のための作業エリアへの侵入者検知システム

プロジェクトの背景

・自動車製造メーカでは、自動製造装置における作業者の安全性確保のため、作業エリアへの侵入者検知システム
として、ライトカーテン方式が用いられている
・この従来技術では、複雑な形状の製造装置に対して検知エリアが自由に設定できず、さらに大きな問題点として

■プロジェクト名：3次元データを利用した高信頼性侵入検知システムの開発

残留者の検知ができないという課題があった

■対象となる川下産業：産業機械・工作機械・建設機械・造船・農業機械
■研究開発体制：(株)ノア、北海道大学、(地独)北海道立総合研究機構

サポイン事業で実施した研究開発の内容

＜研究開発の目標＞

プロジェクトの概要

＜試作した侵入検知システム装置＞

検知率を犠牲にすることなく、検知エリアの自在な検定や残留者検知が可能となる、3次元データを
利用した侵入検知システムの開発
従来技術

●侵入判定まで組み込んだ３次元データ測定器の開発、多方向から

・侵入者検知システムとして、
ライトカーテン方式（残留
者の検知ができない）

同時に３次元データを取得する装置開発、侵入予測（接近検知）
機能の開発、侵入判定アルゴリズム開発を行う

新技術

新技術のポイント

・川下企業の詳細要求値を満た
す3次元データを利用した侵
入検知システムの開発

・検知率を維持し、検知エリ
アの自在な検定や残留者検
知が可能となるシステム

＜直面した課題と課題解決＞
直面した課題

問題解決のための手段

手段による影響

プロジェクトの実施項目

・マンパワー等に基づく理由に
よる研究開発の進捗の遅れ
や変更が生じた

●ワンショット３Ｄスキャナに存在検知機能を付加したデバイス開発
●多色（多波長）化および時分割多重光源の開発
●侵入予測アルゴリズムの開発

＜時分割多重方式のダイアグラム＞

●侵入判定方法の検討
●侵入検知システムの試作および評価

事業の成果を活用して提供が可能な製品・サポインサービス

●自動製造装置における３次元データを利用した作業エリアへの侵
入者検知システム

製品・サービスのPRポイント（顧客への提供価値）

・対策として可能な人的リソー
スの再配分により解決する
こととした

＜試作した2色およびパルス光源＞

●詳細要求値：
・システムの誤検知率 3.4ppm以下
・検知の遅延時間 500ms以下

・遅れを取り戻すための他の手
段が取れなかったため、一
部、目標未達となった部分
もあった

研究開発の成果
＜時分割多重の信号（前図の①～④に対応）＞
●侵入判定手法について試行錯誤を行い、高速判定アルゴリズム
を確立
●続いて、対象エリア全体を検知するため、多方向から同時に３
次元データを取得する装置の開発を行った
●また、より高機能な検知システムを目指し、対象エリアへの侵
入以前に接近を検知するアルゴリズム開発にも取り組んだ
●さらに、これらの開発成果を元に試作システムを作製し、自社
内における評価に留まらず、そのシステムを稼働中の川下ユー
ザの工場に設置し、試験を実施した
●研究開発の実施項目毎には、以下の通り
・検知の空間誤差0.2%となり、目標達成、
データ遅延時間218.5msとなり、目標達成、誤検知率の測定が間に合わず、未達
・２波長混在光源を実現、6時分割を実現
・システムを構築、誤作動率1%を実現する目処を得るも、実証には至らず
・侵存在検出処理時間115msを実現
・検知の遅延時間334ms以下、システムの空間誤差0.4%以内を達成、システムの誤検知率、連続稼働時間の評価は
未実施

・システムの空間誤差 3cm以内（0.5%以内）
・システムの連続稼働時間 720時間以上
・検知エリア内において侵入行動を取る人物に対する警告機能付加
（警告の誤作動率１％程度は許容）

実用化・事業化の状況
・サポイン終了時の段階：実用化に成功した段階
・現在（2018年2月時点）：補完研究を継続している段階

今後の実用化、事業化の見通し

●成果：事業完了時に未達成であったシステムの誤検知率3.4ppm以下については達成済みであり、システムの連続
稼働時間評価は、2018年3月に川下企業の向上にて評価を行う予定
●事業展開：ユーザ候補者（川下企業）において評価を継続しており、追加開発を進めている

・本事業の最終段階で始まった川下企業の工場における実稼働評価を現在も継続中
企業情報：株式会社ノア
事業内容：3Dスキャナの開発・販売、3Dアプリケーション
システムの開発・販売、ファームウェアの設計開発
住所：〒305-0044 茨城県つくば市並木３丁目１７－６
ロイヤルシティ並木
URL：http://www.kknoa.co.jp/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：
TEL：029-859-1577
E-mail：info@kknoa.co.jp

特定ものづくり基盤技術「３．精密加工技術」
１．デザイン開発技術
２．情報処理技術
３．精密加工技術

精密加工技術とは・・・

４．製造環境技術

○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である。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

５．接合・実装技術
６．立体造形技術
７．表面処理技術

８．機械制御技術
９．複合・新機能材料技術
１０．材料製造プロセス技術
１１．バイオ技術
１２．測定計測技術

○具体的には、
・金属、プラスチック、セラミックス、ゴム、木材等多岐にわたる材料を目的に応じ
た形状に成形加工するために、機械・工具又は金型等で圧力を加えて所要の
形状・寸法に塑性変形・塑性流動させて成形する技術や金属プレス機等の加
圧装置を用いて、金型形状を転写する加工技術
・切削工具、電気、光エネルギー等を用いて素材の一部を除去し、必要な寸
法や形状を得る加工技術等、様々な技術
・製造業の根幹をなす基幹技術であり、特に、様々な加工の中心となる工作
機械、鍛圧機械の技術レベルは、他の産業の競争力に大きな影響を与えてい
る
など

特定ものづくり基盤技術「３．精密加工技術」 川下製造業者等が抱える課題及びニーズ
川下分野
共通

課題及びニーズ
ア．高機能化・精密化・軽量化
イ．新たな機能の実現
ウ．品質の安定性・安全性の向上
エ．高感性化
オ．環境配慮
カ．生産性・効率化の向上、低コスト化

医療・健康・介護 ア．高衛生・信頼性・安全性の保証
イ．生体親和性向上
ウ．フレキシブル生産
エ．寿命向上
オ．リビジョン対応
カ．手術手技の簡素化(操作性向上）
環境・エネルギー

航空宇宙

自動車

ア．高効率化
イ．複雑形状化
ウ．コンパクト化
エ．軽量化
オ．高リサイクル化
ア．高機能化（高剛性、高比強度、耐熱性、耐食
性等）
イ．信頼性向上
ウ．軽量化、ネットシェイプ化
エ．燃費向上
オ. 構体形状設計の自由度向上
ア．衝突時の安全性の向上
イ．軽量化
ウ．複雑形状化・一体加工化
エ．燃費向上
オ．ハイブリッド化、ＥＶ化、燃料電池化
カ．静粛性向上
キ．操作性向上
ク．フレキシブル生産

川下分野
スマートホーム

課題及びニーズ
ア．高剛性化
イ．複雑形状化
ウ．高機能化
エ．製品意匠面の高品位化
オ．高強度化
カ．軽量化
キ．静音化・高放熱化

ロボット
ア．安全性の向上
イ．複雑形状加工
ウ．高耐久性・高信頼性の実現
エ．フレキシブル生産
産業機械・
農業機械
ア．高機能化（加工技術の組み合わせ・複合化）
イ．高耐久性の実現

特定ものづくり基盤技術「３．精密加工技術」 高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法
技術開発の方向性
①高精度化
（１）技術要素の高度化に対応し ②小型化・高剛性化
た技術開発の方向性
③工具・金型等の長寿命化
④高合金鋼・軽金属・難加工材・新素材への対応

⑤薄肉加工
⑥中空化
⑦中量・多品種生産
⑧複合一体化

①加工の高速化・自動化
（２）高効率化に対応した技術開 ②加工工程等の削減
発の方向性
③コストの削減
④材料歩留まり向上

⑤効率化・省人化
⑥仕上げ自動化
⑦検査の自動化
⑧測定方法の革新

①データベースの構築と活用
（３）管理技術の高度化に対応し ②工場の高度化
た技術開発の方向性
③技術の複合化
④製造における安全・環境の向上

⑤製造における品質管理
⑥技術・技能のデジタル化
⑦シミュレーション技術の高度化

①省エネルギー・省資源化
（４）環境配慮に向けた技術開発 ②周辺環境への配慮
の方向性
③リサイクル
④潤滑剤使用量等の低減化

（５）ＩｏＴ、ＡＩ等を活用した
技術開発の方向性

①センサ技術等を活用した信頼性の高いデータの取得・蓄積
②ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による設備等の予知保全・遠隔保守、運用最適化、匠の技のデジタル化等を通じた精密加
工に係る技術開発プロセスの効率化・生産性向上
③ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による新たなサービス創出

特定ものづくり基盤技術「３．精密加工技術」 研究開発事例
サポイン採択年度

プロジェクト名

研究開発体制

平成26年度

クリーンルーム環境対応の水静圧軸制御オイルレス加工マシンと防 (株)ナガセインテグレックス、岐阜大学、
錆・循環水系システムの開発
岩手大学、(公財)岐阜県産業経済振興センター

平成26年度

タッチパネル用新世代樹脂複合板材の曲線成形切断加工技術
の開発

(一財)九州産業技術センター、(株)ファインテック、
長崎大学、(国研)理化学 研究所

精密加工
プロジェクトで実施した内容

油に代わるクリーンな媒体(水)を使用して、
刃
油静圧案内と同等の高精度・高能率加工を実現するシステム

＜研究開発の目標＞

■プロジェクト名：クリーンルーム環境対応の水静圧軸制御オイルレス加工マシンと防錆・循環水系システムの開発
■対象となる川下産業：半導体製造
■研究開発体制：(株)ナガセインテグレックス、岐阜大学、岩手大学、(公財)岐阜県産業経済振興センター

油に代わるクリーンな媒体（水）を使用して、
油静圧案内と同等の高精度・高能率加工を実現するシステムの開発

従来技術

新技術

新技術のポイント

・軸受け機構にはすべり案内、転
がり案内、空気静圧案内がある
が、油静圧案内と同等の能率や
剛性を有していない

・油に代わるクリーンな媒体
（水）を使用した軸受け機構

・油静圧で課題になっている高回
転領域での発熱の問題を解決

プロジェクトの概要
＜直面した課題と課題解決＞
＜背景・目的＞

＜実施項目＞

・半導体業界向け定圧定量研削盤は、非接触多面拘束静圧

●油に代わるクリーンな媒体（水）を利用して、油静圧受

軸受機構、インプロセスコンディショニング、定圧定量

け機構と同等の効率や高性能加工を実現するシステム開

複合制御の特徴を有するが、油静圧軸受け機構であるた

発

め、半導体製造ライン内への導入が実現しなかった

・水溶液（水）を精製するシステムと水の寿命の検証

・半導体製造ラインは、不純物の混入を排除するため、ク

直面した課題
・静圧隙間の適正化
・配管経路内での乱流

問題解決のための手段
・静圧隙間のシミュレーション
・エアシールの採用

手段による効果
・従来の油静圧の経験からは得ら
れない所定圧力を解析
・通常流体の漏れを防ぐメカニカ
ルシールで働く摩擦を低減

・水溶液（水）の脱気技術の検証

リーンルームでの製造が必須であり、高能率加工が可能

・水溶液（水）を循環させるポンプの開発

研究開発の結果

な油静圧構造の加工機の採用は不可能であった

・研削盤本体の耐腐食性向上技術の開発

●スピンドルや研削盤本体に使用する調整水（硫酸カルシウム218.44mg/3L：電気伝導度約100μS/cm）について、電
気防錆時の電極間距離と防錆電流との関係を温度制御下で検証した結果、温度はクリーンルーム環境温度の
23±1℃に収まっていることが確認できた
●各種脱気技術を検証した結果、脱気を行うことで水中の二酸化炭素、酸素等の溶存気体が低減し、脱泡の観点から
水中に生じる気泡も低減する
●水系配管内部を再現した調整水の耐腐食性試験の結果、脱気には防錆向上効果がある
●スラスト軸受けのポケットを数値解析した結果、高速回転では大きな圧力差が生じる
＜水系配管内部を再現した調整水の耐食性試験＞
＜軸受けすき間高さと半径方向圧力勾配の関係＞

・高速回転軸受の開発

プロジェクトの成果を活用できる製品・サービス
＜開発したピストンポンプの外観＞
●油に代わるクリーンな媒体（水）を使用して、油静圧案内と同等
の高精度・高能率加工を実現するシステム
・半導体ウエハグラインダー

・高速回転スピンドル
・半導体ワークスピンドル
・低振動、低脈動ポンプユニット
・水静圧軸受を搭載した加工機

製品・サービスのPRポイント

●水溶液（水）を精製するシステムは水道法試験をクリア
●RO膜式純粋装置を併用し、濁度0.1度を達成
●クリーンルーム環境下（23±1℃）において、精製水の調整水で電
気防錆や濁度水質を満足する水溶液（水）の精製方法を確立
●研削盤本体の軸受け剛性や振動特性を左右する水溶液（水）の脱気
技術を確立

＜開発した高速回転軸受けユニット＞

実用化・事業化の状況
＜プロジェクト終了時の状況＞
・事業化に成功した段階
＜実用化・事業化の見通し＞
・電気防錆法による実験レベルでの防錆効果が確認出来たことから、今後は複雑な構造を持つ研削盤本体への実装に
向けた研究開発を進める
・スピンドルユニットのシステム開発を早期に進め、既存の研削盤に水静圧スピンドルを搭載して販売を行っていく

●水溶液（水）を研削盤本体に供給するピストン式ポンプを新規開発
し、油より低粘度の水でも脈動を抑える安定したシステムを構築
●水溶液（水）を媒体とするスピンドル系静圧軸受けを製作（現在評
価中）

企業情報：株式会社ナガセインテグレックス
事業内容：超精密加工用研削盤
所在地：〒501-2697 岐阜県関市武芸川町跡部
1333番地１
URL：http://www.nagase-i.jp/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：テクニカルセンター 渡辺一人
TEL：0575-46-2323
E-mail：kwatanabe＠nagase-i.co.jp

精密加工
高機能フィルム産業に貢献する新世代樹脂複合板材の超硬合金製曲線切断刃による加工
刃

■プロジェクト名：タッチパネル用新世代樹脂複合板材の曲線成形切断加工技術の開発
■対象となる川下産業：情報通信・情報家電・事務機器、電機機器・家電、自動車
■研究開発体制：(一財)九州産業技術センター、(株)ファインテック、長崎大学、(国研)理化学研究所

プロジェクトの概要

●超硬合金製曲線切断刃の抜き型及び成形加工技術を開発する

＜新しい工法での加工による研削面の検証＞

●端面研磨＆洗浄工程等、二次加工が不要且現状の1/10 以下の切

プロジェクトの背景
・タッチパネルは高硬度化、薄膜、軽量化が望まれ、新世代樹脂複合板材（多層構造品）の開発が進んでいる
・レーザー加工を用いると歪を生じ、切断面近くの透明性を損ねる
・ルーター加工では切りくずが多量に発生する
・タッチパネルに組み込むために、光学透明粘着シートが新世代樹脂複合板材料に積層されているが、曲線成形加
工時には粘着剤が非常に軟質なために、積層間での剥離や粘着剤の塑性流動によるシワ発生の問題がある
・クラックやシワがあると、屈折率が変わる等、透明性が損なわれ、光学特性に問題が生ずるこれらの課題を解決
するために、お客様の求める切断面を刃物の創り込みのみで実現することによって、生産現場に劇的なコスト削減
効果を実現する

サポイン事業で実施した研究開発の内容
＜研究開発の目標＞
超硬素材の刃先先端R100nmの曲線刃を作成し多層樹脂複合板材を綺麗に打ち抜く！

従来技術

断時間で複合板材の曲線成形打抜き加工を実現する

・レーザー加工、ルーター加工
技術があるが、外形状の沿
走加工で低生産性である

●生産性を飛躍的に向上させ、日本が得意とする高機能フィル産
業の爆発的成長を助長する

新技術

新技術のポイント

・超硬合金製曲線切断刃の抜
き加工1ショット６枚取りも
可能とする曲線刃の製造技
術を確立する

・外形面仕上げ加工や洗浄工
程等の二次加工が不用とな
り、工程の簡略化に繋がる

＜直面した課題と課題解決＞
問題解決のための手段

直面した課題

プロジェクトの実施項目

・曲線刃先の先端R100nmの成
型に苦労した
・刃先先端部分の真直度の実現
が困難であった

●曲線成形用切断刃の高精度加工技術の開発
●曲線成形用切断刃の刃先形状設計の開発
●曲線成形切断加工技術の開発

・研削加工技術や新タイプの砥
石を探索・活用
・加工装置メーカー等からのア
ドバイスを受けた

手段による影響
・刃先先端加工における今後の
展開が見えた
・課題解決のためのネットワー
クが広がった

サポイン事業の成果を活用して提供が可能な製品・サービス

●複合板材の曲線成形打抜き加工技術

＜曲線刃で直線刃と同等の硬質切断面を実現＞

●超硬製曲線刃先刃物刃先先端R100nmの提供

製品・サービスのPRポイント（顧客への提供価値）

大量生産に適した高精度＆高品位加工実現
●二次加工が不用（打抜き後即組立工程投入可）

●1/10 以下の切断時間

研究開発の成果
●新開発装置を搭載した超高精度高速微細加工機で、刃先先端R100nm±50nmの曲線刃製作
●超微細加工機を用いた刃先仕上げプログラムの開発
●加工精度向上の取り組み、従来最小切込み0.1μｍ／パス ⇒ 10nm/パス
●高番手から超高番手の8種類での研削の条件出しと研削面評価、超高番手砥石研削加工実現
●平面研削盤で研削加工面粗さRa：1.57nm、加工面粗さでRa：27nmを達成
＜今回開発した一体型抜き型＞
●切断現象の考察
●二次元切削モデルからの切断力の解析
●切断の３ステップの設定
●切断は引張破壊現象の連続である！切断力は、刃物側面からワークに
供給され、PET材での引張破壊力試算値は、20MN/mm。刃先を鋭利に
し、切断面品質を向上させる。この仮説をベースに切断加工を
プロデュースする

●切断面近くの透明性を維持、光学特性に影響を与えない
●切りくず発生防止
実用化・事業化の状況
・サポイン終了時の段階：事業化間近の段階
今後の実用化、事業化の見通し
製品・サービスのPRポイント（顧客への提供価値）

・現在（2018年2月時点）：事業化間近の段階
・タッチパネルメーカーを始めとする様々な産業分野から切断品質について問い合わせが多くある

●タッチパネル用の多層フィルムや液晶表示体の偏光板外形成形用の切断刃物を開発し切断サンプル出荷を行った
引続き、刃先先端R10ｎｍ以下をめざし継続的な開発を行っていく
●多層フィルムである偏光板や有機ELへの切断加工に取り組み、５社に切断サンプル提出済

企業情報：株式会社ファインテック
事業内容：産業用刃物製造
住所：〒832-0081 福岡県柳川市西浜武575番1
URL：http://www.f-finetec.co.jp/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：山内克彦
TEL：0944-73-0877
FAX ：0944-74-1645
E-mail：k-yamauchi@f-finetec.co.jp

特定ものづくり基盤技術「４．製造環境技術」
１．デザイン開発技術
２．情報処理技術
３．精密加工技術

製造環境技術とは・・・

４．製造環境技術

○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

５．接合・実装技術
６．立体造形技術
７．表面処理技術

８．機械制御技術
９．複合・新機能材料技術
１０．材料製造プロセス技術
１１．バイオ技術
１２．測定計測技術

○具体的には、
・製造現場における、生産性向上の取組として、歩留まりの改善、故障率の低
減等に寄与する清浄化やコンタミネーションの監視・制御
・医療機器、医薬品、食品等の分野における、品質向上・安全性確保のため
に、冷蔵・冷凍・空調機器・真空機器等を用いた温度、湿度、圧力、清浄度
等の維持管理
・製造における生産性・信頼性の向上、製品の汚染防止・鮮度維持だけでは
なく、製品や原材料・素材の流通過程における品質管理等の付加価値の創
出、製造現場における作業環境の安全性確保、廃棄処理、リサイクル
など

