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次世代 3D ものづくり加速化事業 

- デジタルものづくり高度設計技術者養成事業 [1] - 

スマートものづくり技術グループ  内田 富士夫、伊藤 亮、黒沢 憲吾 

加工技術グループ  加藤 勝、小松 和三、井上 真、 野辺 理恵 

素形材開発部  工藤 素 

 

Acceleration Project of Next Generation 3D Manufacturing 

- Digital Manufacturing Advanced Engineer Training [1] - 
Smart Manufacturing Technology Group Fujio UCHIDA, Ryo ITO and Kengo KUROSAWA 

Machining and Materials Processing Group Masaru KATO, Kazumi KOMATSU, Makoto INOUE and Rie NOBE 

Ecological Material Development Section Makoto KUDO 

抄録 

近年、3 次元 CAD/CAM/CAE/RP 等を活用したデジタルエンジニアリング技術は、3D プリンタによる新製品の

モックアップなどの試作開発技術から、3D プリンタで直接実製品を製作する AM（Additive Manufacturing）技術に

移行しつつある。そこで、本事業では、当センターがこれまで行ってきたデジタルエンジニアリング技術を県内企

業の技術課題に適用させ、生産効率・品質の向上及び低コスト化を目的に設計技術者の育成の支援を行った。 

［キーワード：3 次元 CAD/CAM/CAE、3D プリンタ、3D 鋳型積層造形機、AM ］ 

 

Abstract 

In recent years, digital engineering through 3D CAD/CAM/CAE/RP is shifting from prototype, such as mocking up new 

products with 3D printers, to additive manufacturing (AM), which is directly manufacturing final products with 3D printers. 

Therefore, in this project, we applied the digital engineering technology we have been doing to the technical issues of enterprises 

in the prefecture, and supported the training of design engineers for the purpose of improving production efficiency and quality 

and lowering costs . 

[ Key words: 3D CAD/CAM/CAE/RP, 3D-Printer, 3D-Sand Casting Meister, AM ] 

 

１．はじめに 

秋田県産業技術センターでは、これまでものづくりと IT を融合した「デジタルエンジニアリング技術」の向上

を図ることを目的に人材育成事業を進め、試作開発技術の向上、新規事業への進出支援を行ってきた。しかし、人

手不足、業務の効率化等の課題解消には至っていないのが現状である。そこで、本事業ではこれまでの人材育成事

業を応用発展させ、今年度より AI 開発やロボット活用技術等のコースを新設し、省力化・業務の効率化・コスト

低減を目指した”デジタルものづくり高度設計技術者育成事業”を行った。 

 

２．人材育成及び技術支援 

 本事業では、表 1 に示すように研修コースを 9 コース用意し、県内企業における技術課題を基に課題解決に向

けて研修を実施した。この研修は、「産業技術センター技術研修制度」を活用し、設備の操作方法については無料

対応として研修を行っているが、試作等によって材料等の消耗品が発生する場合は、設備利用料として対応した。

また、コース単体の受講だけでなく、「3D-CAD によるモデリング」、「構造解析・鋳造・射出成形シミュレーシ



- 47 - 

 

ョンによる最適設計」、「3D 樹脂プリンタ・3D 鋳型プリンタ等による試作」、さらに「3D 形状計測による寸法

計測」まで、設計から試作・評価までを組み合わせた内容で受講することも可能など、企業ニーズに合わせて対応

した。 

 

３．成果 

本事業による研修コース、研修概要及び研修実績（人日）を表に示す。 

表 デジタルものづくり高度設計技術者養成事業 研修コース 

 