特定ものづくり基盤技術「４．製造環境技術」 川下製造業者等が抱える課題及びニーズ
川下分野

課題及びニーズ

共通

川下分野
デジタル家電

ア．高機能化
イ．低負荷環境下での製造
ウ．低コストでの製造
エ．効率的な生産

ア．超クリーン成膜の実現
イ．小型軽量化
ウ．低消費電力化

自動車

医療・健康・介護
ア．医療安全性の確保
イ．現場における環境改善

環境・エネルギー

課題及びニーズ

ア．地球温暖化係数の低い冷媒の使用
イ．環境負荷の少ないガスの使用
ウ．長期安定性デバイスの実現
エ．製造設備の加工精度向上
オ．省エネルギーの実現

航空宇宙
ア．極限環境に対応した部素材製造技術の実現

食品
ア．最適な流通手法の確立
イ．最適な保存方法の確立
ウ．高品質・高付加価値の付与

ア.高品質・高信頼性デバイスの実現

特定ものづくり基盤技術「４．製造環境技術」 高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法
技術開発の方向性
①温度維持・管理の高度化
（１）当該技術が持つ諸特性の向 ②圧力維持・管理の高度化
上に対応した技術開発の方向性
③流体清浄度維持・管理の高度化
④静電気・電磁波等の発生抑制技術の高度化
①冷媒使用量の削減・地球温暖化係数が低い冷媒の活用
②冷媒漏洩の防止
③冷媒漏洩の検知
（２）省エネルギー・低環境負荷に ④環境に配慮した冷媒の回収率の向上
対応した技術開発の方向性
⑤エネルギー効率の向上
⑥安全性の向上
⑦低騒音化
⑧特殊ガスの利用・高性能な排ガス処理装置による環境負荷の低減

（３）生産性・コスト・効率化に対
応した技術開発の方向性

①温度・圧力・清浄度制御技術の向上
②環境制御装置の長寿命化
③環境制御装置の小型化
④メンテナンスコストの低減
⑤均質な製品製造及び歩留まりの向上
⑥製造装置の最適化

（４）ＩｏＴ、ＡＩ等を活用した
技術開発の方向性

①センサ技術等を活用した信頼性の高いデータの取得・蓄積
②ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による設備等の予知保全・遠隔保守、運用最適化、匠の技のデジタル化等を通じた製造環
境に係る技術開発の効率化・生産性向上
③ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による新たなサービス創出

特定ものづくり基盤技術「４．製造環境技術」 研究開発事例
サポイン採択年度

プロジェクト名

研究開発体制

平成26年度

生鮮魚介類を長期保存するハニカム構造体を用いた
ナノバブル生成装置の開発

丸福水産(株)、九州工業大学、
(一財)九州産業技術センター

平成25年度

極小化に対応した水晶振動子真空移載・加熱封止装置の
研究開発

タマティーエルオー(株)、(株)昭和真空、
ワッティー(株)、群馬大学

製造環境
生魚介類の捕獲、保管・流通・販売において長期鮮度を保持する
刃
ハニカム構造の超低酸素ナノバブル生成装置

プロジェクトで実施した内容
＜研究開発の目標＞

■プロジェクト名：生鮮魚介類を長期保存するハニカム構造体を用いたナノバブル生成装置の開発
■対象となる川下産業：水産業・食品産業・医療・医薬・工業洗浄・排水処理
■研究開発体制：丸福水産(株)、九州工業大学、(一財)九州産業技術センター

低温管理に加え、窒素ナノバブルの効果により、水中の溶存酸素量を極限まで低減させた超低酸素冷海水
（塩水）を用いて、好気性細菌の増殖及び酸化を抑制し、生鮮魚介類の鮮度維持向上を実現する装置を開発する
従来技術

新技術

新技術のポイント

・生で流通する際の鮮度の維持方
法は、氷（または海水氷）や冷
蔵庫（トラック保冷庫）内の保
存しかないが、鮮度は劣化する

・窒素ナノバブル技術
・チタン製またはアクリル樹脂製
ハニカム構造搭載装置

・水中溶存酸素量を極限まで低減
・ナノバブルの気泡数密度と吐出量
を増大にする
・装置の小型軽量化

プロジェクトの概要

＜直面した課題と課題解決＞
＜背景・目的＞

＜実施項目＞

・生食用生鮮食品の安全性確保は極めて重要な課題であり、

・軽量・高度化及び大容量化を達成するためのハニカム構造体

特に生鮮魚介類は酸化防止剤等薬品添加物の使用ができ
ないため、捕獲から流通・販売までの間、酸化や腐敗を
防止する鮮度保持技術の向上が強く求められている
・鮮度劣化による格下げロスや廃棄ロスの発生の抑制、あ
るいは大漁時に鮮度を保持しつつ一時保管する出荷調整
ができれば、漁価の暴落を防ぎ、生産者・販売者が安定

直面した課題

内の圧力損失を低減し、隔壁を薄くする加工技術の開発
・海水使用時の耐食性と軽量化を同時に実現するチタン材での
ハニカム構造体の最適化設計

手段による効果
・貯水した水槽に投入するだけでナ
ノバブル水が生成できる
・デモや貸出時の持ち運びや小規模
での使用が簡便である

・耐食性と軽量化に加え、強度、靱性、親水性のあるアクリル
樹脂材でのハニカム構造体の最適化設計
・ナノバブル生成装置の性能評価とナノバブル水の有効性検証

した収入を得ることや資源の有効利用が可能となる

プロジェクトの成果を活用できる製品・サービス
●ナノバブル水による生鮮魚介類の長期鮮度保存技術

問題解決のための手段

・ハニカム構造体搭載の試作機で、 ・海水用水中ポンプ
陸置き型ポンプだと固定式となって
配管接続等の工事が必要となり、漁
船での使用ができない

＜ナノバブル生成小型試作機＞

●ハニカム構造体搭載ナノバブル生成装置

研究開発の結果
●ハニカム構造体への加圧時の破損危険を有限要素法解析で定量評価した結果、チタン製の隔壁は0.5mm、アクリル
樹脂製は1.0mmで安全であり、実際に水中ポンプを装着して使用しても破壊等がないことを確認した
●チタンまたはアクリル樹脂でハニカム構造体の隔壁を薄肉化したことにより、ナノバブルの吐出量を従来のステン
レス材に比べて倍増し、ナノバブルの数密度2億個/ml以上を安定的に生成した
●試作装置で生成した窒素ナノバブル水を用いて鮮魚を１週間自主検査した結果、一般生細菌数の抗菌性は初発104
個/gの検体を1週間後も維持し、菌種別ではグラム陰性菌に対する抗菌効果が高いことが判った
●窒素ナノバブル水で鮮度保持処理したマサバの官能検査では4日間鮮度が良好であり、さらにマグロはえ縄漁船で
メバチマグロを23日間浸漬しても悪臭の発生や皮目の劣化がなかった
＜アクリル樹脂製ハニカム構造体のFEM解析結果＞ ＜窒素ナノバブル水で処理したマサバの官能検査結果＞

・大型装置（チタン製ハニカム構造体搭載機）
・小型装置（アクリル樹脂製ハニカム構造体搭載機）

製品・サービスのPRポイント
●ハニカム構造体隔壁薄肉化によりナノバブル生成能力倍増（ステ
ンレス材比）
・チタン製ハニカム：吐出量42t/h（約2.8倍）
ナノバブル数密度2～3億個/ml
・アクリル樹脂製ハニカム：吐出量4.2t/h（約2.3倍）
ナノバブル数密度2～3億個/ml
●長期有効性：ナノバブル水処理鮮魚の官能検査で4日間鮮度良好

●抗菌性：生食用一般生細菌数基準105個/g以下を1週間保持
＜チタン製ハニカム構造体（隔壁0.5mm）＞

実用化・事業化の状況
＜チタン製ハニカム搭載大型装置＞

＜プロジェクト終了時の状況＞
・事業化に向けた開発段階
＜実用化・事業化の見通し＞
・鮮度維持を死活問題と捉えている産地の漁協を対象に販売拡大を図る
・窒素を使うナノバブル水以外に、超低炭素、超高酸素ナノバブル水等も用途によって生成することができること
から、酸素を使う活魚輸送・活魚備蓄への可能性も探る
・水産業以外にも、農業や食品製造、医薬・医療、工業浄水、排水処理等、様々な分野への導入も期待できる
企業情報：丸福水産株式会社
事業内容：水産物卸売業、ナノテクノロジー関連機器開発
所在地：〒803-0801 北九州市小倉北区西港町94-22
URL：http://www.malufuku.com/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：ラモンド事業部長 米澤裕二
TEL：093-592-0500
E-mail：y-yonezawa＠malufuku.com

製造環境
高品質化、多数一括処理、高歩留まりの水晶振動子製造プロセス！

研究開発の背景
・水晶デバイスの小型化は、現在、1612サイズから1210サイズに移りつつある。2020年には1210サイズか
ら1008サイズへと移り、また、温度補償型水晶発振器（TCXO）では、数年のうちに0.5ppmの高精度が要求
されると予測している
・デジタル家電メーカーにおいては、他の電子部品同様水晶振動子の小型低背化と高精度化のニーズがあり、医療
分野においても、患者に負荷をかけずに生体内外通信を行うには、より小型の電子部品が必要となるが、現在
1612レベルの水晶振動子しかないことから、デジタル化が進展しない大きな要因となっている

■プロジェクト名：極小化に対応した水晶振動子真空移載・加熱封止装置の研究開発
■対象となる川下産業：半導体・液晶製造装置、電機機器・家電、電子機器・光学機器
■研究開発体制：タマティーエルオー(株)、(株)昭和真空、ワッティー(株)、群馬大学

サポイン事業で実施した研究開発の内容

＜研究開発の目標＞
プロジェクトの概要

●真空中で処理することで、酸化、吸着、埃の影響を抑え、更に封
止プロセスを最適化することで高品質化し、多数一括処理により

＜装置外観＞

従来技術

高い生産性を得る高歩留まりの装置を研究開発する

・パッケージをシーム溶接封止
（小型化対応が限界）
・プロセス間の部品移動は大
気中

プロジェクトの実施項目

●高歩留まり封止装置の開発

新技術

新技術のポイント

・プロセス間部品移動、パッ
ケージ加熱封止をすべて真
空中で実施

・部品が、大気に触れず、酸
化、吸着、埃の影響を抑え、
周波数ばらつきの悪化、封
止不良の発生防止が可能

＜直面した課題と課題解決＞

●真空中での高速昇温均一加熱技術の開発

直面した課題

●真空中での部品移載技術

・真空中での部品ピックアップ
技術
・真空中での高速昇温均一加熱
ヒータの開発

サポイン事業の成果を活用して提供が可能な製品・サービス

●デジタル家電から自動車や基幹通信系などの産業インフラの電子

真空中で処理することで、酸化、吸着、埃の影響を抑え、更に封止プロセスを最適化することで高
品質化し、多数一括処理により高い生産性を得る高歩留まりの装置を研究開発

＜真空加熱封止装置の内部構成＞

機器に搭載される、小型低背化と高精度化のニーズに対応した水
晶振動子の製造装置

製品・サービスのPRポイント（顧客への提供価値）

●周波数調整から封止工程まで大気に曝すことなく、処理中の酸化、
吸着、埃の影響を抑え、封止プロセスの最適化を行うと共に、多
数一括処理を可能とする

問題解決のための手段
・水晶振動子の静電吸着、及び
AlN ヒータの大型１枚化

研究開発の成果
●高歩留まり真空加熱封止装置の開発：月産400万個可能なタク
トタイム0.4s/個と封止後周波数ばらつきが従来の1/2を実現
●水晶振動子の真空加熱封止後の特性変化について、そのメカニ
ズムを解明するため水晶振動子の接合部分析、開封分析を実施
●真空中の高速昇温均一加熱ヒータは、トレー昇温特性は予備加
熱設定温度到達まで3分、面内温度分布ばらつき±2℃、封止
ヒータでのトレー昇温特性も設定温度まで1分弱、面内温度分
布±1℃と良好な結果を得た
●真空中での低速昇降、振り落し動作等の移載動作変更により、
移載成功率が85%から99.2%まで改善された
●周波数調整から封止まで真空中で一貫処理した水晶振動子特性
の評価を行い、真空一貫処理の有効性（封止後周波数ばらつき
低減）を検証した

手段による影響
・低速昇降、振り落し動作等の
移載動作の変更タクトタイ
ム未達
・目標仕様達成

＜真空移載ライン外観写真＞

今後の実用化、事業化の見通し

●事業展開として、本研究で開発した高速昇温ヒータ、均等加圧機構、封止プロセスを搭載した真空加熱封止
装置をH28年4月より販売開始し、3台/年を目標とする

実用化・事業化の状況
・サポイン終了時の段階：真空加熱封止装置は、商品化
・現在（2018年2月時点）：付加価値を上げるため高精度リークチェック機構の開発中⇒実用化2018年9月

●本研究で開発した静電吸着ピンを搭載した真空移載装置をH28年10月より販売開始し、3台/年を目標とする
企業情報：昭和真空株式会社
事業内容：水晶デバイス用、光学薄膜用、電子デバイス用な
どの総合的な真空関連装置並びに真空機器等
住所：〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名
3062-10
URL：http://www.showashinku.co.jp/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：白井 修
TEL：042-764-0391
E-mail：shirai@showashinku.co.jp

特定ものづくり基盤技術「５．接合・実装技術」
１．デザイン開発技術
２．情報処理技術
３．精密加工技術

接合・実装技術とは・・・

４．製造環境技術

○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

５．接合・実装技術
６．立体造形技術
７．表面処理技術

８．機械制御技術
９．複合・新機能材料技術
１０．材料製造プロセス技術
１１．バイオ技術
１２．測定計測技術

○具体的には、
・接合部の高強度化、信頼性の向上や軽量化、接合・実装の位置精度の向
上
・接合部の機能の高付加価値化、信頼性の付与等に応える研究開発
・劣悪な極限環境でも強靭かつ安定な機能を維持
・接合・実装作業における生産性の向上
・製品の製造、修理、再利用、廃棄までを考えたライフサイクルコストやこれらの
過程でのエネルギー使用の最小化
など

特定ものづくり基盤技術「５．接合・実装技術」 川下製造業者等が抱える課題及びニーズ
川下分野
共通

医療・健康・介護

課題及びニーズ
ア．高強度・高機能化
イ．軽量化
ウ．難接合素材の部材接合
エ．製品の信頼性
オ．環境負荷の低減
カ．生産性の向上
キ. 低コスト化
ア．安全性、信頼性（動作の確実性、信頼設計）
イ．細菌感染の防止、消毒・洗浄の容易性
ウ．生体親和性・生体内分解性・生体情報の高速
処理
エ．インプラント等における患者の負担軽減
オ. 接着性、耐久性、速硬化性
カ．遠隔医療構成の容易性
キ．臨床データの収集及び医療器具の許認可の促進

川下分野

課題及びニーズ

自動車等
輸送機械

ア．劣悪環境化での高信頼性
イ．衝突防止システム等の安全性及びメンテナンス技
術
ウ．ＩＴＳ、車間通信等の快適な運転環境
エ．大電流供給、高発熱対策等パワーデバイスに適し
た構造
オ．高強度、超高強度部材における接合時の遅れ破
壊の防止
カ．燃費向上及び省資源化のための軽量化

住宅・建築物・構
造物
ア．環境負荷低減、耐環境性
イ．高機能化、多機能化、長寿命化
ウ．免震性、耐震性、制震性
エ．防錆性、耐食性
情報通信機器

環境・エネルギー
ア．大電流に対応した低損失化対策、突入電流対
策、冷却対策
イ．太陽電池の発電効率化、大電力化、長寿命化
ウ．スマートグリッド等の電力協調
航空宇宙
ア．機体の高強度性・耐衝撃性
イ. 機内圧力を一定に保つ堅牢な密閉性
ウ. 機体・電子機器の軽量性
エ. 広い温度範囲での耐環境性
オ. 放射線を含む宇宙環境での接合部・電子機器の
長寿命・耐久性

ア．高機能化・多機能化・大容量高速情報処理化
イ．情報通信機器間インタラクティブの高度化
ウ．機器ネットワーク構成の容易化・高度化
エ．薄板厚部材の安定した接合
オ．微小部品の接合

ロボット･産業機械 ア．作業動作の適用範囲の拡大
イ．細菌感染の防止、消毒・洗浄の容易性
ウ．生体親和性及び適合性に優れたセンシングと生
体情報の高速処理
エ．遠隔医療構成の容易化
オ．人間工学等を考慮したデザイン設計
カ．極限環境でも安定した動作が可能な構成
キ．遅れ破壊の心配のない高強度化
ク．耐熱性、耐寒性の高い接合用部品及び技術の
開発

特定ものづくり基盤技術「５．接合・実装技術」 高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法
技術開発の方向性
①接合部品の高強度化
（１）技術要素の高度化に対応し ②新素材部品による接合
た技術開発の方向性
③安定した軸力を導入する潤滑剤
④非鉄金属部材、異種金属部材、樹脂構造部材等の物理的・化学的接合

（２）接合機能の向上に対応した
技術開発の方向性

①組立及び施工の作業効率性向上
②緩み防止
③接合用部品の情報化
④耐食性、耐候性、耐油性等の耐久性、接着性の向上
⑤樹脂部材締結・接合
⑥特殊形状接合部品及び材料等による機能性向上

①有害化学物質の不使用
（３）環境配慮に対応した技術開
②製品のリサイクル性向上
発の方向性
③物理的・化学的接合部品及び材料の製造過程における省エネルギー化
①部品製造工程の低コスト化
②接合用部品及び材料の品質管理
③耐経年変化への対応
（４）管理技術に対応した技術開
④高温部、厚板、複雑形状部等の検査
発の方向性
⑤作業者保護のための安全確保
⑥ロボットによる高精度化、高速化、操作性向上
⑦基本データベース構築・確立、シミュレーション技術との連携条件・施工方法データベースの共通化

（５）高密度先端実装技術に対
応した技術開発の方向性

①実装設計、シミュレーションへの対応（熱、応力、電気統合設計)
②三次元実装を考慮した電子システム集積化
③部品内蔵基板実装への対応
④光・電気混載実装のための対応
⑤生体親和、環境対応技術に対する高性能化
⑥モジュール化、微細接続、パワーエレクトロニクス等に対する高密実装

（６）ＩｏＴ、ＡＩ等を活用した
技術開発の方向性

①センサ技術等を活用した信頼性の高いデータの取得・蓄積
②ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による設備等の予知保全・遠隔保守、運用最適化、匠の技のデジタル化等を通じた接合・実
装に係る技術開発の効率化・生産性向上
③ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による新たなサービス創出

特定ものづくり基盤技術「５．接合・実装技術」 研究開発事例
サポイン採択年度

プロジェクト名

研究開発体制

平成26年度

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

シーマ電子(株)、横浜国立大学、
(公財)横浜企業経営支援財団

平成25年度

高出力深紫外レーザー加工装置を実現する
スーパーCLBO（CsLiB6O10）波長変換素子の開発

特定非営利活動法人産学金連携センター、
(株)創晶、大阪大学、(株)光学技研、スペクトロニクス(株)

接合・実装
空冷方式に対応可能で放熱特性に優れた両面放熱薄型SiC大電流パワーモジュール
刃

プロジェクトで実施した内容

＜研究開発の目標＞
空冷方式でも作動する両面放熱機能を有した薄型SiC大電流パワーモジュールの製品化と製造技術の開発
■プロジェクト名：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
■対象となる川下産業：自動車電装メーカ・デバイス製造メーカ・電源メーカ

従来技術

新技術

新技術のポイント

■研究開発体制：シーマ電子(株)、横浜国立大学、(公財)横浜企業経営支援財団

・SiCパワー半導体のモジュール製
品は、構成材料であるモールド樹
脂や接続材（鉛半田）の耐熱性が
不足している

・コレクター電極とエミッター電極
をモジュールの両表面に配置
・リードフレームとSiCチップの接
続材にAgナノ材を使用

・放熱特性が向上し、空冷式にも
対応可能
・高耐熱・高熱伝導材料であり、
接続の信頼性が高い

プロジェクトの概要

＜直面した課題と課題解決＞

＜背景・目的＞
・Siパワー半導体はエアコン、冷蔵庫等の家電でのイン
バーター用途で電力削減に寄与してきたが、近年SiCパ
ワー半導体を用いたモジュールの早期実用化による更な
る削減に期待が高まっている
・SiCパワー半導体はモジュールの構成材料の耐熱性が不
足しているため、本来のSiCの特性が発揮できない150℃
前後の温度で作動させているのが実情である
・両面放熱構造による小型空冷の大電流パワーモジュール
の期待は大きい