合計 40 社：481 人日 

・研修事例紹介 

この事業を活用し、「3D-CAD による製品のモデリング技術」、「3D 鋳型プリンタによる造形技術」、「鋳造

シミュレーションによる鋳造方案の最適化技術」及び「非接触 3D デジタイザによる形状計測技術」に係る研修と

して、鋳造材料の凝固特性、鋳造方案の基礎、3D 鋳型プリンタの概要等の座学のほか、3D 鋳型プリンタによる砂

型造形や非接触 3D デジタイザによる計測実習を行った結果、これまで、外注に依頼していた鋳造方案設計、試作、

形状計測を内製化することが可能となった。これにより、製品開発期間の短縮、コスト低減を図ることができた。

また、この企業では研修で得た技術を社内での実用化のため、一連設備を導入したいとの要望により、企業に沿っ

た機種選定等の支援を行った。 

 

４．まとめ 

本事業にて県内企業を対象とした研修事業を実施した結果、県内企業の技術力向上及び新規産業への進出、省力

化への支援することができた。今後も県内企業の技術向上及び競争力向上を目指して実施する予定である。 

上記の研修の受講希望の方は、随時対応可能ですので当センター技術相談窓口にお気軽にご連絡ください。 
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次世代 3D ものづくり加速化事業 

- 3D ものづくりエボリューション事業 [1] - 

スマートものづくり技術グループ  内田 富士夫、黒沢 憲吾 

加工技術グループ  加藤 勝、小松 和三 

 

Acceleration Project of Next Generation 3D Manufacturing 
- 3D Manufacturing Evolution [1] - 

Smart Manufacturing Technology Group Fujio UCHIDA and Kengo KUROSAWA 

Machining and Materials Processing Group Masaru KATO and Kazumi KOMATSU 

 

抄録 

金属積層造形（AM）技術は次世代のものづくり技術として国内外で注目されており、製品の高付加価値化を図

る上で極めて重要な技術である。日本では、粉末床溶融結合方式（PBF）による試作開発が盛んに行われてきたが、

最近では材料が低コストで造形速度が速いことなどから指向性エネルギー体積方式（DED）も注目されている。

2020 年に開始した共同研究によりワイヤ・レーザ DED 方式の金属 AM 装置の運用を開始したが、複雑形状の造形

実績が乏しく、造形ノウハウの構築には至っていない。そこで本事業では、12 枚の翼を有する複雑形状インペラ

の造形を実施し、造形不良の対策指針や造形時間の短縮に関して検討した。 

［キーワード：積層造形、指向性エネルギー体積法、ワイヤ・レーザ DED ］ 

 

Abstract 

Metal additive manufacturing (AM) technology is attracting attention in Japan and abroad as a next-generation production 

technology, which is extremely important for adding high value to products. In Japan, the powder bed fusion (PBF) method has 

been widely used for prototype development, but recently, the directed energy deposition (DED) method is also attracting 

attention due to its low cost of materials and high deposition speed. However, the project has yet to build up its modeling know-

how due to a lack of experience in modeling complex geometries. Therefore, in this project, a complex-shaped impeller with 12 

blades was formed, and guidelines for countermeasures against forming defects and reduction of forming time were studied. 

[ Key words: Additive manufacturing, Directed energy deposition, Wire laser DED ] 

 

１．はじめに 

近年、金属 AM は次世代の高付加価値ものづくり技術として注目されており、全国の公設試験研究機関でも金

属 AM 装置の導入が進んでいる。金属 AM は、PBF 方式と DED 方式の 2 種類に大別される。前者は金属粉末をレ

ーザや電子ビーム等で溶融させて積層する方式であり、後者は造形箇所に供給された金属材料をレーザ等で溶融

させて積層する方式である。世界的には PBF 方式が広く普及しつつあり、国内でもこの技術に関する研究・活用

事例は多い。一方、DED 方式は PBF 方式よりも材料が安価で造形速度が速いことに加えて、基材と造形材が異な

る造形が可能であることから最近注目されている。すなわち、DED 方式は複合材料化が可能であることから、高

機能材料の使用量低減が期待できるため、資源の利用効率が高いこともメリットの一つと考えられている。 

当センターでは、三菱電機㈱産業メカトロニクス製作所との共同研究によりワイヤ・レーザ DED 方式の金属 AM

装置を活用した技術支援を開始した。本設備は、溶接ワイヤをレーザで溶融させて積層する方式（レーザ・ワイヤ

DED 方式）を採用しており、金属製品の生産性向上と廃棄ロス削減が期待できる。しかしながら、本方式に関す
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る研究例や造形実績は PBF 方式と比較して少なく、造形ノウハウの構築が急務とされている。そこで本事業では、