プロジェクトの成果を活用できる製品・サービス

＜実施項目＞
・コレクター電極とエミッター電極を両表面に配置させ、
放熱特性を向上させたモジュール構造を特徴とし、空冷
化方式にも対応可能な技術の開発
・作動温度250℃に耐える構成材料（モールド樹脂）の新
規開発
・リードフレームとSiCチップの接続において、非鉛系高
耐熱・高熱伝導材料と高信頼性の接続技術の開発

＜開発したモジュール＞

●両面放熱機能を有する薄型SiCパワーモジュール製品

直面した課題

問題解決のための手段

・Agナノ材はSiCチップを搭載す
ると、ペースト状のAgナノ材
がチップ側面にはい上がり、電
気的不良が発生する懸念がある

・メーカと共同でAgナノ材の改良
を進めているが、当面は非鉛化
の接合材として、錫アンチモン
系ハンダシートを使用

手段による効果
・耐熱性は240℃まで向上

研究開発の結果
●両面放熱機能を有する薄型SiCパワーモジュールの構造設計
・作動温度200℃のモジュール組立技術を確立し、第一ステップとしてSiCチップ（ダイオード機能内蔵MOSFET）を1個搭載した100A対応のSiC大電流パワーモジュールを製作した
・非鉛接合材である錫アンチモン系ハンダシートを用いて、温度サイクル試験による応力負荷に耐える信頼性の高
い製品特性を確認した
●気泡混入のない成型方法と製造技術の確立
・金型温度200℃、成型圧85Kgf、成型時間120秒、PMC（後硬化）250℃で4時間の成型条件で、超音波探傷
観察により内部に気泡がないことを確認した
・ベンゾオキサジン-ビスマレイミド（BMI）系をベースに、高流動性で高耐熱性（300℃）の封止樹脂を開発した
●耐熱性を有する非鉛化接合材の開発
・錫アンチモン系ハンダシート（耐熱性240℃）を用いて、温度サイクル試験に耐える両面放熱構造モジュール組
立技術を完成した

＜新規高流動性・耐熱性モールド樹脂＞

＜両面放熱構造モジュール
の熱抵抗の測定結果＞

製品・サービスのPRポイント
●両面放熱構造のため、放熱に優れる
・構成材料の耐熱性が250℃以上ある
・SiCパワー半導体のもつ大電流、高電圧の特徴を有する
●環境に安全な接続材（シンター材）の採用
●SiCパワーモジュールの小型化が可能

＜両面放熱構造と従来構造の比較＞

＜モジュール構造＞

実用化・事業化の状況
＜プロジェクト終了時の状況＞
・実用化に向けた開発段階
＜実用化・事業化の見通し＞
・今後はSiCチップを複数個搭載した500Aのモジュール製品を開発して市場展開を図る
企業情報：シーマ電子株式会社
事業内容：電子絶縁材料の販売ICパッケージの試作、
解析、評価
所在地：〒231-0063 横浜市中区花咲町
二丁目82番地貞華ビル
URL：http://www.shiima.co.jp/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：吉田克己
TEL：045-260-1511
E-mail：yoshida@shiima.co.jp

接合・実装
孔径10μmΦのマイクロビア径を高効率加工できる深紫外レーザー加工機を実現する
CLBO波長変換素子
■プロジェクト名：高出力深紫外レーザー加工装置を実現するスーパーCLBO（CsLiB6O10）波長変換素子の開発
■対象となる川下産業：情報通信・情報家電・事務機器、半導体・液晶製造装置、電子機器・光学機器
■研究開発体制：特定非営利活動法人産学金連携センター、(株)創晶、大阪大学、(株)光学技研、スペクトロニクス(株)

サポイン事業で実施した研究開発の内容

プロジェクトの概要

●次世代の孔径10μmΦの微細マイクロビア径を高効率加工できる、

研究開発の背景
・孔径10μmΦの微細マイクロビア径の高効率加工には、Nd:YAGレーザーの高出力第４高調波(266nm)が最も優
れている。ビア形成以外にも、Low-kウエハや3次元実装用ダイシング、タッチスクリーン用透明導電酸化物(ITO)
層のパターニング等、最先端エレクトロニクス製造工程で深紫外レーザー加工装置の導入が切望されている
・CsLiB6O10（CLBO）は複屈折がLBOよりも大きく、Nd:YAGレーザーの第４高調波（266nm）、及び200nm
前後の紫外レーザー光を高効率で発生できる
・大阪大学での結晶高品質化の研究により、現在、CLBO結晶は出力数百mW程度の紫外レーザー光を利用する半導
体マスク検査装置に搭載されているが、マイクロビア加工に必要な出力10W以上の高出力深紫外光を安定に長時間
発生（製造現場では1万時間が要求される）はまだ困難である

＜大型CLBO単結晶育成装置＞

＜研究開発の目標＞
大阪大学で開発した最新の結晶化技術を具現化し、高出力深紫外光を発生できる超高品質CLBO結晶を実現する

Nd:YAGレーザーの第４高調波（波長266nm）を用いた深紫外
レーザー加工機を実現するために、高品質CLBO波長変換素子を
開発・実用化する

従来技術

プロジェクトの実施項目

・Nd:YAGレーザーの第４高調波(
波長266nm)発生用CsLiB6O10
結晶（低品質結晶）

●CLBOのレーザー損傷耐性向上技術
●溶液攪拌による結晶大型化・均質化技術

新技術
・Nd:YAGレーザーの第４高
調波(波長266nm)を安定に
長 時 間 発 生 で き る
CsLiB6O10結晶

新技術のポイント
・次世代の孔径10μmΦの微
細マイクロビア径を高効率加
工できる深紫外レーザー加工
機を実現する

＜直面した課題と課題解決＞

●素子加工・長寿命化技術

直面した課題

●評価及びフィードバック

・大型化と高品質化の両立に対
する技術的ハードルが高い
こと

問題解決のための手段
・新型攪拌技術の高度化による
効率的な結晶大型化

手段による影響
・課題解決の方向性が明らかと
なり、結晶化技術が確立で
きた

サポイン事業の成果を活用して提供が可能な製品・サービス

●深紫外レーザー加工機を実現する紫外光発生用スーパーCLBO波長

＜大型CLBO結晶＞

変換素子
●レーザー装置

製品・サービスのPRポイント（顧客への提供価値）

●実装分野で必要とされる孔径10μmΦの微細マイクロビア加工、
難加工性のガラス複合基板の微細加工を高効率で実施可能な、波
長266nm、出力10W対応の深紫外光発生用スーパーCLBO波長
変換素子を実用化

今後の実用化、事業化の見通し

研究開発の成果
●散乱源低減を行い、当初目標値の1.3倍を上回る約1.8倍の損傷耐性を得て、アルミニウム添加結晶育成技術の開発
により、約1.3倍の高レーザー損傷耐性を示した
●フッ化リチウムの効果にて成長界面近傍でのAl分布の偏りを解消し、Al濃度の均質化と結晶の大型化の両立を達成
●CLBO結晶成長時に残存する微量水分子が結晶内に欠陥として取り込まれ、品質低下を招いているため、不純物制
御の条件を明確化した
●新型攪拌翼の設計・試作を行い、大型で高均質なスーパーCLBO結晶（350g）の育成技術が構築できた
●研磨加工面の表面粗さ(rms) 6Å以下、透過波
＜新開発したレーザー発振器筐体(左)と
面収差20nm以下、結晶をウエハ状に切断す
レーザー発振実験の様子(右)＞
る際の角度は目標結晶方位に対して±0.1度以
下の精度を達成
●レーザースポットの移動スピードの最適化に
よる結晶シフト技術による長寿命化としては
従来品質で5.1倍（実質倍率1.7倍）、高品質
結晶で6.3倍（実質倍率2.1倍）となることが
分かった

●開発目標はすべて達成されたが、レーザー技術の発展も想定以上に早く進行しているため、最新鋭のレーザー機器に
搭載し、性能を発揮するようにCLBO結晶の高度化が必要で、補完研究を行い、完成度を高めていく必要がある
●事業化については、新たに「株式会社創晶超光」を設立し、これまでの開発に携わってきた開発要員も投入し効率的

実用化・事業化の状況
・サポイン終了時の段階：実用化に向けた基礎研究の開始/実施段階
・現在（2018年2月時点）：株式会社創晶超光で事業化

に対応し、ユーザーの要望にもきめ細かく対応していく
●設置後のメンテナンス、アフターサービスも重要な要素であるため、営業、開発、技術サービスの各部門が密接な連
携をとり、事業化を展開していく
●すでに米国等の海外企業からも受注を得たこともあり、海外営業も積極的に展開していく

企業情報：株式会社創晶
事業内容：Osaka-CLBOTM結晶製造、有機低分子やタンパク質の結晶化受
託、X線結晶構造解析受託、理化学機器の開発、製造及び販売
住所：〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1大阪大学工学P3棟313号
URL：http://www.so-sho.jp/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：代表取締役社長 安達宏昭
TEL：06-6877-5659
E-mail：info@so-sho.jp

特定ものづくり基盤技術「６．立体造形技術」
１．デザイン開発技術
２．情報処理技術
３．精密加工技術

立体造形技術とは・・・

４．製造環境技術

○自由度が高い任意の立体形状を造形する立体造形技術（ただし、（三）
精密加工に係る技術に含まれるものを除く）

５．接合・実装技術
６．立体造形技術
７．表面処理技術

８．機械制御技術
９．複合・新機能材料技術
１０．材料製造プロセス技術
１１．バイオ技術
１２．測定計測技術

○具体的には、
・金属、セラミックス、プラスチック、ガラス、ゴム等様々な材料を所用の強度や性
質、経済性等を担保しつつ、例えば高いエネルギー効率を実現するための複雑
な翼形状や歯車形状等を高精度に作り出したり、高度化する医療機器等の
用途に応じた任意の形状を高精度に作り出したりする技術全般
・射出成形、押出成形、圧縮成形、プレス成形等の造形方法
・鋳型空間に溶融金属を流し込み凝固させることで形状を得る融体加工技術
・金属粉末やセラミックス粉末の集合体を融点よりも低い温度で加熱し固化さ
せることで目的物を得る粉体加工技術
・次元データを用いて任意の形状を金型等の専用工具を使わずに直接製造で
きる積層造形技術
など

特定ものづくり基盤技術「６．立体造形技術」 川下製造業者等が抱える課題及びニーズ
川下分野
共通

医療・健康・介護

課題及びニーズ
ア．高機能化
イ．品質保証
ウ．長寿命化
エ．環境配慮
オ．生産性、効率化の向上、低コスト化
カ．多品種少量生産

川下分野
工作機械・ロボット
ア．高機能化
イ．耐久性

電池
ア．安全性、清浄度の向上
イ．高精細化
ウ．高機能化
エ．高信頼性

環境・エネルギー
ア．環境負荷低減
イ．効率化
ウ．耐久性
自動車

スマートホーム

ア．安全性・快適性
イ．高付加価値化
ウ．軽量化
エ．新素材への対応
オ．新動力の導入
カ．短納期化
ア．精密化・微細化
イ．高付加価値化
ウ．短納期開発・フレキシブル生産・安全性
エ．コンデンサ等電子部品性能の高度化

課題及びニーズ

ア．大容量化
イ．高出力化
ウ．小型・軽量化
エ．高寿命化
オ．安全化
カ．耐熱化（高耐熱樹脂の使用）
キ．生産性向上

光学機器
ア．高機能化
イ．高付加価値化

特定ものづくり基盤技術「６．立体造形技術」 高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法
技術開発の方向性
①高強度化
②高精度化
③複雑形状化
（１）高機能化に対応した技術開 ④振動減衰性の向上
発の方向性
⑤剛性及び靱性の向上
⑥耐摩耗性の向上
⑦耐熱性及び耐焼付き性の向上
⑧耐食性の向上

⑨低熱膨張性の向上
⑩機能美の向上
⑪信頼性の向上
⑫高磁性特性化
⑬熱・電気伝導性の向上
⑭撥水性等の表面特性の向上
⑮生体適合性の向上
⑯光学特性の向上

①薄肉化・微細形状の造形技術
（２）軽量化に対応した技術開発 ②軽量素材の利用
の方向性
③新部素材の利用
④ダイカスト等の金型の高品質化

（３）省資源・環境配慮に対応し
た技術開発の方向性

①省資源・環境対応
②省エネルギー
③廃棄物削減
④有害物質の削減・代替、除去、無害化
⑤作業環境の改善

①高速成形
（４）コスト削減と短納期化に対応 ②一体化成形・融合製造
した技術開発の方向性
③加工レス
④不良率低減

⑤ＩＴの活用
⑥トレーサビリティ
⑦リードタイム短縮
⑧少量多品種生産

（５）積層造形技術を用いた当該 ①材料等の対象拡大
技術等製造方法に関連した技術開 ②高精度化
発の方向性
③作業効率化
（６）ＩｏＴ、ＡＩ等を活用した
技術開発の方向性

①センサ技術等を活用した信頼性の高いデータの取得・蓄積
②ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による設備等の予知保全・遠隔保守、運用最適化、匠の技のデジタル化等を通じた立体造
形に係る技術開発の効率化・生産性向上
③ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による新たなサービス創出

特定ものづくり基盤技術「６．立体造形技術」 研究開発事例
サポイン採択年度

プロジェクト名

研究開発体制

平成26年度

鋳鉄の耐摩耗性の向上及び安定化技術の開発

(有)渡辺鋳造所、(株)ナガセ、ワタナベ・コア(有)、
山形県工業技術センター、秋田大学、
(公財)山形県産業技術振興機構

平成26年度

大型薄肉ダイカスト部品の洩れ・鋳巣欠陥を解決する、
半凝固・低圧力・高速射出充填ダイカスト法の開発

日比野工業(株)、東北大学、(公財)中部科学技術センター

平成26年度

国民病「顎関節症」の治療に最適な
革新的次世代型開口訓練システムの開発

山科精器(株)、東京医科歯科大学、
滋賀県工業技術総合センター、(公財)滋賀県産業支援プラザ

立体造形
プロジェクトで実施した内容

耐摩耗性に優れた大型鋳鉄部材の製造・評価技術の確立
刃

＜研究開発の目標＞
マルテンサイト球状黒鉛鋳鉄の硬さに及ぼす化学組成、熱処理の影響を明らかにするとともに、実用化する上で
必須となる付帯技術を確立する

■プロジェクト名：鋳鉄の耐摩耗性の向上及び安定化技術の開発
■対象となる川下産業：昇降機部品・自動車部品

従来技術

■研究開発体制：(有)渡辺鋳造所、(株)ナガセ、ワタナベ・コア(有)、山形県工業技術センター、秋田大学、
(公財)山形県産業技術振興機構

プロジェクトの概要

＜実施項目＞

・エレベータ用シーブ（綱車）や高張力鋼板（ハイテン

・マルテンサイト球状黒鉛鋳鉄の組織微細化技術の開発

材）等の曲げ加工に用いるホットプレス用金型の材料と

・熱処理による硬さ制御技術の確立

して、大型の鋳鉄部材が求められている

・機器分析の精度向上

保及び硬さのばらつき低減が重要である
・これを実現するためには、金属組織の均質化とともに、

新技術

新技術のポイント
・ 大 型 鋳 鉄 部 材 の 硬 さ を 350 ～
450HBWで任意に調整可能
・部位による硬さのばらつきの低減

・化学成分の最適化
・熱処理条件の最適化

＜直面した課題と課題解決＞

＜背景・目的＞

・これらの部材には耐摩耗性が求められ、必要な硬さの確

・大型の鋳鉄部材で、ユーザから
要 求 さ れ る 硬 さ （ 350HBW 以
上）を満足できる材料がない

直面した課題

問題解決のための手段

手段による効果

・材料の寸法や熱処理条件の違い
により生じる硬さの差の原因究
明

・系統的な熱処理実験と組織調査
・熱力学計算システムを援用した
組織の考察

・熱処理によるミクロ組織変化を
考慮した熱処理条件の設定
→ 高精度な硬さの制御

・機械加工条件の確立
・耐摩耗性評価手法の確立

研究開発の結果

・補修溶接及び肉盛溶接技術の確立
●マルテンサイト球状黒鉛鋳鉄の鋳造において、適切な溶湯処理を施し
て、黒鉛粒径を微細化（平均20μm以下）した

硬さを向上させるための技術を開発することが必要であ
る

＜ころがり摩耗試験結果＞

●化学組成の検討（元素添加）による硬さ向上効果を見出した
●テンサイト球状黒鉛鋳鉄の組織に及ぼす熱処理条件の影響を詳細に調
査し、硬さ350～450HBWに調整できる条件を確立した

プロジェクトの成果を活用できる製品・サービス
＜試作エレベータシーブ＞
●マルテンサイト球状黒鉛鋳鉄
・大型の高硬度エレベータシーブ

●材質の安定化に欠かせない化学成分の管理について、分析試料の採取
方法や分析手法を検討した結果、蛍光X線及び発光分光分析を併用する
ことで迅速に精度良く分析する体制を整えた
●CNC旋盤による加工試験を実施、切削抵抗に及ぼす加工条件の影響を
調査した結果、開発材料を能率良く加工できる条件を明らかにした

・高張力鋼板（ハイテン材）のプレス用金型

●ころがり摩耗試験の結果、開発材料が優れた耐摩耗性を示すことを明
らかにした

製品・サービスのPRポイント

●マルテンサイト球状黒鉛鋳鉄の補修・肉盛り溶接試験を実施し、市販
の金型補修用溶接棒により健全な溶接ができることを明らかにした

●高い硬さを有する大型鋳鉄部材（1t級）の提供
・硬さ350～450HBWで任意の硬さに調整可能
●加工込みでの納入に対応
・エレベータシーブの外周加工、溝加工等

実用化・事業化の状況

●市販の溶接棒を用いた溶接が可能
・金型の補修、肉盛り溶接に対応
＜エレベータシーブの溝加工試験＞

＜シーブの熱処理条件＞

＜プロジェクト終了時の状況＞
・実用化に成功した段階
＜実用化・事業化の見通し＞
・エレベータ用シーブについては量産試作品を出荷しており、事業化を達成している
・また、ビルの高層化が進んでいる中国市場への参入を、事業終了後5年を目処に考えている
・金型については市場ニーズを踏まえた材料の改良（高温強度の向上）も行いながら、ユーザへの提案を進める
・この際、ダイカスト用金型等、他の用途への展開も視野に入れ、事業終了後5年以内の実用化を目指す

企業情報：有限会社渡辺鋳造所
事業内容：銑鉄鋳物製造
所在地：〒990-2351山形市鋳物町21番地
（山形西部工業団地内）
URL：http://www.watana-f.com/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：渡辺利隆
TEL：023-643-7010
E-mail：watana-f@jan.ne.jp

立体造形
洩れ・鋳巣がなく品質安定、低コスト化できる大型薄肉ダイカスト部品の
刃
半凝固・低圧力・高速射出充填ダイカスト法
■プロジェクト名:大型薄肉ダイカスト部品の洩れ・鋳巣欠陥を解決する、半凝固・低圧力・高速射出充填ダイカスト法の開発
■対象となる川下産業：ヒートシンク製造・電池ケース製造・大物自動車ケース部品製造
■研究開発体制：日比野工業(株)、東北大学、(公財)中部科学技術センター

プロジェクトで実施した内容
＜研究開発の目標＞
鋳込み材料をダイカストマシンの射出スリーブに直接注湯する時に、初期凝固核を大量に生成して球状組織を数
十μmまで微細化、流速による撹拌力により、半凝固スラリーを生成できるスリーブ法を技術開発する
従来技術