12 枚の翼を有する複雑形状インペラの造形を実施し、造形不良の対策指針や造形時間の短縮に関して検討した。 

 

２．ワイヤ・レーザ DED によるインペラ造形 

２－１ 造形条件 

造形には、三菱電機（株）産業メカトロニクス製作所との共同研究により設置したワイヤ・レーザ DED 方式の

金属 AM 装置を用いた。熱源には 2 kW のファイバーレーザーを用い、溶融時にはアルゴンガスをシールドガスと

して用いた。造形形状は 12 枚の翼を有するインペラであり、予め旋盤加工で仕上げた円錐状の SUS304 製の基材

に対して、翼形状のみを SUS630 製の溶接ワイヤ（直径 1.2 mm）を用いて造形した。造形に使用する NC データ

は、本装置専用の CAM を用いて作成した。本検討では、1 枚の翼が 5 本の造形パスで構成されるように設定した。 

また、レーザ・ワイヤ DED 方式の造形物は仕上げ加工が必須であることから、造形後には 5 軸制御立形マシニ

ングセンタ（オークマ（株）MU-400 VII）を用いて、切削加工を施した。 

２－２ 造形結果 

12 翼インペラの造形検討初期では、入熱不足が原因で生じるワイヤ固着・ヒゲ状欠陥や、ワイヤの送給方向や

高さセンサの誤検出など NC プログラムが原因で生じる造形破綻等、様々な造形不良が発生した。このため、NC

プログラムの修正に加え、造形速度を遅くすることで入熱量を増やすなどの対策を実施し、図(a)に示す 12 翼イン

ペラを造形することが可能となった。なお、造形時間は約 9 時間であり、検討初期と比較して約 40%短縮するこ

とに成功した。このことは、入熱量増加に伴い、造形量が増えたことで積層ピッチが大きくなり、検討初期よりも

少ない積層数で造形が完了したことが原因と考えられる。また、3D 形状計測システム（東京貿易テクノシステム

（株）VECTORON VMC7000M）を用いて 12 枚の翼形状データを取得し、形状検査を実施した結果、切削の加工

代が想定どおりに確保できていることを確認した。また、12 枚の翼形状を比較した結果、±0.2 mm の誤差範囲内

で造形できていることが判明した。図(b)に 5 軸制御立形マシニングセンタによる仕上げ加工後の 12 翼インペラを

示す。切削加工面を観察した結果、ボイド等は確認されなかったことから、内部欠陥が少ない造形条件を選定でき

たと考えられる。 

 

図 ワイヤ・レーザDED 方式で造形した 12 翼複雑形状インペラ：(a)積層造形後、(b)切削加工後 

３．まとめ 

12 翼の複雑形状インペラの造形条件を検討した結果、レーザ・ワイヤ DED 方式で複雑形状の造形を行う場合、

ワイヤ挿入方向及び入熱量の調整が造形欠陥の低減に有効であることを確認した。今後本技術で造形された金属

材料の組織・特性評価を進め、他の製造技術との差別化と適用先の拡充を図り、県内企業への技術移転を促進する。 
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5G 等を用いた遠隔作業システムの県内企業展開 

- IT とセンサを活用したデジタル化・リモート化のための技術構築 [1] - 

情報・電子グループ 

丹 健二、佐々木 信也、佐々木 大三、伊藤 亮、千葉 さおり、綾田 アデルジャン 

 

Development of Remote Work Systems using Telecommunication Technologies 

including 5G 

- Technology Construction for Digitization and Remoteization utilizing IT and 

Sensors [1] - 
Information and Electronics Group 

Kenji TAN, Shinya SASAKI, Daizo SASAKI, Ryo ITO, Saori CHIBA, and Adiljan AYATA 

 

抄録 

デジタルトランスフォーメーション（DX）はビジネスにおける効率を改善する。DX 推進が可能な人材育成を

目的とし、今年度、実践研修会（リアル IoT ハッカソン）、IoT 講座、ネットワーク講座、センサ講座を実施し

た。上記研修会においては、社会人のみならず、新たに中高生も参加した。また、教材をビデオ化することで、オ

ンデマンド講座を実現した。 

［キーワード：DX、IoT、ハッカソン、オンデマンド講座 ］ 

 

Abstract 

Digital Transformation (DX) improves operational efficiency in business. In order to cultivate human resources who are 

capable of DX promotion, we conducted practical workshop named "Real IoT Hackathon" and seminars which focused on IoT 

technology, network technology, and sensor technology in this fiscal year. Not only working people but also high school and 

junior high school students participated in the workshop. By making the teaching materials into videos, we have realized on-

demand seminars. 

[ Key words: DX, IoT, Hackathon, on-demand seminar ] 

 

１．はじめに 

人口減少に伴う人材不足への対策として、DX を用いた業務効率の改善は年々重要となっている。これに対応

すべく、秋田県では IoT、AI、センサ、ネットワークに関する講座、稼働中の工場を実践場所とする実践研修会を

通して、DX 推進に必要な人材育成を行ってきており、これまで多くの人材を育成してきた。また、上記人材が現

在では、人材を育成する側となり、更なる人材育成を行われている。今年度は、育成対象を更に広げた実践研修会、

教材のビデオ化によるセミナーのオンデマンド化を行った。 

 

２．DX 内製人材育成 

平成 28 年度から AI や IoT を活用した DX 推進に必要となる人材育成を実施してきた。今年度は、平成

30 年度に引き続き、稼働中の工場を同業他社問わずにハックし、デジタルを活用したソリューションを開

発、デプロイメントし、その有効性を評価していく実践研修会（リアル IoT ハッカソン）を開催した。その
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際、経済産業省の令和 3 年度事業である、AI 人材連携に中小企業課題解決促進事業「ニューノーマルに対

応したデジタル関連部活に対する新たな支援モデルの検証」

に、ハッカソン実施主体である本荘由利産学学振興財団が選定

されたことから、製造業等からの参加者の他、地域内の中・高

校生も参加し、共同で課題解決に取り組んだ。 

工場（主課題：加工精度向上のための環境温度計測制御）の

他、高齢者福祉施設（主課題:プライバシーを担保した高齢者見

守り）の 2 者が課題提供者となり、種々のセンシング処理やク

ラウド活用など、前回以上に広範囲な実践力を身につけられる

ハッカソンとなった。社会人チームが計測結果と可視化に重き

を置いたシステムを開発したのに対し、生徒チームは積極的に

制御まで踏み込んだ。これらの取り組みから次の利点を得るこ

とができた。 

・生徒の活動成果が直接的に地域企業の DX 化に貢献し、大会

などで勝利するのに匹敵するインセンティブが得られた。 

・産業界技術者が地元学校のデジタル部活のメンターになる

ことで、デジタルに精通した教師不足が補完できた。 

・地元企業の企業活動を知ったことで、将来的に地元就業機会

の創出にも寄与できる。 

・生徒の活動成果が地域企業の DX 化に貢献したことで、大き

なインセンティブが得られた。 

・産業界と教育界という異分野の相互関係により、互いに化学

変化・イノベーションが期待できる。 

 

３．IoT 研修のオンデマンド化 

これまで行ってきた講座が COVID-19 の影響で対面形

式が困難になった。そこで、オンデマンド講座を可能

にするため教材のビデオ化を行った。オンデマンド講

座のメリットは、日程や場所を選ばないため、受講者

の業務都合に合わせやすい、長時間の拘束が無い、一

時停止や巻き戻しできる、などがある。他方、デメリ

ットとして、説明が一方的になり受講者の理解度が把

握しづらい、受講者がその場で質問できない、などが挙げられる。これらデメリットを埋めるため、常にメ

ールでの質問を受け付ける体制をとり、テキスト中に例題などを設け、自分の理解チェックを促す仕組みを

整えた。また、対面式では、回路構築の方法はテキストと口頭での説明だけだったのに対し、ビデオ教材で

は、構築中の手元を撮影することで、作成方法を理解しやすくした。 

 