新技術

新技術のポイント

・現状のダイカスト鋳造法では、巣
穴・洩れ不良、鋳肌不良による突
発不良が頻発し、洩れの救済処理
（含浸処理）も必要となっている

・新たな装置が不要な、汎用材であ
るADC12材での半凝固鋳造法
・品質工学手法により高い安定性を
確保し、大物薄肉ダイカストに適
用する

・保有熱量の少ない半凝固スラリー
での鋳造が高温溶湯での普通ダイ
カスト法より薄肉充填性が良く、
凝固収縮ひけ巣欠陥も低減できる
・凝固冷却時間を短縮できる

プロジェクトの概要
＜直面した課題と課題解決＞
＜背景・目的＞

＜実施項目＞

・電気自動車やハイブリッド自動車・再生可能エネルギー設備等

●スリーブ法での半凝固スラリーの安定生成への対応

に用いられる薄肉大面積かつ液冷回路を持つ電気制御ケース

・小型設備での半凝固スラリーの安定生成条件と鋳造条件の確

（通称ヒートシンク）や電池ケース類は、今後は飛躍的に増大

定、大型設備での大量の半凝固スラリー生成に向けたオフラ

すると予測される

インでの安定化条件の確立、大型設備実機での大量の半凝固

・現状のダイカスト鋳造法は安定生産にまだ問題があり、管理・
コスト的にも行き詰まっている
・薄肉品では、部分的厚肉部に発生する凝固収縮ひけ（巣穴）欠

直面した課題

問題解決のための手段

手段による効果

・薄肉ミッションケースでは順調に結
果を得られたが、大型平板薄肉ヒー
トシンク試作品鋳造実験では、安定
した品質を確保できず

・半凝固組織の特定のための評価手法

・既設の大型ダイカストマシンを大幅
な改造を行うことなく、ミッション
ケース等の薄肉製品での試作が可能
であり、CT観察結果からも良好な
結果が得られた

を確立し、これまで不可能であった
大型部品・薄肉部品に対して半凝固
スラリーを生成する

スラリー生成の確立
●大型平板薄肉ヒートシンク試作品の鋳造性と品質の確立

研究開発の結果

●大型立体薄肉ミッションケース試作品の鋳造性と品質の確立

●小型設備での半凝固スラリーの安定生成条件と鋳造条件を確定した

陥が級数的に発生しやすくなることから、洩れ等の致命的な品
質不良が発生している
プロジェクトの成果を活用できる製品・サービス
＜大型立体薄肉ミッションケース試作品＞
●大型薄肉ダイカスト部品

●小型設備にて確立してきた注湯方法や評価方法を大型設備に適用し、大型設備でのスリーブ法による半凝固鋳造を
確認した
●現行鋳造品の基本肉厚3.5mmに対して2.5mmと薄肉化設計のミッションケースの試作を行い、低温注湯であるス
リーブ法による半凝固鋳造で欠陥の少ない鋳造品を得ることができ、ADC12材のスリーブ法による高速射出充填半
凝固鋳造法が成立することを確認できた
●スリーブ法による低温注湯の半凝固鋳造法により、普通ダイカスト法の半分の圧力で、高温注湯である普通ダイカ
スト法と同等の鋳造品を得ることができたが、問題の多い現行品と同等ではまだ十分な品質とはいえなかった

・大型平板薄肉ヒートシンク
＜X線CT装置による欠陥検出結果例＞

・大型立体薄肉ミッションケース

＜展示会出展品の密度と含有ガス量＞

●半凝固・低圧力・高速射出充填ダイカスト製造プロセス（薄肉製
品の半凝固ダイカスト法による鋳造技術）
製品・サービスのPRポイント

●洩れ・鋳巣が少なく品質安定、低コスト
・凝固冷却時間短縮によるサイクルタイムの短縮
●ヒートシンク
・冷却媒体の洩れがない
●自動車のミッションケース類、油圧制御部品
・薄肉軽量化を達成
・耐液圧性維持、強度・剛性面の低下なし
＜薄肉鋳造品＞

＜HV車用液冷式電気制御ケース
（ヒートシンク）＞

実用化・事業化の状況
＜プロジェクト終了時の状況＞
・事業化に向けた開発段階
＜実用化・事業化の見通し＞
・今回のアドバイザーである既存顧客との連携の基に、早期に量産向けサンプル出荷までこぎつけ、機能評価を終え
て量産開始へつなげる
・コンポーネントメーカーである顧客の品質・価格的な競争力や品質信頼性が高まることにより、既存の顧客自動車
メーカーの枠をこえた、世界的な供給の武器になる
企業情報：日比野工業株式会社
事業内容：アルミダイカスト部品製造
所在地：〒472-0017 愛知県知立市新林町
小深田18-1
URL：http://www.hibino-jpn.co.jp

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：顧問 浅井光一
TEL：0563-52-2138
E-mail：k.asai@hibino-jpn.co.jp

立体造形
治療効果が高い訓練器具や的確な診断の役に立つ測定器具を備えた
刃
革新的次世代型開口訓練システム
■プロジェクト名：国民病「顎関節症」の治療に最適な革新的次世代型開口訓練システムの開発
■対象となる川下産業：医療機器・顎関節症治療

プロジェクトで実施した内容
＜研究開発の目標＞
解剖学的に正しい開口軌道を実現する訓練器の構造と的確な診断ができる測定器の構造が発案され、樹脂成形技
術を高度化して、理想的な治療を実現する次世代型の開口訓練器と開口度測定器を開発した
従来技術

■研究開発体制：山科精器(株)、東京医科歯科大学、滋賀県工業技術総合センター、(公財)滋賀県産業支援プラザ

プロジェクトの概要

新技術

新技術のポイント

・訓練器の構造：解剖学的に正し
い開口軌道の実現
・測定器の構造：上下切歯間距離
と下顎の側方偏位量を測定
・樹脂成形技術を高度化

・従来よりも効果的な顎関節症の
治療が実現することができる開
口訓練器と開口度測定器

直面した課題

問題解決のための手段

手段による効果

・CO２レーザーマーカーでの印字
の耐摩耗性はあるが、ガラス繊
維強化樹脂との相性が悪く視認
性が悪かった

・滋賀県産業支援プラザから発泡
印字と呼ばれる技術を持つ企業
の紹介を受け、印字トライを
行った

・顎関節症治療、特に開口障害(
有痛､無痛)の治療に用いられる
器具(回転運動による開閉のみ)
は、十分な機能を有さないまま、
長年、技術革新がされていない
＜直面した課題と課題解決＞

＜背景・目的＞

＜実施項目＞

・口の開閉に伴い間接雑音や疼痛、開口障害がある等の顎

●開口訓練システム（訓練器&測定器）に関する臨床データの

関節に不安を持つ患者は15歳から44歳で25.2％にのぼる
（平成23年歯科疾患実態調査／厚生労働省）
・顎関節症治療、特に開口障害（有痛、無痛）の治療に用
いられる器具は、十分な機能を有さないまま、長年、技
術革新がされていない
・顎関節症の専門医は、治療効果が高い訓練器具や的確な
診断の役に立つ測定器具を切望している

収集と評価技術の確立
・正しい開口軌道の実現に必要な機能の確定と情報のデータ
ベース化、設計要求仕様の確定と評価技術の確立等

・発泡印字は、印字部分が白い泡状
になっており、視認性が優れる
・材料の中にも泡が形成されており、
摩耗に強く、目盛印字はこの技術を
採用した

●開口訓練システムの設計・試作及び前臨床評価
・開口訓練器、開口度測定器の設計・試作及び前臨床評価
●開口訓練システムの評価と商品化に向けた改良

研究開発の結果
●解剖学的に正しい開口軌道を実現するために必要な機能、製品に要求される設計要求仕様を確定した

・開口訓練システムの臨床評価データの収集及び分析・評価、

●上記に基づき、開口訓練システムの設計・試作および前臨床評価を行った

臨床評価データに基づく商品化に向けた改良等

●開口訓練器を一般医療機器（クラスⅠ）の「歯科用開口器」として製造販売届出を完了し、健常なボランティアを
対象とした評価を行い、その結果に基づきモックアップの製作および製品化に向けた改良を重ねた
●臨床評価は顎関節症あるいは開口障害を有する患者様を対象に行い、開口訓練システムの有効性を検証した。目標
とする症例数には達しなかったが、臨床にて一定の有効性があることを確認した
●日本顎変形症学会、日本顎関節学会および日本口腔外科学会に参考出品し、製品PRと販売方法や仕様に関する意
見の聞き取りを行った

プロジェクトの成果を活用できる製品・サービス
＜解剖学的に正しい開口軌道の実現＞

●開口訓練システム
・解剖学的に正しい開口軌道の実現

＜顎関節モデルを用いた開口訓練器仕様の確認＞

・上下切歯間距離と下顎の側方偏位量を測定

＜顎関節モデルを用いた開口度測定器仕様の確認＞
（左：開口量測定、右：前方滑走量測定）

製品・サービスのPRポイント

●解剖学的に正しい開口軌道の実現

＜上下切歯間距離と下顎の側方偏位量を測定＞

・顎関節の前方滑走を効率的に誘導できる
・スライド式の自由度を持った支点により、解剖学的に正し
い開口軌道をトレースできる
実用化・事業化の状況

・特定の歯に負荷が集中にしにくい
●上下切歯間距離と下顎の側方偏位量を測定

＜プロジェクト終了時の状況＞
・事業化に成功した段階

・測定の再現性に優れる
・開口に伴う下顎の側方偏位量を評価でき、開口路の変化の
評価が可能
・上記の機能により、従来困難であったより客観的で正確な
評価、診断が可能
・保持しやすく、操作性に優れる
・測定面の視認性に優れる

＜開口訓練器（左）、開口度測定器（右）の最終年度モデル＞

＜実用化・事業化の見通し＞
・補助事業期間内に製造販売届出を完了した後、実際の患者様に使用し一定の有効性を臨床にて確認できた
・事業化に向けた体制を整えており、平成29年5月から「ヤセック開口訓練器」及び「ヤセック開口度測定器」とし
て国内の販売を開始した
・また、海外への展開も模索していく予定である
企業情報：公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
事業内容：県内企業のものづくり支援
所在地：〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2-1
URL：http://www.shigaplaza.or.jp/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：ものづくり支援課
TEL：077-511-1414
E-mail：shin@shigaplaza.or.jp

特定ものづくり基盤技術「７．表面処理技術」
１．デザイン開発技術
２．情報処理技術
３．精密加工技術

表面処理技術とは・・・

４．製造環境技術

○バルク（単独組織の部素材）では持ち得ない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

５．接合・実装技術
６．立体造形技術
７．表面処理技術

８．機械制御技術
９．複合・新機能材料技術
１０．材料製造プロセス技術
１１．バイオ技術
１２．測定計測技術

○具体的には、
・溶融した金属、セラミックス等の材料を基材表面に吹き付けること又は堆積さ
せること
・塗料等を基材表面に塗布し硬化させること
・金属を溶かした水溶液中に浸せきさせること
・金属を電解液中にて電気分解すること
・酸化還元反応により表面に金属を析出又は酸化被覆膜を生成すること
など

特定ものづくり基盤技術「７．表面処理技術」 川下製造業者等が抱える課題及びニーズ
川下分野
共通

医療・健康・介護

課題及びニーズ
ア．高機能化
イ．形成プロセスの微細化・精密化
ウ．新たな機能の発現
エ．品質安定性・安全性の向上、長寿命化
オ．環境負荷の低減
カ．生産性向上・低コスト化
キ．生産装置の最適化
ク．ＩｏＴ、ＡＩ等によるデータ利活用の推進

ア．生体親和性の向上
イ．装着感など使用者の感性価値の向上
ウ．操作の安全性・信頼性の向上及び機器の小型
化・軽量化

川下分野

情報通信・エレクト
ア．電子デバイス・センサで必要となる半導体等の多
ロ二クス
様な材料への対応
イ．光学特性
ウ．電磁気特性
エ．回路の微細化
オ．シリコンウエハサイズの多様化
カ．高付加価値化・特殊機能性の付与
キ．洗浄性の高度化
ク. 洗浄工程における環境負荷の低減
自動車等
輸送機械

環境・エネルギー

ア．長寿命化
イ．高効率化・高機能化
ウ．メンテナンス性
航空宇宙

ア．燃費向上、軽量化
イ．耐久性、耐環境性能の向上
ウ．メンテナンス性
エ．長寿命化
オ．耐摩耗性・信頼性の向上

ロボット
ア．信頼性及び安全性
イ．極限環境に対応した部品の製造

課題及びニーズ

産業機械

住宅・構造物・橋
梁・道路・資材

ア．軽量化
イ．高付加価値化
ウ．変種変量生産対応
エ．高強度化
オ．洗浄性の高度化
カ．環境負荷の低減
ア．高負荷環境対応
イ．産業機械の使用工程における環境負荷低減
ウ．産業機械が生産する最終製品の品質・高付加価
値向上
エ．洗浄性の高度化化

ア．メンテナンス性
イ．高耐候性
ウ．省エネルギー性
エ．耐震性・強度

特定ものづくり基盤技術「７．表面処理技術」 高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法
技術開発の方向性
（１）当該技術が持つ物理的・化
学的な諸特性の向上に対応した技
術開発の方向性

①部材表面の機能付与（耐熱性、耐食性、耐摩耗性、電磁気特性、光学特性等）
②基材の保護（外部環境からの遮断、密着性確保、表面硬化）
③複雑表面、狭隘箇所への適用技術
④異なる素材部品（金属や樹脂、ガラス等）に対する同様な視覚特性の付与
⑤微細加工・高密度実装
⑥機能性界面・被覆膜形成において高性能を得られる環境の形成

（２）品質の向上に対応した技術
開発の方向性

①機能性界面・被覆膜形成プロセスの自動化、高速化
②膜厚精度の制御に関する技術開発
③機能性界面・被覆膜の品質安定化及び品質管理（非破壊検査技術等）
④信頼性の高い補修プロセス
⑤マスキング
⑥最適な製造環境の形成

①製品中の有害物質フリー化
②生産プロセスにおける環境負荷低減
（３）環境配慮に対応した技術開 ③有害物質除去装置の改善
発の方向性
④作業環境の改善（騒音、粉じん等の抑制）
⑤地球温暖化抑制、低ＶＯＣ、生分解性の向上
⑥特殊ガスの利用や高性能排ガス処理装置等による低環境負荷

（４）生産性・効率性の向上に対
応した技術開発の方向性

①フレキシブル生産
②不良率低減
③自動化・生産速度の向上
④生産リードタイム短縮
⑤効率の向上
⑥メンテナンスコストの低減
⑦均質な製品の生産
⑧低コスト化

（５）IoT、AI等を活用した技術開
発の方向性

①ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による設備等の予知保全・遠隔保守、運用最適化、匠の技のデジタル化等を通じた表面処
理に係る技術開発の効率化・生産性向上
②ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による新たなサービス創出

特定ものづくり基盤技術「７．表面処理技術」 研究開発事例
サポイン採択年度

プロジェクト名

研究開発体制

平成25年度

あらゆるアルミ系素材に適応し、
かつ毒物を使用しない表面処理技術の開発

(公財)鳥取県産業振興機構、(株)アサヒメッキ、
奥野製薬工業(株)、(地独)鳥取県産業技術センター

平成25年度

ミニマル多層薄膜形成イオンビームスパッタ装置の開発

(株)九酸、九州大学、誠南工業(株)、
(公財)九州先端科学技術研究所

表面処理
多種多様なアルミ材料への適応や環境に配慮した
刃
陽極酸化処理技術かつ低コスト化につながる生産技術
■プロジェクト名：あらゆるアルミ系素材に適応し、かつ毒物を使用しない表面処理技術の開発
■対象となる川下産業：産業機械・工作機械・建設機械・造船・農業機械、情報通信・情報家電・事務機器、半導体・液晶製
造装置、電機機器・家電、電子機器・光学機器、ロボット、自動車

プロジェクトの背景
・アルミ鋳物やアルミダイカスト材料には高ケイ素アルミ合金が多く、皮膜生成が悪いなど陽極酸化が困難とされ、
アルミ展伸材の陽極酸化処理工程に比べ、複雑で生産性も悪くなるなど、工程の一元化（アルミ展伸材との陽極
酸化処理工程の共用）が難しく、高コスト化の要因となっている
・アルミ鋳物中のケイ素含有量や銅含有量の多いものほど、陽極酸化性が悪く、また着色仕上げも均一な色合いに
仕上げられないという課題があり、全てのアルミ鋳物材料に対応ができていない
・川下企業からは、製品にフッ素含有の懸念がある、陽極酸化前処理工程の技術的な改善と、高コストの要因と
なっている工程の複雑化による生産性改善を強く要求されている

■研究開発体制：(公財)鳥取県産業振興機構、(株)アサヒメッキ、奥野製薬工業(株)、(地独)鳥取県産業技術センター

サポイン事業で実施した研究開発の内容
●研究開発の目標

プロジェクトの概要

●アルミ鋳物製造における陽極酸化前処理工程の技術的な改善と、高コスト

＜従来技術の特徴と新技術の特徴＞

多種多様なアルミ材料に適応、環境に配慮し、低コスト化につながる表面処理技術を開発
従来技術

の要因である工程の複雑化による生産性改善等の課題を克服し、多種多様

・アルミ鋳物やアルミダイカ
スト材料は、高ケイ素アル
ミ合金が多く、陽極酸化が
難しい

なアルミ材料に適応、環境に配慮し、低コスト化につながる表面処理技術

開発する

新技術

新技術のポイント

・アルミ鋳物を含めた全ての
アルミ素材へ適応できる新
たな表面処理手法を開発す
る

・多種多様なアルミ材料に適
応、環境に配慮し、低コス
ト化プロセスを実現する

●直面した課題と課題解決

プロジェクトの実施項目

直面した課題

●アルミ鋳物の陽極酸化処理における活性化工程での毒物薬品を使

・鋳物等のケイ素を除去する
には前処理工程の中で高毒
性のフッ酸を使用する必要
があった

用しない新国内標準手法の実現
●アルミ鋳物を含めた全てのアルミ素材へ適応できる新たな表面処
理手法の実現

問題解決のための手段

・前処理にて低毒性のフッ化
物含有新組成とマイクロバ
ブル等の物理的手法でケイ
素を完全除去

手段による効果

・作業安全性の確保
・フッ素含有排水基準の確保
・アルミ表面処理工程の簡素
化

●量産化技術の確立

サポイン事業の成果を活用して提供が可能な製品・サービス

●高ケイ素アルミ合金が多く、皮膜生成が悪いなど陽極酸化が困難
なアルミ鋳物やアルミダイカスト材料など多種多様なアルミ鋳物

＜各工程での排水処理結果＞

に適応できる陽極酸化処理技術

製品・サービスのPRポイント（顧客への提供価値）

研究開発の成果
●アルミ鋳物の陽極酸化処理における活性化工程での毒物薬品を使用しない新国内標準手法の実現
－新活性化工程で使用する薬品を設計し、スマット除去及び陽極酸化性が良好な結果を得た
－マイクロバブル発生装置及び散気プロセスを併用することでスマット除去効果が向上した
●アルミ鋳物を含めた全てのアルミ素材へ適応できる新たな表面処理手法の実現
－前処理工程、陽極酸化工程、後処理工程は、5～20％の範囲条件で工程設計できることを確認し、従来アルミ
鋳物陽極酸化工程12工程に比べ、9工程にまで削減し、20％以上の工程数を削減し、活性化工程を含めたアル
ミ鋳物工程との工程共用化が可能であることを確認した
－試作製品の皮膜厚は、8～15ﾐｸﾛﾝを確保し、平均皮膜厚6ﾐｸﾛﾝ以上を満足させ、皮膜表面及び断面は、均一で正
常な陽極酸化皮膜を形成でき、耐食性、耐摩耗性、皮膜硬度は、満足できる結果であった。
●量産化技術の確立：各量産工程条件、
＜新たな表面処理の各工程＞
ランニング処理安定性、排水処理安
定性を確立し、量産試作製品の評価
を行い、満足できる結果を得た

●陽極酸化性が良く、また着色仕上げも均一な色合いに仕上げられる。
●多種多様なアルミ材料への適応や環境に配慮した陽極酸化処理技術
かつ低コスト化につながる生産技術
●フッ素含有排水基準をクリアーできる環境調和型技術

今後の実用化、事業化の見通し

●アルミ鋳物の陽極酸化処理においてフッ化水素酸使用をゼロとするプロセスを確立し、アルミ鋳物陽極酸化工程を従来の20％
以上削減し、アルミ鋳物を含めた全てのアルミ素材の工程共用化も可能となった