４．まとめ 

対象者を広げたリアル IoT ハッカソンにより、様々な効果を上げた。また、ビデオ教材を用いたオンデマ

ンド講座では、そのデメリットに対する様々な工夫により、受講者から好評を得た。 

図 2 ビデオ教材画面 

図 1 実践研修 

図 3 ビデオ教材 

図 3 ビデオ教材 
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5G 等を用いた遠隔作業システムの県内企業展開 

- ロボット遠隔操作技術の実証試験 [1] - 

スマートものづくり技術グループ  伊藤 亮、大竹 匡 

 

Development of Remote Work Systems using Telecommunication Technologies 

including 5G 

 - Demonstration Test of Remote Control Robot Technology [1] - 
Smart Manufacturing Technology Group Ryo ITO and Masashi OHTAKE 

 

抄録 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、人との接触を極力避ける働き方が求められるように

なり、ICT やロボティクス技術導入による遠隔監視や遠隔操作に対する関心が高まっている。本研究では、協働

ロボット遠隔操作システムによる実証実験を進めるとともに、安価なワンボードマイコンとオープンソースを用

いて、ロボット遠隔操作システム構築のための技術開発を行う。 

［キーワード：ICT、ロボティクス、省力化、遠隔監視、遠隔操作 ］ 

 

Abstract 

Due to the influence of COVID-19, working styles that avoid contact with people as much as possible have been required. 

Therefore, interest in remote monitoring and remote control by introducing ICT and robotics technology have been 

increasing. In this research, the demonstration experiment using remote control collaborative robot system is conducted, and 

we develop technology for remote-control robot system using an inexpensive one-board microcomputer and open source. 

[ Key words: ICT, robotics, labor saving, remote monitoring, remote control ] 

 

１．はじめに 

秋田県の課題として、少子高齢化に伴う人口減少があり、生産年齢人口の減少により、様々な業種において人

手不足が深刻化している。また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、人との接触を極力避

ける働き方が求められる等、労働環境の多様性が高まっている。そのため省力化、省人化、生産性向上につなが

るオートメーション技術やロボティックス技術、さらに ICT を活用した遠隔監視や遠隔操作技術に対する期待が

高まっている。しかしながら県内企業において、ロボティクス技術や遠隔操作技術に関する知見は十分に浸透し

ておらず、技術導入の障壁となっている。 

本研究では、協働ロボット遠隔操作システムによる実証実験を進めることで、ロボティクス技術や遠隔操作技

術に関する技術普及を行う。また、安価なワンボードマイコンやオープンソース等を用いて、ロボット遠隔操作

システム構築のための技術開発を行う。これらの技術を県内企業等に普及することで、ロボティクス技術および

遠隔操作技術に関する内製化人材育成を行うとともに、魅力ある県内企業の育成および企業価値向上に貢献する。 

 

２．超音波診断に関するロボット遠隔操作実証実験 

超音波は、市場に存在する様々な医療用画像診断モダリティの一つである。超音波診断装置にはプロー

ブが装備されており、プローブから高周波の超音波が患者の体内に送信され、体内の器官によってプロー
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図 1 協働型ロボット向け超音波プローブ把持治具 

図 2 ロボット遠隔操作の様子 

ブに反射されることで映像化される。超音波診断装置は、肝臓、腎臓、血管、心臓、人間の胎児、その他

の臓器の視覚化等に使用される。しかしながら、信頼性の高い超音波診断画像を得るためにプローブを扱

う施行者に熟練技術が求められる。 

近年、ポータブルタイプの超音波診断装置等が販売されている。患部にプローブを当てると、専用のタ

ブレット等でエコー画像を確認することができる。またインターネット等を介して、遠隔地にいる人とエ

コー画像を共有することができ、相談などをすることができる。 

本研究では、秋田大学大学院医学系研究科と共同で、ポータブル超音波診断装置と協働ロボット遠隔操

作システムを活用した超音波診断に関するロボット遠隔操作実証実験を行った。遠隔地にいる熟練技術を

有した施行者が、プローブを備えたロボットを遠隔操作し、信頼性の高い超音波診断画像が得られるかの

実証実験を行った。図 1 に協働型ロボット向け超

音波プローブ把持治具を示す。3 次元 CAD シス

テムを用いて治具の設計開発を行い、3D プリン

タで試作を行った。図 2 および図 3 に実証実験に

おけるロボット遠隔操作の様子とエコー画像取

得の様子を示す。実証実験を通じて、ロボット遠

隔操作に対して操作者の慣れは必要であったが、

ポータブル超音波診断装置および協働ロボット

遠隔操作システムを活用することで、遠隔地から

信頼性の高い超音波診断画像が得られると分か

った。 

 

３．まとめ 

ポータブル超音波診断装置と協働ロボット遠隔操作システムを活用した、超音波診断に関するロボット遠隔操

作実証実験を行った。本実証実験を通じて、医療分野における遠隔操作に関するニーズの掘り起しに加えて、3D

プリンタなどを活用した迅速なソリューションの提案を実現した。次年度以降、多様な分野における遠隔操作に

関するニーズの掘り起こしを行うとともに、オープンソース等を活用した遠隔操作に関する技術開発を行ってい

く。 

図 3 遠隔でのエコー画像取得の様子 

把持治具 

超音波プローブ 
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素形材加工技術による生産性向上・新商品開発支援 

- 難削材・難形状品の高能率加工技術の企業展開 [1] - 

加工技術グループ  加藤 勝、小松 和三 

 

Productivity improvement and new product development with material processing 

- Development of High Efficiency Processing Technology of Difficult-to-cut 

Materials and Complex Shape Parts [1] - 
Machining and Materials Processing Group Masaru KATO and Kazumi KOMATSU 

 

抄録 

近年、3D CAD/CAM/CAE/RP を活用したデジタルエンジニアリング技術は、3D プリンタによる新製品のモック

アップなどの試作開発技術から、3D プリンタで直接実製品を製作する AM（Additive Manufacturing）技術に移行し

つつある。当センターでは、三菱電機（株）名古屋製作所との共同研究により、三菱電機（株）製ワイヤ/DED 方

式による金属 3D プリンタを導入した。本事業では、金属 3D プリンタにより造形されたインペラモデルに、5 軸

制御マシニングセンタで切削による仕上げ加工を実施し、その加工プロセスの検討を行った。 

［キーワード：3D CAD/CAM/CAE、金属 3D プリンタ、5 軸制御マシニングセンタ、難削材 ］ 

 

Abstract 

In recent years, digital engineering through 3D CAD/CAM/CAE/RP is shifting from prototype, such as mocking up new 

products with 3D printers, to additive manufacturing (AM), which is directly manufacturing final products with 3D printers. The 

wire/DED metal 3D printer has been installed in our center through joint research with Mitsubishi Electric Corporation. In this 

project, the impeller parts were produced by the wire/DED metal printer and the finish cut was done by the 5-axis control 

machining center. The cutting conditions for the finishing of the impeller parts were established. 

[ Key words: 3D CAD/CAM/CAE/RP, Metal-3D -Printer, 5-axis control machining center, Difficult-to-cut materials ] 

 