実用化・事業化の状況
・サポイン終了時：事業化間近の段階
・現在（2018年2月時点）：事業化の段階
・2017年５月に中国地方新聞、テレビ関係などに事業化のメディア発表を行った

●量産化を想定した連続試験において活性化工程での薬液劣化の状況や排水処理への影響についての調査し、安定した処理が可
能であることを確認した

●以上の成果（環境配慮、低コスト化、品質安定）を踏まえ、現状の対応材料以外の製品の幅の拡大とコスト競争力強化につな
げ、さらなる事業拡大につなげていく予定である

企業情報：株式会社アサヒメッキ
事業内容：メッキ（表面加工）処理加工
住所：〒689-1121 鳥取市南栄町1番地
URL：http://www.asahimekki.jp/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：川見和嘉
TEL：0857-53-4561
E-mail：kawami@asahimekki.jp

表面処理
あらゆる種類の機能性薄膜の作製が可能な成膜技術として注目されている
イオンビームスパッタ装置のミニマルファブ化

プロジェクトの背景
・半導体ICの製造プロセスにおいて、近年、電子機器の高機能化と消費者のニーズの多様化に対応した多品種少量
生産プロセスの半導体デバイス生産システム（ミニマルファブシステム）が提案され、低コストで革新的デバイ
ス製造プロセスとして大いに注目されている

■プロジェクト名：ミニマル多層薄膜形成イオンビームスパッタ装置の開発
■対象となる川下産業：産業機械、情報通信・情報家電、半導体、医療・バイオ、自動車、ロボット等

サポイン事業で実施した研究開発の内容

■研究開発体制：(株)九酸、九州大学、誠南工業(株)、(公財)九州先端科学技術研究所

＜研究開発の目標＞
ミニマルファブ化により、真空機器の小型・軽量化、単一イオンガンで６種類の異なる材料の成膜が
可能となるシステムの構築、各種の機能性薄膜及び多層薄膜を単一装置で製作等を目指す
プロジェクトの概要

従来技術

＜新規技術の説明＞
●本事業は、LSI三次元実装方法としてのTSV（シリコン貫通電極）
貫通穴への側壁膜形成用イオンビームスパッタ装置

・大口径ｲｵﾝﾋﾞｰﾑｽﾊﾟｯﾀ装置
（max 3m×5m×2.5ｍ）に
よる機能膜性薄膜の作製

●装置の超小型化及び加工時間の大幅短縮化、並びに連続多層膜形成

技術の確立に取り組んだ

新技術

新技術のポイント

・ｲｵﾝﾋﾞｰﾑｽﾊﾟｯﾀ装置のﾐﾆﾏﾙﾌｧﾌﾞ
化 (0.3m×0.45m×1.44m) に
よる機能膜性薄膜の作製技
術の高度化

・超小型化、低コスト化、多
品種少量生産

＜直面した課題と課題解決＞
直面した課題

・最終年度に新規開発テーマと
して「基板回転機構の開発」
が追加

プロジェクトの実施項目

問題解決のための手段

手段による効果

・回転の仕組み、自動搬送の位
置決め精度、各部品のレイア
ウト等に関する試行錯誤

・当初計画の装置サイズ・形状
に収納でき、各部品間の干渉
もない基板回転機構を実現

●技術高度化のための装置システムの超小型化の実現
●システム時間の最短化
●多品種薄膜の作製における各課題の分析

サポイン事業の成果を活用して提供が可能な製品・サービス

●イオンビームスパッタ装置のミニマルファブ化

●各種の機能性薄膜及び多層薄膜の作製
＜基板ホルダーの設計＞
製品・サービスのPRポイント（顧客への提供価値）

●絶縁膜から超伝導体薄膜や磁性多層膜など、あらゆる種類の機能
性薄膜の作製が可能な成膜技術として注目されているイオンビー
ムスパッタ装置のミニマルファブ化
●装置の超小型化及び加工時間の大幅短縮化

研究開発の成果
＜製作したｲｵﾝﾋﾞｰﾑｽﾊﾟｯﾀ装置の外観と主な成果＞
●本事業で取り組んだ12項目の開発テーマは、それぞれ
チャレンジングな目標値を掲げていたが、すべて達成し
ており、その中でも、次の４テーマについては特筆すべ
き成果である
●超小型ガス貯蔵装置の開発：超小型（70×70×40mm以
下）となるガス導入機構に加え、汎用性の高い
スプレー缶に充填したアルゴンガスを用いて低コスト化
及びメンテナンスの効率化を実現
●高精度・高速安定化電源の開発：加速電圧：0.3～1.0kV、
ビーム電流：1～10mA、ビームの安定化：瞬時（30秒以
内）の出力性能もさることながら、創意工夫を重ねた結
果、ミニマル筐体内（幅0.3m, 奥行0.4m, 高さ1.44m）に収
納できる小型化を実現
●可動式シャッター機構の開発：本事業で別途開発した回転
型ターゲット取り付け機構の付加価値を高める位置付けで、
特定のターゲットの成膜間に他のターゲット表面にスパッ
タ粒子を蒸着させない回り込み防止機構を実現
●基板回転機構の開発：事業途中で求められた当初計画にはない開発テーマであったが、ミニマル多層薄膜形
成イオンビームスパッタ装置内に5rpm以上で回転する基板回転機構を導入し、膜厚分布の不均一性を改善

●連続多層膜形成技術
実用化・事業化の状況
・サポイン終了時の段階：実用化間近の段階
今後の実用化、事業化の見通し

・現在（2018年2月時点）：実用化間近の段階

●サポイン事業で製作したイオンビームスパッタ装置の更なる高性能化を目指し、平成28年４月に補完研究を開始
●補完研究により技術に磨きをかけながら、実用化及び事業化の進め方も検討する予定

企業情報：誠南工業株式会社
事業内容：真空装置の設計・製作
住所：〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋4-３-24
URL：http://seinan-ind.co.jp/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：
TEL：06-6682-6788
E-mail：info@seinan-ind.co.jp

特定ものづくり基盤技術「８．機械制御技術」
１．デザイン開発技術
２．情報処理技術
３．精密加工技術

機械制御技術とは・・・

４．製造環境技術

○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

５．接合・実装技術
６．立体造形技術
７．表面処理技術

８．機械制御技術
９．複合・新機能材料技術
１０．材料製造プロセス技術
１１．バイオ技術
１２．測定計測技術

○具体的には、
・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、生産
工程の自動化等を達成するために利用される
など

特定ものづくり基盤技術「８．機械制御技術」 川下製造業者等が抱える課題及びニーズ
川下分野
共通

課題及びニーズ
ア．静音化・低振動化・低発熱化
イ．小型化・軽量化
ウ．高精度化・高速化
エ．高強度・高耐久性
オ．高安全性・高信頼性
カ．生産工程の改善・自動化
キ．高潤滑性
ク．プロセスの省エネルギー化

医療・健康・介護
ア．複雑動作における厳格な安全性・信頼性の保障
イ．高いユーザビリティの実現
ウ．高衛生性の確保

川下分野

課題及びニーズ

ロボット

ア．複雑動作における厳格な安全性・信頼性
イ．高いユーザビリティの実現（操作性・生体親和性・
生体適合性等）
ウ．多品種少量生産・不定形物・柔軟物・官能検査
作業への対応
半導体・液晶製
造装置

ア．製造環境の高度清浄化
イ．真空環境への対応
ウ．高温環境への対応
エ．メンテナンスフリー

環境・エネルギー
ア．省エネルギー性
イ．低騒音化
ウ．用途に応じた形状

工作機械
ア．省エネルギー性
イ．高効率性・高機能性
ウ．加工液等への高耐性

航空宇宙
ア．軽量化・高強度化
イ．信頼性の確保
ウ．低コスト化

流通・物流
自動車
ア．燃費・エネルギー効率の向上
イ．耐久性向上

ア．ＩｏＴやロボット等の活用による流通分野の生産
性向上
イ．物流システムの高度化

特定ものづくり基盤技術「８．機械制御技術」 高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法
技術開発の方向性
①静音化・低振動化・低発熱化
②形状・寸法の高精度化
③歯車、工作機器、電気制御機器等の軽量化
（１）技術要素の高度化に対応し
④位置決めの高速化・高精度化
た技術開発の方向性
⑤部材の高強度化・高耐久性
⑥真空・高温環境耐性
⑦エンドエフェクタ（ロボットハンド等）の汎用化・高機能化

（２）管理技術の改善のための技
術開発の方向性

①真空・高温環境下における加工・プロセス管理
②難削材加工
③切削油等の加工液に対する耐性向上
④加工法の多様化・最適化
⑤シミュレーションの精度向上
⑥開発及び試作の短期化
⑦工作機械の低コスト化、自動化
⑧生産設備・ラインの小型化・省スペース化
⑨安全性・信頼性の向上
⑩ソフトウェアの高度化・応用
⑪システム統合（インテグレーション）技術の高度化・最適化

（３）環境配慮のための技術開発
の方向性

①エネルギー高効率化
②人体への悪影響又は環境負荷の低減
③低発塵化

（４）ＩｏＴ、ＡＩ等を活用した
技術開発の方向性

①センサ技術等を活用した信頼性の高いデータの取得・蓄積
②ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による設備等の予知保全・遠隔保守、運用最適化、匠の技のデジタル化等を通じた機械制
御に係る技術開発の効率化・生産性向上
③ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による新たなサービス創出

特定ものづくり基盤技術「８．機械制御技術」 研究開発事例
サポイン採択年度

プロジェクト名

研究開発体制

平成25年度

高精度で信頼性の高いアブソリュートエンコーダの
製品化に向けた技術開発

(株)緑測器、(株)エムジー

平成25年度

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

さいたま商工会議所、慶應義塾大学医学部、
(株)和幸製作所、(株)トップ

機械制御
高分解能・高精度、耐環境性、堅牢性、安全性に低コストを加えた
刃
総合的な性能をもたらす位置決めセンサ
■プロジェクト名：高精度で信頼性の高いアブソリュートエンコーダの製品化に向けた技術開発
■対象となる川下産業：産業機械・工作機械・建設機械・造船・農業機械、電機機器・家電、電子機器・光学機器、ロボット、
医療・福祉機器
■研究開発体制：(株)緑測器、(株)エムジー

＜3トラック軸一体とエンコーダ機
構部と磁気ドラムの構造＞

プロジェクトの概要

●高分解能・高精度、耐環境性、堅牢性、安全性に低コストを加え

プロジェクトの背景
・現状の位置計測センサは光学方式が主流であるが、高分解能化、耐環境性及び低コスト化との両立が課題であり、
他方式の回転差動トランス等の原理を用いたアブソリュートエンコーダでは、分解能に見合う精度を
実現できない
・工作機械やロボット等では、センサの電源喪失やその他外乱による位置データの喪失は
生産性の低下につながる
・電源復帰時には一切の動作が不要で位置計測が可能な真にアブソリュートであることが望まれている
・設備・機器の稼働環境によっては、湿気、熱、埃、振動、衝撃、外部磁界、電磁波等、外的要因があり、堅牢、
環境耐性に対応するセンサが市場供給されているが、高価であるという課題もある

サポイン事業で実施した研究開発の内容
＜研究開発の目標＞
「高精度3トラック磁気式アブソリュートエンコーダ」と、センサ信号の内挿誤差を補正可能とする
「誤差補正機能付磁気式アブソリュートエンコーダ」の開発

た総合的な性能を有する位置決めセンサが望まれており、「高精
度3トラック磁気式アブソリュートエンコーダ」と、センサ信号の

従来技術

内挿誤差を補正可能とする「誤差補正機能付磁気式アブソリュー

・位置計測センサの原理は光学
方式が主流、その他、回転
差動トランス等の原理のア
ブソリュートエンコーダが
ある

トエンコーダ」の開発を行った

プロジェクトの実施項目

＜誤差補正機能付と精度測定結果＞

●以下の4機種についての研究開発を行った
・高精度3トラック軸一体型

・磁気ドラムの精度改善が難航
し、長時間を要した

・誤差補正機能付軸一体型
・誤差補正機能付中空型

新技術のポイント

・高分解能・高精度、耐環境
性、堅牢性、安全性に低コ
ストを加えた総合的な性能
を有する位置決めセンサ

＜直面した課題と課題解決＞
直面した課題

・高精度3トラック中空型

新技術

・「高精度3トラック磁気式ア
ブソリュートエンコーダ」
と、「誤差補正機能付磁気
式アブソリュートエンコー
ダ」を開発する

問題解決のための手段

・開発メンバーで要因分析（磁
気ドラムの構造・加工方法
等）・改善の立案・実施・
検証を行った

手段による効果

・512極 単ピッチ精度0.1%を達
成した

サポイン事業の成果を活用して提供が可能な製品・サービス

●位置決め用センサとしての高精度磁気式アブソリュートエンコー

＜軸一体型の外観＞

＜中空型の外観＞

ダ（分解能17～20bit、精度13～16bit）、誤差補正機能付磁気式ア
ブソリュートエンコーダ（分解能13bit、精度11bit）
製品・サービスのPRポイント（顧客への提供価値）

●高分解能・高精度、耐環境性、堅牢性、安全性、低コスト

研究開発の成果
●高精度3トラック軸一体型は、専用着磁装置の製作を行い、磁気ドラム、センサ機構、センサ信号処理・デジタ
ル信号処理回路の基本的な原理検証を終了し、2回の試作機の製作・検証・改善を行い、設計通りの性能が確認
でき、ほぼ目標が達成され、製品化の目処が立った
●高精度3トラック中空型は、上記に対し大型、中空型となるが、技術的難度、市場ニーズの分析結果より、他3
機種を優先としたため、磁気ドラムの試作に留まり、目標未達となった
●誤差補正機能付軸一体型、誤差補正機能付中空型は、複合誤差の抽出・補正、センサ機構、センサ信号処理・
デジタル信号処理回路の基本的な原理検証を終了し、試作機の製作・検証・改善を行い、設計通りの性能が得
られる事が確認でき、製品化の目処が立った

今後の実用化、事業化の見通し

●サポイン期間後、開発製品の原理検証は終了したが、実用化に向けての課題も顕在化した
●実用化、事業化を推進するために、当初計画した製品仕様の一部変更を行い、開発を継続中であり、以下の3機種
の製品化を計画している

実用化・事業化の状況
・サポイン終了時の段階：基礎研究が終了し、実用化に向けた開発の実施段階
・現在（2018年2月時点）：誤差補正機能付磁気式アブソリュートエンコーダは開発終了し事業化を開始、他2
機種は開発の実施段階

・①誤差補正機能付磁気式アブソリュートエンコーダ 分解能13bit、精度11bit
・②中精度2トラック磁気式アブソリュートエンコーダ 分解能17bit、精度13bit
・③高精度2トラック磁気式アブソリュートエンコーダ 分解能20bit、精度16bit
（①は軸付、外径36mm、②③は中空、外径は58mm、76mmを予定）
●①は2017年11月に開発を完了、12月から販売を開始し現在数社と商談中
●②は試作品による原理検証を実施中、事業化は2018年10月を予定
●③は基礎実験による原理検証を実施中、事業化は2019年4月を予定

企業情報：株式会社緑測器
事業内容：各種位置センサ製品の製造、販売
住所：〒205-0023 東京都羽村市神明台3-2-8
URL：http://www.midori.co.jp

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：土屋勝英
TEL：042-554-6717
E-mail：tsuchiya_k@midori.co.jp

機械制御
あらゆる医療器具等を正確な位置で保持する
刃
マルチパーパス ベースホルダー ロボットアーム等の３つの手術ロボット
■プロジェクト名：手術ロボット開発における位置決め技術の高度化（インテリジェントホルダーの開発）
■対象となる川下産業：ロボット、医療・福祉機器

プロジェクトの背景
・世界一と言われている日本のロボット技術を活かした医療機器は現状皆無で、また日本の医療現場でロボットが
実際使用されているケースは非常に少ない
・世界ではかなりのスピードでの普及が進み、米国では、早い時期から外科手術にロボットを使用するケースが急
増しており、ロボット手術は一般的なものとなっている
・高度医療など用途の多様化、また医師不足解消のためにも医師をサポートする助手に変わる多機能ロボットの開
発の要請が高まっている

■研究開発体制：さいたま商工会議所、慶應義塾大学医学部、(株)和幸製作所、(株)トップ

サポイン事業で実施した研究開発の内容
＜研究開発の目標＞
プロジェクトの概要

＜タブレットホルダーアーム＞

●手術室において、術者のもうひとつの手として、特に外的な衝撃
に対し、衝突度合いに応じた柔軟な動きを可能とし、元の位置に
戻るヒューマノイド機能や、患者の呼吸等の僅かな動きに合わせ
て正確に位置をコントロールするセンサー機能を設けるなど、あ
らゆる医療器具等を正確な位置で保持するマルチパーパス ベース
ホルダー ロボットアーム、ディスポーザブル マルチパーパスホル
ダー ロボットアーム及びインテリジェントホルダーの３つの手術
ロボットを開発する

あらゆる医療器具等を正確な位置で保持するマルチパーパス ベースホルダー ロボットアーム、ディ
スポーザブル マルチパーパスホルダー ロボットアーム及びインテリジェントホルダーの３つの手術
ロボットを開発
従来技術

・日本のロボット技術を活かし
た医療機器は現状皆無であ
り、医療現場で、ロボット
が使用されているケースは
非常に少ない

新技術

新技術のポイント

・ヒューマノイド機能、セン
サー機能を有するインテリ
ジェントホルダー（空中
アームステーションシステ
ム等）を開発する

・高度医療など用途の多様化、
また医師不足解消のために
も医師をサポートする助手
に変わる多機能ロボット

＜直面した課題と課題解決＞

プロジェクトの実施項目

問題解決のための手段

直面した課題

●ブレーキ機構等の安全性の向上
●破損防止等の信頼性の向上
●動的機構等の操作性の向上
●構造部材等の生体親和性・生体適合性の向上

・市場に出すまでにはさらなる
精度の向上が必要となって
いる

・医療現場の意見を踏まえて改
善・改良を継続する

手段による効果

・使い勝手の良い製品レベルへ
と向上が図られる

サポイン事業の成果を活用して提供が可能な製品・サービス

●マルチパーパス ベースホルダー ロボットアーム、ディスポーザブ
ル マルチパーパスホルダー ロボットアーム及びインテリジェント
ホルダーの３つの手術ロボット

研究開発の成果
●以下の５つのサブテーマ設け、すべてについて目標に到達
＜多関節ホルダーロボットアーム＞

＜インテリジェントホルダーロボットアーム＞

している
・各関節にロック機能を持つアーム開発
・定位置固定型ホルダーロボットアームの開発

製品・サービスのPRポイント（顧客への提供価値）

●マルチパーパス ベースホルダー ロボットアーム：重量物を術者がワンタッ
チで自由に位置固定、自重で落下しない（29年度の製品化を見込む）
●ディスポーザブル マルチパーパスホルダー ロボットアーム：ワンタッチで
細径器具（鉗子等）を自由な角度ホールド、マウスピースに直接接続して内
視鏡を自由な角度でホールド（29年度の製品化を見込む）
●インテリジェントホルダー：ワンタッチで自由な角度でホールド、一度に複
数の位置固定が可能、外的衝突で移動しても復元、患者との位置を一定に保
つ補正機能（30年度の製品化を見込む）

今後の実用化、事業化の見通し

●３つの製品化という当初の目標達成に向け、先行する２つの製品化において量産化を含めた最終仕様をしっかりと定め、
29年度の薬事申請を確実に進め、早期の上市に繋げることとする
●これまでの技術を集約した最終目標である「インテリジェントホルダー」については、技術の融合による安全性・有用性
の評価を繰り返し行い、現場のニーズに基づく機能別仕様を明確化し、30年度の薬事申請、事業化を実現する
●今後はこれまでの技術を活用し、介護施設との連携を図りながら、介護現場のサポート機器開発にも取り組んでいく予定
である

・患者との距離を一定に保つ相対位置固定型ホルダーロボ
ットアームの開発
・多関節ホルダーロボットアームの開発
・空中ステーション機構と多関節合体型の開発

実用化・事業化の状況
・サポイン終了時の段階：基礎研究が終了し、実用化に向けた開発の実施段階
・現在（2018年2月時点）:「内視鏡ホルダー」については３０年度内の上市にむけた課題解決中、「インテリ
ジェントホルダー」については３０年度内での機能仕様の確立が目標