１．はじめに 

近年、切削加工や各種成形加工など、従来手法での製造が不可能な形状を作る方法として、金属 3D プリンタ

の導入や活用が進み始めている。海外では医療器具や高級車、航空機などの分野で取り入れられ、少量品の製造手

法として活用が広がっている。日本でも金属 3D プリンタの重要性は、2014 年の技術研究組合次世代 3D 積層造形

技術総合開発機構（TRAFAM）による経済産業省「三次元造形技術を核としたものづくり革命プログラム‐次世

代産業用 3D プリンタ技術開発‐」プロジェクト並びに、内閣府による SIP プロジェクトの実施以降、急速に認識

され、徐々に普及し始めている状況である。 

こうした中、当センターでは、三菱電機（株）名古屋製作所との共同研究により、三菱電機（株）製ワイヤ/DED

方式による金属 3D プリンタを導入した。本事業では、金属 3D プリンタにより造形されたインペラモデルに 5 軸

制御マシニングセンタで切削による仕上げ加工を実施し、その加工プロセスの検討を行った。 
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２．インペラモデルの切削加工について 

 当センターの金属 3D プリンタは、ワイヤ／DED（Direct Energy 

Deposition）方式と呼ばれ、ワイヤ状態の金属材料を供給しながらレ

ーザビームを照射し、溶融した金属材料を堆積させて積層造形する。

切削加工の対象としたインペラモデルは直径 244 mm×高さ 103 mm

であり、図 1 に示すようにハブ面状態（富士山のような形状：材質

SUS304）まで旋盤等で切削加工後、金属 3D プリンタで翼（材質：

SUS630）のみを 12 枚造形した。造形時間は約 11 時間であり、造形

完成後のインペラモデルを図 2 に示す。この積層造形ワークを 5 軸

制御マシニングセンタ（オークマ（株）製 MU-400 VⅡ）で切削によ

る仕上げ加工を行った。NC プログラムは 3 次元 CAD/CAM ソフト

（Mastercam）で作成し、NC 検証ソフト（G-NAVI）で動作シミュレ

ーションした。多数の工程を経て切削加工を行ったが、紙面の関係

上、2 点の工夫した工程について述べる。 

２－１ 翼と翼の間の荒加工 

一般的に削り出しからインペラを加工する際は、翼と翼の間の

荒加工が最も時間がかかるが、積層造形のインペラはこの工程

を大幅に削減できる可能性がある。最初は削り出し状態を想定

して荒加工パスを作成し切削加工した結果、翼間の総荒加工時

間は 156 時間であった。そこで、積層造形されたインペラを 3

次元測定器（VECTORON）で計測し、その STL データから翼間

の輪郭形状を抽出して荒加工パスを作成し切削加工した結果、

翼間の総荒加工時間を半分以下の 77 時間に短縮することがで

きた。 

２－２ 翼面の仕上げ加工 

図 3 に切削仕上げ加工後のインペラモデルを示す。翼面の加工は、

ボールエンドミルではシャンク部分が翼に干渉することから、先端

が球状のキャンディミルと呼ばれる工具を用いて加工した。また、

翼面をシュラウド面からハブ面にかけて 4 面に分割し、12 翼をシュ

ラウド面方向からハブ面方向へ順番に中加工を行い、最後に 1 つの

翼面全体を仕上げ加工することにより、工具摩耗による仕上げ面状

態の悪化を改善することができた。 

 

３．まとめ 

金属 3D プリンタで造形されたインペラモデルを対象に、5 軸制御マシニングセンタで切削による仕上げ加工を

実施した。段取り方法や加工工程の検証、STL データの活用や不具合対策等のノウハウを蓄積することができたと

ともに、積層造形による部品製造の有効性を確認することができた。今後も金属 3D プリンタを活用したものづく

り技術の普及を図るべく、加工データの蓄積を図っていく予定である。 

最後になりましたが、切削加工の NC プログラム作成に際し、（有）ファインデータの藤巻 勇登 氏に多大な

ご協力を賜りましたことに感謝致します。 

 

図 2 積層造形後のワーク形状 

 

図 1 積層造形前のワーク形状 

図 3 切削仕上げ加工後のワーク形状 
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素形材加工技術による生産性向上・新商品開発支援 

- 機能性材料の開発と県内企業展開 [1] - 

機能性材料・デバイスグループ  菅原 靖、関根 崇、岸 初美 

企画事業部  杉山 重彰 

秋田大学理工学部  仁野 章弘、泰松 斉 

 