企業情報：株式会社和幸製作所
事業内容：屋外筐体の設計・開発及び製造、事業交通信号
機器の製造
住所：〒330-0042埼玉県さいたま市浦和区木崎1-3-23
URL：http://www.wako-seisakusyo.co.jp/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：製造部長 清野 勉
TEL：048-886-8505
E-mail：
tsutomuseino@wakoindustries.com

特定ものづくり基盤技術「９．複合・新機能材料技術」
１．デザイン開発技術
２．情報処理技術
３．精密加工技術

複合・新機能材料技術とは・・・

４．製造環境技術

○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

５．接合・実装技術
６．立体造形技術
７．表面処理技術

８．機械制御技術
９．複合・新機能材料技術
１０．材料製造プロセス技術
１１．バイオ技術
１２．測定計測技術

○具体的には、
・金属材料やファインセラミックス、ガラス等の無機材料、プラスチック等の有機高
分子材料、繊維材料及びそれらの複合素材等の生成
・材料の耐久性、耐摩耗性、耐疲労性、耐熱性、電気特性、耐食性等の機
能性だけではなく、抗菌・消臭や人の感性に訴えかける機能やリサイクルに配慮
した設計
など

特定ものづくり基盤技術「９．複合・新機能材料技術」
川下分野

課題及びニーズ

共通
ア．高機能化
イ．感性価値の向上
ウ．環境配慮
エ．低コスト化
医療・健康・介護

川下製造業者等が抱える課題及びニーズ
川下分野

課題及びニーズ

エレクトロニクス・デ
ジタル家電
ア．高性能化、多機能化
イ．高効率化、高精細化

印刷・情報記録
ア．医療・福祉機器における高機能性・高信頼性の
実現

ア．高画質化、高堅牢化
イ．光学記録媒体の大容量化、高速化、小型化、ホ
ログラム・多重記録

環境・エネルギー
ア．エネルギー効率を高める部素材の開発
イ．耐久性・耐熱性・耐食性の実現

航空宇宙
ア．構造部素材等の軽量化・高性能化・安全性及び
耐久性等の向上、高い審美性の追求
イ．省エネルギー化
自動車
ア．構造部素材等の軽量化・高性能化・安全性及び
耐久性等の向上、高い審美性の追求
イ．高効率化、高精細化

住宅・構造物・橋
梁・道路・資材

ア．メンテナンス性・安全性
イ．省エネルギー性
ウ．耐震性・強度
エ．審美性・ユーザーエクスペリエンスの実現

特定ものづくり基盤技術「９．複合・新機能材料技術」

高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法

技術開発の方向性
①構造部材等に用いられる複合材料成形技術
②耐衝撃性等の高強度・高弾性率化
③耐熱性の向上
④軽量化の向上
（１）高機能化に対応した技術開 ⑤導電特性や半導体特性、光学特性等のより多様・高度な電気特性の付与
発の方向性
⑥微細化構造による多様・高度な効果を発現する微細加工
⑦熱処理の高機能化
⑧浸炭・窒化等の当該技術の向上
⑨高機能物質による新規性能付与（導電性、光電変換性、選択光吸収性、選択的発光性、二色性、分散性、配
向性、酸化還元性、高屈折率、二光子吸収性等）
（２）高感性化に対応した技術開
①新しい感性に基づくデザイン・コンセプトや機能付与、高い審美性の実現
発の方向性
①省エネルギー化等を考慮した部素材の実現
②生分解性、天然由来素材の利用
（３）環境配慮に対応した技術開 ③染色プロセス等における排水浄化、有害物質削減
発の方向性
④有害な加工薬剤の代替
⑤高機能物質・微細加工による環境負荷低減（新規物質及び新規材料、省エネルギー型デジタル家電機器、有害
化学物質の使用低減）
①低コスト化
（４）コスト低減・短納期化に対応
②短納期化
した技術開発の方向性
③不良率低減

（５）ＩｏＴ、ＡＩ等を活用した
技術開発の方向性

①センサ技術等を活用した信頼性の高いデータの取得・蓄積
②ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による設備等の予知保全・遠隔保守、運用最適化、匠の技のデジタル化等を通じた複合・新
機能材料に係る技術開発の効率化・生産性向上
③ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による新たなサービス創出

特定ものづくり基盤技術「９．複合・新機能材料技術」
サポイン採択年度

研究開発事例

プロジェクト名

研究開発体制

平成26年度

ニットとテキスタイルの融合によるオンリーワン・ファッション衣料の
開発と販売

(株)大三、福島県ハイテクプラザ、菅野繊維(株)、
(株)三恵クレア、永山産業(株)、
福島県ファッション協同組合、齋栄織物(株)、
(株)シラカワ、福島県中小企業団体中央会

平成26年度

超高分子量ポリエチレン繊維を用いた
海洋構造物係留ロープの耐久性向上技術の開発

髙木綱業(株)、(国研) 産業技術総合研究所、
香川県産業技術センター、(公財)かがわ産業支援財団

複合・新機能材料
新しい感性に基づくデザイン・コンセプトを可能とする
刃
テキスタイルによるパーフェクトSilk等によるファッション衣料

プロジェクトで実施した内容
＜研究開発の目標＞

■プロジェクト名：ニットとテキスタイルの融合によるオンリーワン・ファッション衣料の開発と販売
■対象となる川下産業：デザイナー・アパレル

天然素材のシルク（絹）、麻（リネン）等と「編」「織」「縫製」「糸加工」技術を掛け合わせた、新しい感性
に基づくデザイン・コンセプトを可能とするテキスタイル開発、オンリーワン・ファッション衣料開発
従来技術

■研究開発体制：(株)大三、福島県ハイテクプラザ、菅野繊維(株)、(株)三恵クレア、永山産業(株)、
福島県ファッション協同組合、齋栄織物(株)、(株)シラカワ、福島県中小企業団体中央会

プロジェクトの概要

新技術

新技術のポイント

・ファッション業界における「編」
・天然素材のシルク（絹）、麻
「織」「縫製」「糸加工」は同じ
（リネン）等と「編」「織」
繊維関連企業に位置していながら、
「縫製」「糸加工」技術を掛け
合わせた製品開発
製品開発では横断的な連携は薄
かった

・ニットと織物の融合生地、麻素
材（リネン）の改質、シルクお
よび麻100%の新たなミシン糸、
シルクとカシミヤによるニット、
織物用ブレーダー意匠糸

＜直面した課題と課題解決＞
＜背景・目的＞

＜実施項目＞

・今後、繊維企業として生き残るには、今までの大量生産で

・ニットと織物の融合生地開発とファッション衣料の製品化

の「賃加工」から脱却し、自社技術の高度化と国際競争力

・最高級麻素材（リネン）の改質技術の開発

の強化が必須である

・開発素材に適合したシルクおよび麻100%の新たなミシン

・平成24年５月に福島県内のファッショントップ企業（織物
業、ニット業、縫製業）が結集し、日本初となる業界横断

糸の開発

手段による効果
・繋ぎ合わせ部分を肉厚にするこ
となくスムーズに一体化させる
素材を開発、縫製加工が難しい
特殊素材でも商品化対応が可能
となった

ダー意匠糸の製品化

研究開発の結果

・パーフェクトSilkによるファッション衣料の製品化（パー

共にした新規テキスタイルの開発と製品化に取り組むこと
により、従来の賃加工形態から提案型企業へ転換を図る

問題解決のための手段
・福島県ハイテクプラザの保有す
るニットと織物の融合化技術を
活用

・シルクとカシミヤによるニットおよび織物用最新ブレー

型「福島県ファッション協同組合」を設立した
・「編」「織」「縫製」「糸加工」の4業種がコンセプトを

直面した課題
・織物とニットを組み合わせた製
品は従来から存在するが、重ね
合せてミシン等で縫製するか接
着する方法に限られていた

フェクトシルク商標登録済）
・海外市場調査

プロジェクトの成果を活用できる製品・サービス

＜開発素材による製品の具現化＞

●新しい感性に基づくデザイン・コンセプトを可能とするテキスタイル
●シルクおよび麻100%の新たなミシン糸
●シルクとカシミヤによるニットおよび織物用最新ブレーダー意匠糸
●パーフェクトSilkによるファッション衣料
●上記の技術を活用したオンリーワン・ファッション衣料

●ニットと織物の融合生地について、織物の製織
時に同一タテ糸素材で、12ゲージ編機でのサン
プル生地を作成
●麻番手40/１、60/１、80/１、100/１の麻糸
を各5kg染色加工し、摩擦堅牢度4級以上、改質
麻をテキスタイル化（編地、織地）して製品化
●改質麻で80/２（Ｓ）で撚数900（Ｔ／ｍ）の
ミシン糸素材を開発し、強度12.2（Ｎ）、伸度
3.3（％）の目標条件をクリア
●14～21（Ｇ）用のシルクリリヤン糸の開発
●水溶性ビニロン補強による改質麻（100番）の
21（G）編地の開発
●丸編組織（シンカーパイル方式）をシルク素材
に応用することでパイル長25（ｍｍ）を達成、
パイル糸先端のテーバー化（先鋭化）を達成
●ミラノ、ニューヨークで展示会開催

製品・サービスのPRポイント

＜染色加工方法の違いによる物性比較よる物性比較＞

＜シンカーパイル編成方法と（ネオパーフェクト
シルク（仮称））構成＞

糸が硬く作製できない

●天然素材のシルク（絹）、麻（リネン）等と「編」「織」「縫
製」「糸加工」技術を掛け合わせ、コンセプトを共にしたテキス

タイル・衣料
●薄地の製品化によるニットの持つ体にフィットした特徴、織物の

実用化・事業化の状況

持つシルエットの綺麗なお互いの特徴が出現する高級感
＜プロジェクト終了時の状況＞
・実用化に向けた開発段階

●パーフェクトシルク製品による、シルクの新たなバリエーション
＜染色加工後（特殊）のリネン＞

＜ニットと織物の融合（組織図）＞

＜実用化・事業化の見通し＞
・開発技術・素材を国内マーケットのみならず、海外のマーケットにまで普及させ、本研究開発によりもたらされる
唯一無二の糸、商品でプラスの面で光を浴び、県内企業を再び繊維で潤し、雇用を創出ることができる

企業情報：福島県ファッション協同組合
事業内容：組合員の市場開拓・研究開発
所在地：〒960-2154 福島県福島市佐倉下字附ノ川
１番３号

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：伊勢薫子
TEL：024-573-0541
E-mail：kaoruko@nagayamabiz.co.jp

複合・新機能材料
超高分子量ポリエチレン繊維を用いた軽量・高強度・耐摩耗性・屈曲性を持つ
刃
海洋構造物係留ロープ
■プロジェクト名：超高分子量ポリエチレン繊維を用いた海洋構造物係留ロープの耐久性向上技術の開発
■対象となる川下産業：海洋構造物・港湾航路管理・海洋開発・船舶・水産
■研究開発体制：髙木綱業(株)、(国研) 産業技術総合研究所、香川県産業技術センター、(公財)かがわ産業支援財団

プロジェクトで実施した内容
＜研究開発の目標＞
軽量で高強度な超高分子量ポリエチレン繊維を主材として、当該繊維の耐摩耗性や屈曲性を向上した、耐久性と
柔軟性がともに優れた海洋構造物係留ロープの製造技術を開発する
従来技術

新技術

・海洋構造物の係留には鋼製の
チェーンやワイヤが多く用いら
れており、作業性が悪い、破断
するなどの課題が多い

・超高分子量ポリエチレン繊維に
樹脂を被覆し、耐久性と柔軟性
を有するロープを開発する

新技術のポイント
・軽くて高強度
・腐食がなく耐摩耗性がある
・耐久性と柔軟性を有する

プロジェクトの概要
＜直面した課題と課題解決＞
＜背景・目的＞
・海洋構造物の係留には鋼製のチェーンやワイヤが多く用
いられており、腐食や摩耗によって破断した際、交換作
業などの作業性が悪い、また交換費用が高いなどの課題
がある
・係留の現場では、これらの課題を解決した新技術が望ま
れている
・軽量で高強度な超高分子量ポリエチレン繊維を主材とし、
耐摩耗性や屈曲性を向上した耐久性と柔軟性がともに優
れた複合化繊維を用いた係留ロープにより、海洋開発産
業の一翼を担うことを目指す

＜実施項目＞
・ロープの構成及び樹脂被覆
・撚糸
・繊維表面の油剤の除去と親水化
・樹脂被覆
・連続試作装置の製作
・試作
・特性評価
・実海域での実証試験
・販路開拓活動

プロジェクトの成果を活用できる製品・サービス
＜試作品の一例＞
●超高分子量ポリエチレン繊維表面を活性化し樹脂を被覆する技術
●樹脂被覆した繊維を撚り合わせ耐久性と柔軟性が向上したロープ

直面した課題

問題解決のための手段

手段による効果

・繊維に耐久性と柔軟性を持たせ
る樹脂の開発と被覆方法

・公設試（産総研、県産技セン
ター）の高度な表面処理技術及
び解析技術

・１つのラインで油剤除去から樹
脂被覆が可能になった
・耐久性と柔軟性を持つロープを
開発することができた

研究開発の結果
●基本素材となる超高分子量ポリエチレン繊維の撚糸、撚糸されたヤーン表面からの収束剤である油剤の除去、油剤
が除去されたヤーンへの表面改質を経た樹脂被覆、及び樹脂被覆されたヤーンの製綱の各工程を最適化することに
よって、耐久性と柔軟性を共に有するロープの製綱条件を見出した
●繊維と被覆樹脂の接着力は20MPa以上、耐摩耗性については樹脂被覆のない繊維による同径ロープの3倍以上、屈
曲寿命については、樹脂被覆のない繊維による同径ロープの２倍以上を達成した
●「従来の係留に用いられている鋼製チェーンと同等の強度を有し、かつ使用可能期間（耐久性）が2倍以上」とい
う高度化目標を達成した
●実証試験から、ロープの強度保持のためにはヤーンへの樹脂被覆が有効であることが明らかとなった
＜広島県田島漁協での実証試験の様子＞

製品・サービスのPRポイント
●耐久性と柔軟性が向上した海洋構造物係留ロープ
・繊維と被覆樹脂の接着力は、20MPa以上
・耐摩耗性は、樹脂被覆のない繊維による同径ロープの3倍以上
・屈曲寿命は、樹脂被覆のない繊維による同径ロープの２倍以上
●従来の係留で用いている鋼製チェーンと同径で同等の強度を有し質量
は約1/16、かつ使用可能期間（耐久性）が2倍以上（見込み）

＜実証試験に用いた試作品＞

実用化・事業化の状況

＜従来技術と新技術の比較＞

＜プロジェクト終了時の状況＞
・実用化に成功した段階
＜研究開発の工程＞

＜実用化・事業化の見通し＞
・市場へサンプル投入し、川下企業のニーズに合わせて開発した樹脂被覆ロープの改良を行っている
・量産化体制の整備を目指している
・国際規格の確立に向け準備を進めている
企業情報：髙木綱業株式会社
事業内容：繊維ロープ製造業
所在地：〒761-0301 香川県高松市林町278-1
URL：http://t2701.com/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：企画室 上北
TEL：087-867-2701（代表）
E-mail：y.uekita@t2701.com

特定ものづくり基盤技術「１０．材料製造プロセス技術」
１．デザイン開発技術
２．情報処理技術
３．精密加工技術

材料製造プロセス技術とは・・・

４．製造環境技術

○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

５．接合・実装技術
６．立体造形技術
７．表面処理技術

８．機械制御技術
９．複合・新機能材料技術
１０．材料製造プロセス技術
１１．バイオ技術
１２．測定計測技術

○具体的には、
・原材料が持つ特性の劣化を極力抑制することで目的物である生成物の性能
を向上するとともに、そのプロセスを通じて素材の強度・剛性等の特性を改善す
る
・部素材自体の機能の高度化ではなく、その生成プロセス技術の高度化により
、生産性等の向上を図り、川下製造業者等に対して、低コスト化、迅速化、
省資源化に配慮した部素材を供給する
など

特定ものづくり基盤技術「１０．材料製造プロセス技術」
川下分野

課題及びニーズ

川下分野

課題及びニーズ

スマートホーム

共通
ア．高効率化・迅速化・メンテナンス性向上の実現
イ．純度の高い目的物の獲得
ウ．省資源化・省エネルギー化への対応
エ．環境・リサイクルへの対応
オ．低コスト化への対応
医療・健康・介護
ア．高衛生・信頼性・安全性の保証

環境・エネルギー
ア．エネルギーの効率化
イ．環境負荷の低減

航空宇宙

ア. 信頼性・安全性
イ．宇宙空間における実証機会の確保

自動車

川下製造業者等が抱える課題及びニーズ

ア．製造・廃棄・リサイクル時における有害物質の抑制
イ．レアアースやレアメタルを始めとする資源の有効利
用
ウ．燃料の多様化への対応
エ．新動力の導入への対応
オ．短納期化

ア．高精細化、集積化、薄膜化、生産要素技術開
発
イ．廃棄・リサイクル時における有害物質の抑制
ウ．レアアースやレアメタルを始めとする資源の有効利
用
エ．フレキシブル生産
オ．短納期化
カ．量産技術開発

特定ものづくり基盤技術「１０．材料製造プロセス技術」 高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法
技術開発の方向性
①触媒技術等による反応場の制御
②分離技術の高度化
（１）効率的な製造プロセス技術の ③自動合成装置等による迅速化
向上に対応した技術開発の方向性 ④作業現場環境改善
⑤熱処理の高機能化
⑥浸炭・窒化等の当該技術の向上
①添加物の削減
（２）省資源化・省エネルギー技術
②短時間処理による省エネルギー化
の向上に対応した技術開発の方向
③廃熱利用、高断熱等エネルギー利用の高効率化
性
④環境負荷評価

（３）リサイクル技術の向上に対応
した技術開発の方向性

①リサイクル原料を用いた加工技術及び使用済み製品のリサイクル技術
②有害な機能性加工薬剤の代替及び排水・廃棄中の有害物質削減に資するプロセス技術

①低コスト化
（４）コスト低減・短納期化に対応
②短納期化
した技術開発の方向性
③不良率低減

（５）ＩｏＴ、ＡＩ等を活用した
技術開発の方向性

①センサ技術等を活用した信頼性の高いデータの取得・蓄積
②ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による設備等の予知保全・遠隔保守、運用最適化、匠の技のデジタル化等を通じた材料製
造プロセスに係る技術開発の効率化・生産性向上
③ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による新たなサービス創出

特定ものづくり基盤技術「１０．材料製造プロセス技術」
サポイン採択年度

プロジェクト名

研究開発事例
研究開発体制

平成25年度

電力品質の高安定化を実現する
省スペース型・高機能扁平メタセラ抵抗体の研究開発

(一社)大阪科学技術センター、鈴木合金(株)、
島根大学、東北大学、大阪府立大学

平成25年度

世界初の常温導電性金属ナノインクを用いた
プラスチック透明導電フィルムの低コスト印刷法による創製

(公財)岡山県産業振興財団、(株)C-INK、コアテック(株)

材料製造プロセス
体積抵抗率の制御を実現した世界初の抵抗材料”メタセラ抵抗体”の開発により、
刃
電力・鉄道・産業界で広く利用される抵抗器の小型化・低インダクタンス化を実現！
■プロジェクト名：電力品質の高安定化を実現する省スペース型・高機能扁平メタセラ抵抗体の研究開発
■対象となる川下産業：産業機械・工作機械・建設機械・造船・農業機械、電機機器・家電、重電機器、環境・エネルギー

プロジェクトの背景
・電力業界では再生可能エネルギーの普及に対して、電力品質の安定化が喫緊の課題であり､低インダクタンス機
能を有する低コスト・小型抵抗体の開発に対する強いニーズがある
・国内で使用されている高電圧・大電流用抵抗器は、欧州企業と提携した中国企業が台頭し、国内企業は事業から
の撤退や廃業に追い込まれており、海外勢に対抗するためには新たな抵抗器の開発が求められている
・国産抵抗器の価格は海外製品に比べ、平均して25%程度高く、技術の高度化により価格を30%引き下げ、付加価値
を高めることが出来れば、海外市場においても優位に立つことができる

■研究開発体制：(一社)大阪科学技術センター、鈴木合金(株)、島根大学、東北大学、大阪府立大学

サポイン事業で実施した研究開発の内容
＜研究開発の目標＞
プロジェクトの概要

＜メタセラ抵抗体(ナノめっき処理済)＞

●金属粒子扁平化とその表面へのセラミックス粉末均一付着技術、

粉末冶金技術を用いた複合材料であるメタセラ抵抗体によるサージ電圧・電流に強い低インダクタ
ンスの小型・低コストの抵抗体の開発
従来技術

金属-セラミックス複合材料の焼結技術及び高耐熱(800℃)で密着性

・現在の抵抗器は、ニクロムを
始めとする金属材料を使用、
体積抵抗率を随意に制御で
きず、大型でコスト高

の高い異種相へのナノめっき技術の確立により、業界ニーズを満
たした体積抵抗率の制御ができる世界初の抵抗体を開発する

新技術

新技術のポイント

・扁平金属粒子とセラミック
スの複合化技術、粉末冶金
技術を用いた複合材料であ
るメタセラ抵抗体

・川下製造業者のニーズであ
る抵抗体の省資源・小型・
高機能・低コスト化を達成
することができる

＜直面した課題と課題解決＞
プロジェクトの実施項目

＜メタセラ抵抗体(断面組織)＞
●金属粒子扁平化及びセラミックスの均一付着技術の開発

直面した課題

・安定した材料の製造及び焼結
作業時の均一化研究に時間
を要した

●複合材料中の扁平金属粒子を均一分散させる焼結技術の開発
●2種以上の材質への高温時付着力向上技術の開発

問題解決のための手段

・社内他部門及び社外からの協
力をあおぎ、資源投入、技
術指導の協力体制を整えた

手段による効果

・原試作品に係る各工程の時間
を大幅に短縮できた

●モデル抵抗器の設計及び製作
●モデル抵抗器の性能評価

サポイン事業の成果を活用して提供が可能な製品・サービス

●電力・鉄道・産業界を対象とした低インダクタンスで小型・軽量
の各種抵抗器

＜電力用モデル抵抗器＞

＜鉄道用モデル抵抗器＞

●上記抵抗体技術を用いた面状発熱体(ヒーター)

製品・サービスのPRポイント（顧客への提供価値）

●メタセラ抵抗体により、抵抗器の容積50%低減、質量70％低減、イ
ンダクタンス95%低減を達成(電力用中性点接地抵抗器による比較)

今後の実用化、事業化の見通し

●メタセラ抵抗体の導入を計画している電力・鉄道・産業用の抵抗器をメインターゲットに、量産化に対応した焼
結技術の達成に約1年、その後2年以内に市場の要求する品質と価格が実現できるよう設備・事業体制を構築し、
市場への製品投入を目指す
●当初の需要のみならず、その他適用できる発熱体(ヒーターなど)、潜在的新規需要が見込まれている分野への積

研究開発の成果
●複合粉末の量産化における大型ボールミル処理条件を最適化し
た。ボールミル回転数や金属粒子径を制御し、機械強度向上、
電気的特性の安定化に資する金属粒子の扁平化(アスペクト比)
の目標値7～8を達成した
●焼結に係る温度・加圧力・保持時間等の要素を検証し、焼結体
の体積抵抗率、断面組織の金属粒子個数及び通電時の温度分布
等によって組織の均一性を評価した
●その結果、体積抵抗率のバラツキが±20%以内に収まるメタセ
ラ抵抗体の作製に成功し、抵抗体の省資源・小型・高機能化を
実現するための材料製造技術を確立した
●バインダーの選定や処理条件を改良し、耐熱温度500℃を有す
る密着性に優れたナノめっき技術を確立した。また、めっきの
材料内部への拡散や酸化を防止できたことで、耐熱温度800℃
のナノめっき処理の目処が立った
●川下事業者の要求を踏まえ、電力及び鉄道用の2種のモデル抵
抗器を設計・製作した。また、抵抗体の性能評価として、それ
ぞれの抵抗器の規格に準拠した条件で温度上昇試験、振動試験
等を行い、問題がないことを確認した

＜ナノめっき装置(上)とメタセラ抵抗体
(ナノめっき処理済)(下)＞

実用化・事業化の状況
・サポイン終了時の段階：基礎研究が終了し、実用化に向けた開発の実施段階
・現在（2018年2月時点）：材料製造プロセスの量産化に向けた開発の実施段階
・鉄道分野の川下事業者からの技術課題を受けて、製品の実用化に向けた研究開発を進めている

極的な展開も目指す
●拡販は小型化・軽量化のみならず、従来製品では実現できないインダクタンスの低減やNi等のレアメタル使用量
の低減(省資源化)等をPRポイントとして、他材料との差別化を図り、展示会等を通じて認知度向上や最新のユー
ザーニーズを捉え、事業化に向けた研究開発を進める

企業情報：鈴木合金株式会社
事業内容：電力・鉄道・産業用抵抗器及びこれ等に関
する制御機器の製造販売
住所：〒551-0023 大阪府大阪市大正区鶴町
2丁目5－27
URL：http://www.suzuki-gokin.co.jp/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：常務取締役開発本部長 春井眞二
TEL：06-6555-6540
E-mail：harui@suzuki-gokin.co.jp

材料製造プロセス
抵抗値、透過率共にＩＴＯガラス基板を凌駕するＩＴＯを代替する
プラスチック透明導電フィルム
■プロジェクト名：世界初の常温導電性金属ナノインクを用いたプラスチック透明導電フィルムの低コスト印刷法による創製
■対象となる川下産業：情報通信・情報家電・事務機器、燃料電池・太陽電池、半導体・液晶製造装置、製紙機械・印刷機械、

プロジェクトの背景
・透明電極は、製品の大型化に伴う低抵抗化、発電効率向上・低電力化を図るための透過性向上、更には、希少金
属を使用しない安定供給資源由来の材料、薄く安価なフレキシブルプラスチック基板、真空や熱を使用しない安
価で環境に優しい製造プロセス等によるコスト低減が求められている
・㈱C-INKが開発した世界で唯一、熱処理無しで高い導電性を有する常温導電性銀ナノインクは、抵抗率８×１０５Ωcmと、その導電性は世界最高性能を有している

電機機器・家電、バイオテクノロジー、電子機器・光学機器、自動車、医療・福祉機器、環境・エネルギー

サポイン事業で実施した研究開発の内容

■研究開発体制：(公財)岡山県産業振興財団、(株)C-INK、コアテック(株)

＜研究開発の目標＞
プロジェクトの概要

＜世界唯一の『熱処理の不要なナノインク』＞

●室温で塗るだけで金属並み導電性が得られる金属ナノインクを用

室温で塗るだけで金属並み導電性が得られる金属ナノインクを用いて、抵抗値、透過率共にITO透明導電
フィルムを凌駕するITOを代替するプラスチック透明導電フィルムを、低コスト印刷法を用いて創製
従来技術

いて、ITOに代替するプラスチック透明導電フィルムを、低コスト

・ほとんどがフレキシブル性の
乏しい酸化インジウムスズ
（ITO）を用いたガラス基板
である

印刷法を用いて創製する

新技術

新技術のポイント

・常温導電性銀ナノインクを
光パターニング印刷により
微細印刷した透明導電フィ
ルムを開発する

・低抵抗化、透過性向上、安
定供給資源由来の材料、薄
く安価なフレキシブルプラ
スチック基板、環境に優し
い製造プロセス

＜直面した課題と課題解決＞
プロジェクトの実施項目

＜スプレー塗装による銀ナノインク乾燥塗膜作成＞

直面した課題

・想定顧客の発掘、ニーズの吸
い上げに時間、労力が必要で
あった

●常温導電性銀ナノインクの導電性改善
●常温導電性銀ナノインク大量生産検証プラントの試作

問題解決のための手段

・展示会等への積極的な出展、
商社を通じた積極的なア
ピールを行った

●超微細光パターニング印刷機を用いた透明導電フィルムの印刷技

手段による効果

・潜在顧客の発掘につながり、
新規印刷方式の印刷システ
ムをパッケージとしての事
業展開が決定

術開発

サポイン事業の成果を活用して提供が可能な製品・サービス

＜開発した印刷システム＞
●光パターニング技術を応用した１μｍレベルの高精度パターンで、
かつ安価に製造できる印刷法
●ITOに対し大幅な低抵抗化、透過率向上を図った透明導電フィルム

製品・サービスのPRポイント（顧客への提供価値）

●本製品はメッシュ印刷による透明導電フィルムだけでなく様々な

メッシュ印刷
（L/S=20/200）

縦ﾗｲﾝ印刷
（L/S=10/200）

パターンの印刷に対し応用可能

研究開発の成果
●常温導電性銀ナノインクの導電性を2×10５Ω･cmにまで改善
し、４倍に向上
●常温導電性銀ナノインク大量生産検証プラントの試作によ
り、銀ナノ粒子固形分10kg/day以上の銀ナノインク製造能力
達成
●超微細光パターニング印刷機を用いて、2分以下/A4サイズ
達成の知見を得た
●完成品検査技術として、A4換算で5分以内を達成
●透明導電フィルムの評価として、可視光透過率が最大91.1%
（基材フィルム透過率を含めると84.3％）、ヘイズ値の最良
１.0%
●基板密着性試験・保存安定性、テープ剥離なし、高温高湿
試験において変化無しの成果を得ることができた

＜本研究開発技術により製造した導電性
フィルムのスペック＞

項目
透過率
ヘイズ値
色見
シート抵抗値
基板密着性
環境耐久性

スペック
84％以上
１％以下
ほぼ色見なし
１０μ Ω ／□以下
剥離・導電性低下なし
温度６０℃・湿度９０％・３００時間の
試験において変化なし

●本製品は、印刷技術・印刷設備・導電性ナノインクを組み合わせ
た印刷システムとして販売を予定しており、既存の製造設備と組
み合わせた製造工程の革新、デバイスの内製化を実現化

今後の実用化、事業化の見通し

サポイン事業終了時点での実用化・事業化の状況
・サポイン終了時の段階：基礎研究が終了し、実用化に向けた開発の実施段階
・現在（2018年2月時点）：サポイン終了後の補完研究を実施、開発を継続
・透明導電フィルム製造に向けた基本的な知見の取得は達成できたが、解決すべき課題解決、製造システムの完成
を目指す必要が有ると思われる

●可視光透過率94%シート抵抗2Ω/□の透明導電フィルム製造に向けた基本的な知見を取得したが、印刷技術面では
導電性の向上、印刷精度の向上、印刷の微細化、量産化のための連続システムの開発、完成品検査技術面では検
査速度の向上、良否判定のための欠陥項目の多種化等、課題解決に取組み、製造システムの完成を目指す
●平成28年度1月に展示会に透明導電フィルムのサンプル展示及び、タッチセンサー試作機の展示を行い、透明導電
フィルムのアピールを行ったが、今後も展示会等を通じて、本システムの積極的な周知を行う
●最終的には本事業で開発された新規印刷方式の印刷システムをパッケージとして販売し、常温導電性銀ナノイン
クと合わせて、事業を展開していく

企業情報：株式会社C-INK（旧コロイダルインク）
事業内容：金属ナノインクの生産および供給
住所：〒719-1121 岡山県総社市赤浜550
URL：http://cink.jp/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：塚田 龍
TEL：0866-92-5111
E-mail：tsukada@cink.jp

特定ものづくり基盤技術「１１．バイオ技術」
１．デザイン開発技術
２．情報処理技術
３．精密加工技術

バイオ技術とは・・・

４．製造環境技術

○ヒトや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
薬品や医療機器、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

５．接合・実装技術
６．立体造形技術
７．表面処理技術

８．機械制御技術
９．複合・新機能材料技術
１０．材料製造プロセス技術
１１．バイオ技術
１２．測定計測技術

○具体的には、
・生物が有する高い特異性を生かすことによって有用物質の生産を可能にし、そ
の利用分野は、医薬品や医療機器、再生可能エネルギー、機能性食品、化
成品等多岐にわたる
など

特定ものづくり基盤技術「１１．バイオ技術」
川下分野

川下製造業者等が抱える課題及びニーズ

課題及びニーズ

共通

課題及びニーズ

流通・物流
ア．高度化・高品質化
イ．環境対応
ウ．低コスト化

医療・健康・介護 ア．オミックス情報等の収集、解析
イ．情報利用を促すシステム構築
ウ．情報解析技術の高度化
エ．生体試料を利用した測定・解析・開発技術
オ．人体における効果・評価
カ．日常における健康状態の測定・解析
環境・エネルギー
ア．未利用バイオマスの利用
イ．生物資源を用いた環境汚染修復

化学品製造産業
ア．原材料としての生物資源の大量生産
イ．情報利用を促すシステム構築
ウ．原材料としての生物資源の改良
食品製造業

川下分野

ア．有用な生物資源の探索及び利用
イ．情報利用を促すシステム構築
ウ．生物資源、生産・加工プロセスの改良
エ．有用な生物資源の量産化

ア．食品残渣の堆肥化、有用物質生産等の食品リサ
イクルループに関する技術の高度化
イ．国産食料品の輸出拡大のための設備・技術開発
ウ．鮮度・品質の維持
エ．トレーサビリティ機能

特定ものづくり基盤技術「１１．バイオ技術」

高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法

技術開発の方向性
（１）生物資源や製造プロセス等の
①生物資源の確保
多様化に対応した技術開発の方向
②製造プロセスの多様化
性

①新規な生物生産プロセス技術の展開
（２）生物生産プロセス・精製工程
②大量生産に対応できる生物生産プロセス
等の効率化・高精度化に対応した技
③消費者心理等社会的ニーズに対応した製造プロセスの確立
術開発の方向性
④品質管理及び保証

（３）生物資源を用いた生産物等
①分子レベルでの生産物の有効性
の有効性の科学的証明に対応した
②地球レベル、社会レベルでの生産物の有用性
技術開発の方向性

①未利用バイオマス資源産出量の推定
（４）未利用バイオマス資源の高度
②未利用バイオマスの生物による活用プロセスの確立
利用に対応した技術開発の方向性
③ライフサイクルアセスメントの確立
①センサ技術等を活用した信頼性の高いデータの取得・蓄積
（５）IoT、AI等を活用した技術開 ②ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による設備等の予知保全・遠隔保守、運用最適化、匠の技のデジタル化等を通じたバイオに
発の方向性
係る技術開発の効率化・生産性向上
③ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による新たなサービス創出

特定ものづくり基盤技術「１１．バイオ技術」
サポイン採択年度

研究開発事例

プロジェクト名

研究開発体制

平成26年度

ｉＰＳ細胞等の３次元大量培養技術の開発

(株)ジェイテックコーポレーション、大阪大学、
(公財)新産業創造研究機構

平成25年度

既存の培養プレートを利用した自動培地交換ユニットの開発

高砂電気工業(株)、東京大学、(株)リプロセル、(株)アクアテック

バイオ
回転浮遊培養技術（CELLFLOAT
®）によるiPS細胞等の3次元大量培養装置
刃

プロジェクトで実施した内容
＜研究開発の目標＞
iPS細胞や均質なガン組織、肝臓組織等の3次元細胞の大量培養を可能とする独自のベッセルを用いた回転浮遊培
養法による3次元培養技術を高度化し、大量培養技術を確立する

■プロジェクト名：ｉＰＳ細胞等の３次元大量培養技術の開発
■対象となる川下産業：製薬・ライフサイエンス研究・培養機器
■研究開発体制：(株)ジェイテックコーポレーション、大阪大学、(公財)新産業創造研究機構

プロジェクトの概要
＜背景・目的＞
・製薬業界では現在細胞培養技術を用いた創薬スクリーニ
ングの評価技術は全てディッシュやフラスコ等を用いた
静置培養での2次元培養系で実施されてきたが、評価結
果等の相関に限界があった
・静置式の３次元培養の大量培養では十分な大きさに培養
することが困難であり、培養液の浸透阻害や攪拌による
ストレスなどによる懐死などの問題が生じたり,また培養
できても30％以上が死細胞（トリパンブルー陽性）に
なったり、品質上問題があった

従来技術

新技術

・静置式や撹拌式の大量培養装置
・大量培養が困難で、培養液の浸
透阻害や攪拌によるストレスな
どによる懐死などの問題が生じ
る

・独自のベッセルを用いた回転浮遊
培養法による3次元培養技術を高
度化

新技術のポイント
・iPS細胞スフェロイドの物理的な
小片化・分散できる技術を見出し、
スフェロイドのまま継代培養可能
な独自技術開発に成功した

＜直面した課題と課題解決＞
＜実施項目＞
●3次元大量培養技術の開発
・3次元大量培養用回転培養ベッセルの開発
・大量培養のための位置制御CFCソフトウェアの開発
・3次元大量培養装置の開発及び3次元大量培養アルゴ
リズムの開発
●創薬スクリーニング操作の自動化
・3次元組織ピックアップユニットの開発
・3次元組織粉砕ユニットの開発
・創薬スクリーニング用自動装置の開発及び評価実験

プロジェクトの成果を活用できる製品・サービス
●独自ベッセルを用いた３次元浮遊培養技術による回転浮遊培養装
置「CellPet 3D-iPS」と細胞小片化・分散装置「CellPet FT」
●3次元大量培養装置で作製した大量の3次元組織細胞を用いた画期
的な創薬スクリーニング操作の自動化装置
●大量細胞培養可能な回転培養ベッセル
●成長していく大量の細胞塊をベッセル内で常に一定領域で浮遊さ
せる独自の新しい位置制御ソフトウェアCFC（Cell Float Control）
●新しいCFCを組込んだ3次元大量細胞培養のためのアルゴリズム

＜本高度化支援事業における研究開発成果の概要＞

直面した課題

問題解決のための手段

手段による効果

・PTFEガス交換膜は比較的強靱で ・ベッセルを培養に使う上で、膜の ・機構で膜を取り付けることで、培
取付けは重要なファクターであり、 地の漏れ問題を解決することがで
しなやかであるが、軸との接合部
きた
での封止性・密着性に問題があり、 ガス交換膜取付機構の検討を行っ
た
培地が漏れる可能性があった

研究開発の結果
●3次元大量培養用回転培養ベッセルや均質な大量の3次元組織の細胞塊を培養するために位置制御ソフトウェア
（CFC）、特徴抽出（ICCS）、大量細胞群位置決め制御アルゴリズム（FFMA）を開発・組込んだ3次元大量培養
（浮遊培養）装置「CellPet 3D-L」を開発し、50個の肝臓細胞の大量培養実験では当初の技術目標を達成した
●3次元組織ピックアップならびに3次元組織粉砕ユニットの開発に成功し、それらユニットを含む創薬スクリーニン
グ用自動化装置において、スクリーニング工程に適用可能であることを実証した
●iPS細胞をスフェロイド化で細胞培養ならびに継代作業を行う技術開発を推進し、iPS細胞用大量培養ベッセルなら
びに回転浮遊培養装置「CellPet 3D-iPS」、そしてスフェロイド培養されたiPS細胞を分散・小片化（フィルトレー
ション）を行う細胞小片化・分散装置「CellPet FT」を開発し、それらによってiPS細胞スフェロイドのままでの3継
代の継代培養に成功した
＜CellPet 3D-L＞

＜3次元組織粉砕ユニット＞

＜CellPet 3D-iPSとCellPet FTを用いて
継代培養したiPS細胞スフェロイド画像＞

製品・サービスのPRポイント
●適度なシェアーストレスをかけながら浮遊状態で細胞培養可能であり、
100%正常な培養組織（トリパンブルー陰性）【高品質】
●静置培養に比べ湿重量で3～5倍の組織の形成が可能で、培養時間が3
分の1に、iPS細胞では撹拌式に比べ培地コストは培養液の交換回数も
考慮すると10分の1以下を実現【低コスト】
●ベッセルは閉鎖系で撹拌式と比べコンタミの発生がない【高品質】
＜改良後のスクリーニング細胞用 ＜CellPet 3D-iPSの写真＞
大量培養ベッセル＞

実用化・事業化の状況
＜プロジェクト終了時の状況＞
・事業化に成功した段階
＜実用化・事業化の見通し＞
・3次元大量細胞培養装置については本事業終了後から2年間を目途に、また創薬スクリーニング用自動化装置（アッ
セイシステム）については継続する形で、パイロットユーザーとなる製薬メーカー（または川下にあたる製造業
者）との協業ならびに本研究開発の成果を実用化レベルまで改良・改善を進めることを計画する
企業情報：株式会社ジェイテックコーポレーション
事業内容：各種自動培養装置、高精度Ｘ線集光ミラーの
製造販売
所在地：〒567-0086 大阪府茨木市彩都やまぶき
2-4-35
URL：http://www.j-tec.co.jp

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：ライフサイエンス部 副部長 森田健一
TEL：06-6879-4973
E-mail：kenichi.morita＠j-tec.co.jp

バイオ
再生医療の実現に貢献する受託培養事業で使用される培地（培養液）の自動交換ユニット

プロジェクトの背景
・手作業による細胞培養は、作業者が休日も含め定期的に培地の交換をしなければならず手間とコストが掛かるの
に加え、安定した品質の細胞培養が難しいが、自動培養装置は市販されているものの大型で非常に高価(数千万～
1億円)なため、主に研究･開発段階で細胞を培養している大学や企業の研究者では導入が難しい

■プロジェクト名：既存の培養プレートを利用した自動培地交換ユニットの開発

・再生医療の実現に向けた法規制の緩和により、企業での受託培養が可能になるため、多くのベンチャー企業がこ

■対象となる川下産業：製薬業界、細胞等加工業界

の領域での受託培養事業に参入することが見込まれている

■研究開発体制：高砂電気工業(株)、東京大学、(株)リプロセル、(株)アクアテック

サポイン事業で実施した研究開発の内容

＜研究開発の目標＞
プロジェクトの概要

＜現行品＞

●近年iPS細胞の実用化が推進されているが、既存の自動培養装置は
大型、高額のため自動化がほとんど進んでいない
●本開発では研究者などからも上がった自動化ニーズに応え、小型
かつ低コストの自動培養装置の開発を行った

既存の培養プレートを利用した自動培地交換ユニットの開発
従来技術

新技術

新技術のポイント

・手作業による細胞培養、あるい

・使用者のニーズに合った、小型

・市販の培養プレートを使用した

は大型で高価な自動培養装置

かつ低コストでの自動培地交換

培地交換の自動化が可能となり、

が必要となる

ユニットによる細胞培養

人件費の負担が解消される

プロジェクトの実施項目

＜直面した課題と課題解決＞

●小型自動培地交換ユニットの構築（各ウェルへの均等な送液、 廃液
用ポンプの開発、 送液用ポンプの開発、小型コントローラーの開発）
●ディスポーザブル部分のコスト目標
●実際の細胞培養

サポイン事業の成果を活用して提供が可能な製品・サービス

直面した課題

問題解決のための手段

手段による影響

・使い捨て部分のコストを使い捨

・使用済チューブが交換できる精

・流路切り替え用のバルブなどが

てが許容できる程度に抑えるこ

度の良いポンプの開発、開発

不要になり、製品の大幅なコス

とで市場需要に適合すること

ポンプを組み込んだユニット

トダウンに成功

を構築

●小型安価で、市販の培養容器、インキュベーターがそのまま
使用可能な自動培地交換機能を持つ細胞培養装置

＜信頼性の高いペリスタポンプであり動作不良が
起こりにくい＞

製品・サービスのPRポイント（顧客への提供価値）

●iPS細胞の誕生により、細胞培養の産業化が大きな注目を浴びてい
るが、従来の自動培養装置は非常に大型で価格も1000万円クラス
であり、現状のラボスケールで、手軽に使える装置がなかった
●当社の培地交換システムは、ユーザーに幅広く受け入れられるよ
う、価格を13万円に抑え、インキュベーターなど、既存の資産を
活かせるので、導入し易い

研究開発の成果
●±10%以内の誤差での培地供給を可能とし、使い捨ての
ディスポ部をコスト削減した
●ポンプを精度が重要な一部のパーツを除き成型化し、
製品単価を大きく下げ、廃液用に開発した6chポンプを
培地供給側にも採用し、防水かつ電池駆動で最長1週間
程度装置を駆動させるコントローラーを開発した
●3,000円程度を本開発品のディスポーザブル部分の目標
販売価格とし、ディスポーザブル部品の成型化、ポン
プをチューブ交換式にする等により、部品の単価を下
げ目標販売価格をほぼ達成した
●抗生物質などを培地に入れない状態でiPS細胞を3日間培
養し、生存を確認することができた。また、iPS細胞以
外ではニワトリ胚心臓由来線維芽細胞の7日間の培養に
成功している

＜三次試作検証結果（iPS細胞 2～3日間）
データ提供：株式会社リプロセル殿＞

今後の実用化、事業化の見通し

●本事業により当社が参入を目指している再生医療周辺産業の国内市場規模は、2012年度の実績として170億円、2050年

実用化・事業化の状況
・サポイン終了時の段階：実用化間近の段階

度には1.3兆円に達する見込みであり、世界においては、2012年度で2,400億円、2050年度には15兆円と推計されている

・現在（2018年2月時点）：販路開拓、量産以降の段階

急速成長市場のため、本製品のニーズは世界的にも高まることが期待される

・海外に対する販路開拓も並行して実施中

●特に米国においては、国が再生医療周辺産業に対して巨額の投資を行うなど産業化に非常に力を入れており、より加速的
な市場成長が見込まれるため、当社の米国拠点を活用した販売機会も拡大している
●2016年10月から販売を開始し、すでに30台程度を受注。現在も多くの問い合わせをいただいている。また培地交換を用
いた関連のカスタマイズ製品等を含めると年間で1,000万円を越える受注金額となっている（2018年2月時点）

企業情報：高砂電気工業株式会社
事業内容：ソレノイドバルブ（電磁弁）およびポンプを
中心とする流体制御機器等の設計・製造・販売
住所：〒458-0801 名古屋市緑区鳴海町杜若66
URL：http://takasago-elec.co.jp/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：
TEL：052-891-2301
E-mail：info@takasago-elec.co.jp

特定ものづくり基盤技術「１２．測定計測技術」
１．デザイン開発技術
２．情報処理技術
３．精密加工技術

測定計測技術とは・・・

４．製造環境技術

○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

５．接合・実装技術
６．立体造形技術
７．表面処理技術

８．機械制御技術
９．複合・新機能材料技術
１０．材料製造プロセス技術
１１．バイオ技術
１２．測定計測技術

○具体的には、
・研究開発、製品等の製造行程や品質管理等、幅広い分野で用いられ、品
質を向上させ付加価値の高い製品等を市場に提供するために利用される等、
ものづくり技術を支える重要な基盤として必要不可欠な技術
・Ｘ線、超音波、赤外線、核磁気共鳴等を用いて物体や人体の表面や内部
構造を侵襲することなく検査する技術（非破壊検査）や固体、液体、気体、
真空中等の物質を測定する技術、真空中で発生した荷電粒子等を利用して
物質の表面分析する技術、さらに、測定結果を評価・分析・解析する技術
など

特定ものづくり基盤技術「１２．測定計測技術」
川下分野
共通

医療

課題及びニーズ
ア．高機能化
イ．計測機器のネットワーク化・センサフュージョン
ウ．小型化
エ．安全性・信頼性の確保
オ．省エネルギー化・エネルギーハーベスティング
カ．低コスト化
ア．生体親和性の向上及び人体にとって安心・安全
な技術
イ．使用者の感性価値の向上
ウ．利便性の向上
エ．センサネットワークソリューション（在宅健康管理シ
ステム、パーソナルヘルスケアサービス等）

環境・エネルギー

ア．環境アセスメント
イ．天然資源探索
ウ．エネルギーマネジメント
インフラ産業
ア．構造物の信頼性向上

自動車
ア．搭載数の増加に耐えうる小型化・軽量化
イ．高機能化
ウ．コスト競争力

川下製造業者等が抱える課題及びニーズ
川下分野

課題及びニーズ

スマートホーム
ア．搭載数の増加に耐えうる小型化・軽量化
イ．高機能化、エネルギー効率の向上
ウ．コスト競争力

農業
ア．ＩＴ、ＩｏＴを活用したシステムによる農業の生
産性向上
イ．農産物等・関連ビジネスの付加価値の向上
ウ．農産物等の海外展開

特定ものづくり基盤技術「１２．測定計測技術」

高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法

技術開発の方向性
①ＭＥＭＳ技術等の導入
②収集可能なデータの増加
（１）機能向上に対応した技術開
③情報通信技術の進展によるネットワークの高速化
発の方向性
④大容量化
⑤データ管理・分析技術の向上

（２）環境配慮に対応した技術開 ①自立電源機能
発の方向性
②超低消費電力機能

①大量生産に対応できるプロセス
（３）管理技術に対応した技術開
②歩留まり率の向上
発の方向性
③試験体・評価対象の整備

（４）ＩｏＴ、ＡＩ等を活用した
製品・サービスの高度化等に向けた
技術開発の方向性

①上記（１）から（３）までを踏まえたＩｏＴ、ＡＩ等を支える測定計測技術の高度化
②ＩｏＴ、ＡＩ等を活用した技術開発
a）センサ技術等を活用した信頼性の高いデータの取得・蓄積
b）ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による設備等の予知保全・遠隔保守、運用最適化、匠の技のデジタル化等を通じた測定
計測に係る技術開発の効率化・生産性向上
c）ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による新たなサービス創出

特定ものづくり基盤技術「１２．測定計測技術」
サポイン採択年度

プロジェクト名

研究開発事例
研究開発体制

平成26年度

内面欠陥検査・径測定・真円度測定を同時に可能にする
レーザー3次元内面検査装置の実用化開発

シグマ(株)、(国研)産業技術総合研究所、
(公財)ひろしま産業振興機構

平成26年度

革新的電気化学検出法を用いた
高感度エンドトキシン検査装置の開発

(株)インテリジェント・コスモス研究機構、(株)アイ・ティ・リサーチ、
東北大学原子分子材料科学高等研究機構

測定計測
機械部品の目視検査・測定の自動化を実現するレーザー3次元内面検査装置
刃

プロジェクトで実施した内容

＜研究開発の目標＞

■プロジェクト名：内面欠陥検査・径測定・真円度測定を同時に可能にするレーザー3次元内面検査装置の実用化開発
■対象となる川下産業：機械部品製造
■研究開発体制：シグマ(株)、(国研)産業技術総合研究所、(公財)ひろしま産業振興機構

プロジェクトの概要

内面欠陥検査と同時に径測定及び真円度測定を実施することにより、「検査精度の向上」と共に「設備コスト・
検査員コストの削減」「サイクルタイムの短縮」が可能なオンリーワン検査装置を実用化開発する
従来技術

新技術

新技術のポイント

・装置価格が高額な事と検査・測
定精度（更にワークにキズを付
けてしまう可能性も含め）が低
い為、自動化できていない

・内面欠陥検査と同時に径測定及
び真円度測定の自動化を可能に
する

・「検査精度の向上」と共に「設
備コスト・検査員コストの削
減」「サイクルタイムの短縮」
が可能なオンリーワン検査装置

＜直面した課題と課題解決＞

＜背景・目的＞

＜実施項目＞

・機械部品の加工工程で生ずる円筒形状の内壁の鋳巣、傷

●複数波長/距離データ収集のためのプローブヘッド機構の

やバリなどの欠陥は、製品の重大な問題の原因になるこ

開発

とがあり、コスト低減の為、多くの人手がかかっている

・レーザー照射機構の開発、レーザーによる超小型距離測

目視検査・測定の自動化は大きな課題である

定機構の開発、欠陥画像取得機構の開発

・内面欠陥検査・径測定・真円度測定の自動化に向けた個

直面した課題

問題解決のための手段

手段による効果

・ PSD （ position sensitive
detector）による内径、真円度
の計測実証を進めてきたが、デ
メリットが大きいことが明らか
になった

・CMOS（complementary metal
oxide semiconductor）を採用す
ることで位置が正確に素子精度
で保証できるプローブヘッド機
構の開発を進めた

・ヘッド内蔵のレーザー照射機構
としたことで、計測に対して安
定したレーザースポット照射と
計測精度向上を実現した

●ビッグデータを超高速に画像処理する技術の開発

別の装置化開発が行われているが、現状では、装置価格

・ハードウェア処理装置の開発

が高額な事と検査・測定精度（更にワークにキズを付け

●欠陥検査・測定を同時に実現するアルゴリズムの開発

てしまう可能性も含め）が低い為、自動化できていない

・処理アルゴリズムの開発、データ通信機構の開発

プロジェクトの成果を活用できる製品・サービス
＜装置構成概要＞
●内面欠陥検査と径測定及び真円度測定を同時に自動検査できる装置
●大量生産工程でのインライン全数検査による安心安全の担保
●スペース/生産性向上による省力化とコスト低減

製品・サービスのPRポイント
●検査・測定精度の向上
●インライン検査・測定コストの大幅な低減
●サイクルタイムの短縮

研究開発の結果
●複数波長/距離データ収集のためのプローブヘッド機構の開発
・レーザービームスプリッター、超小型変位計、欠陥画像取得機構
を設計試作し、各々を実装した量産プロト装置で実証が完了した
・超小型変位計の受光センサーをCMOS化し、内径測定精度
0.01mm以下、真円度測定精度0.1mm以下の目標値を達成した
●ビッグデータを超高速に画像処理する技術の開発
・ハードウェア処理装置および制御プログラムを設計試作し、基
礎・開発・量産の各々の検証プロト装置で実証が完了した
・量産プロト装置では、計測データと欠陥画像を同時に検査処理す
る実証が完了し、内径と真円度の検査と同時にCMOSの受光量の画
像データ化により実ワークの欠陥判定ができることを確認した
●欠陥検査・測定を同時に実現するアルゴリズムの開発
・ワーク内径変位量とCMOS素子上の受光位置の相関をテーブル化
するアルゴリズムと、ミラー及びプローブ軸の傾きの計測影響を補
正するアルゴリズムの組合せを量産プロト装置へ実装することによ
り判定実証が完了した
●販売可能な量産プロト装置の製作が完了した

＜欠陥画像取得機構の概略図と
実験イメージ＞

＜CMOS による画像化イメージ
＞
【開発装置画
【既存装置画
像】
像】

＜従来技術と新技術＞
従来技術

新技術

Ａ）内面欠陥検査
・検査員による目視検査
or

・検査装置での自動検査
Ｂ）内径測定
・検査員が装置を使って検査
or
・エアマイクロ装置で自動検査

レーザー３次元内面検査装置
３つを同時に自動検査

＜量産プロト装置＞

実用化・事業化の状況
＜プロジェクト終了時の状況＞
・事業化に向けた開発段階
＜実用化・事業化の見通し＞
・平成29年度は研究成果のプロトモデルをサンプルとして既存ユーザー（自動車業界）から提供していき、市場評
価と位置付けた評価を進行する
・ものづくり補助金等公的資金を活用しながら、本格的量産対応モデル（高速化・ロバスト強化）の開発に着手する
・平成30年度から自動車業界市場へ供給するための量産を開始し、以降、事業規模を拡大する

Ｃ）真円度測定
・検査員が栓ゲージで検査
or
・検査員が真円度測定器で検査

企業情報：シグマ株式会社
事業内容：自動車部品製造業
所在地：〒737-0012 広島県呉市警固屋9-2-28
URL：http://www.sigma-k.co.jp/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：LISカンパニー 次長 石倉靖大
TEL：082-426-6672
E-mail：ishikura@sigma-k.co.jp

測定計測
小規模透析施設でも導入可能な高感度エンドトキシン検査装置

プロジェクトの背景
・現在透析用に市販されているエンドトキシン測定装置には、チャールスリバー社製のEndosafe®-PTSTMが競
合品としてあるが、本体が70万円前後、カートリッジが1測定につき5,000円と保険点数（10点）に対して非
常に高コストであり、低コストの検査装置が期待されている
・透析現場では、以前から透析後の体調不良や長期透析合併症の原因が極微量のエンドトキシンであるといわれ、

刃

■プロジェクト名：革新的電気化学検出法を用いた高感度エンドトキシン検査装置の開発

患者のQOL（生活の質）および生存率向上のためにエンドトキシンの厳しい管理が求められている

■対象となる川下産業：医療・福祉機器、食品製造
■研究開発体制：(株)インテリジェント・コスモス研究機構、(株)アイ・ティ・リサーチ、
東北大学原子分子材料科学高等研究機構

サポイン事業で実施した研究開発の内容
＜研究開発の目標＞

プロジェクトの概要

●革新的な電気化学検出法を用いた電極チップと検査装置の高感度

エンドトキシン検査装置試作品

化、高再現性、大量・低コスト生産の課題を高度化目標として、
電極チップの設計製造技術を確立し、小型検査装置を開発する

小規模透析施設でも導入可能な高感度エンドトキシン検査装置
従来技術

新技術

新技術のポイント

・検査技師でも煩雑な操作が必要

・電気化学検出法を用いた電極

・誰でも簡単にかつ高感度に測定

であり、装置も高価である

でき、しかも低価格である

＜直面した課題と課題解決＞

プロジェクトの実施項目

●使い捨て電極チップを実現する技術の確立
●技術開発は検査装置の開発
●事業化に関する研究

サポイン事業の成果を活用して提供が可能な製品・サービス

チップと検査装置を開発する

① 検査装置

直面した課題

問題解決のための手段

・従来の電極形状では、5EU/Lが
検出限界であった

・形状は複雑になるが、くし型電
極を採用した、従来の3端子電
極構造では、検出感度に限界が
生じたため、ブレークスルーを
求めた

手段による影響
・1EU/Lの検出が可能となったが、
製造コストが若干上がった。構
造的に難しいくし形電極に変更
した結果、目標感度の問題をク
リヤーできた

② 電極チップ

●革新的な電気化学検出法を用いたエンドトキシン検査用電極チップ
●エンドトキシン検査用電極チップを用いた小型検査装置

＜製品の用途イメージ＞
製品の用途イメージ

製品・サービスのPRポイント（顧客への提供価値）

●測定と管理が非常に重要になっているエンドトキシンについて、
検査技師のいない医療現場でも、サンプルを滴下するだけで誰で
も簡単に安価に、しかも1EU/Lまで高感度に測定することが出来
る

研究開発の成果
●フォトリソグラフィー技術を用いて、くし型電極チップ（材質：Au）を製作し、測定時間60分でエンドトキシ
ン濃度1EU/Lを検出することが出来た
●Auではコスト高となるため、PdをベースにAu蒸着した電極チップを製作し、0、1、10EU/Lそれぞれ区別す
ることが可能であることを実証した
●微小電流を安定して測定することができる回路技術と基板の
＜ソフトウェア＞
実装技術を用いて、くし型電極に対応したデュアルポテン
ショスタット回路基板、恒温槽、高容量バッテリー、電極
チップ用コネクタなどの要素技術を組み合わせてくし型電極
チップに対応した1CHエンドトキシン検査装置試作機を完成
させることが出来た
●プロトタイプ電極チップを用いた総合的な検査装置の性能評
価では、エンドトキシン低濃度における再現性（相対標準偏
差）20%以内を達成できる見通しである

今後の実用化、事業化の見通し

●マーケットとして大きく、しかも日本薬局方の規制がない国内透析市場を優先的に開拓するが、規制緩和の兆しが
見えてきた国内の医薬品検査市場もターゲットに入れるべきと考える

実用化・事業化の状況
・サポイン終了時の段階：基礎研究が終了し、実用化に向けた開発の実施段階
・現在（2018年2月時点）：量産化に向けた再現性試験の実施段階

●次に海外市場を視野に入れて、柔軟な対応に変化してきたFDAの認可を取得するという段階的事業化戦略が望まし
いく、海外における医薬品の最終製品試験ではFDAの認可がとれている試薬と試験方法で行うことが必須である
●また国内では、移植医療はFDAのガイダンスに準拠してエンドトキシン検査を行っており、FDAの認可があれば販
売しやすいとみられる
●透析市場および医薬品市場とも国内市場より先進国と新興国を合わせた海外市場の方がはるかに大きく、川下企業
の海外子会社または海外代理店を通して、グローバル販売も視野に入れた活動を行っていくことが重要である

企業情報：株式会社アイ･ティ･リサーチ
事業内容：電子応用製品の開発･製造･販売
住所：〒983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷
8-7-9
URL：http://itresearch-itr.com/

本製品・サービスに関する問い合わせ先
連絡先：代表取締役 川端荘平
TEL：022-706-5383
E-mail：Kawabata@itresearch-itr.com