Productivity improvement and new product development with material processing 

 - Developing in Manufacturers in Akita Area [1] - 
Functional Materials and Device Group Yasushi SUGAWARA, Takashi SEKINE and Hatsumi KISHI 

Planning Affairs Section Shigeaki SUGIYAMA 

Akita University Akihiro NINO and Hitoshi TAIMATSU 

 

抄録 

(1) 1600℃で焼結した WC-x mol%SiC（x = 5～50）組成焼結体の高温耐酸化性を評価した結果、600 ℃で 4 hr 保

持した場合は、x = 5～40 の焼結体で形状変化はみられなかったが、x = 50 の焼結体は崩壊した。800 ℃で 4 hr 保

持した場合は、全ての焼結体で崩壊が起きた。 

(2) 1600 ℃で焼結した WC-x mol%SiC（x = 5～50）組成焼結体の耐薬品性を評価した結果、水酸化ナトリウム溶

液に浸漬した焼結体の重量減少量は超硬と同等であったが、硝酸溶液に浸漬した焼結体の重量減少量は超硬より

も著しく少なく、焼結体は酸性溶液に対して優れた耐薬品性を有していた。 

［キーワード：通電加圧焼結、WC-SiC基セラミックス、高温耐酸化性、耐薬品性 ］ 

 

Abstract 

(1) As a result of the high temperature oxidation resistance of the WC-x mol%SiC (x = 5-50) ceramic sintered at 1600 ℃, when it was 

held at 600 °C for 4 hours, the shape change was not observed in the ceramic of x = 5-40, but x = 50 ceramic collapsed. When held at 

800°C for 4 hours, all ceramic collapsed. 

(2) As a result of the corrosion test of the WC-x mol% SiC (x = 5-50) ceramic sintered at 1600 ℃, the weight loss soaked in sodium 

hydroxide solution was the same as cemented carbide, but in nitric acid solution was significantly lower than cemented carbide. WC-x 

mol% SiC (x = 5-50) ceramic had excellent corrosion resistance to acidic solutions. 

[ Key words: Reactive resistance-heated hot pressing, WC-SiC based ceramics, high temperature oxidation resistance, corrosion test ] 

 

１．はじめに 

WC は高硬度、高ヤング率、高熱伝導率等の優れた特性を有しており、高性能な切削工具や耐摩耗部材に利用

されている。WC は加圧焼結を行っても緻密化しにくい難焼結体であるため、コバルト等の金属を添加して液相

焼結を行い、緻密な焼結体を作製している。しかし、コバルト添加により硬度とヤング率は著しく低下し、耐食

性も低下することが知られている。金属無添加の WC 基複合材料として、当センターと秋田大学では、WC に SiC

を添加した複合セラミックスを開発し、優れた機械的性質を有することを明らかにしてきた。 

本研究では、WC に SiC を添加した複合セラミックスについて、高温耐酸化性および耐薬品性について検討を

行った。 
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図 2 焼結体の重量減少量 

２．実験方法 

原料の WC 粉末、SiC 粉末を WC-x mol%SiC（x = 5,10,20,30,40,50）組成になるように秤量の後、ボールミルを

用いて湿式混合し、混合粉末を調製した。混合粉末をグラファイト型に充填し、通電加圧焼結装置を用いて

1600℃、50 MPa、10 min 保持の条件で焼結し、直径 20 mm、厚さ 5 mm の焼結体を作製した。 

高温耐酸化性は、電気炉内に焼結体を設置し、室温から昇温速度 8 ℃/min で 400 ℃、600 ℃、800 ℃の各温度

に昇温し、4hr 保持した後に室温まで放冷し、形状変化の有無と重量変化率から評価した。 

また、耐薬品性は、アルカリ性の水酸化ナトリウム、酸性の硫酸、硝酸の各 3 %溶液 50 ml に焼結体 1 個を浸

漬し、室温で 168 hr 放置し、浸漬前後の重量変化を測定して評価した。 

 

３．実験結果 

３－１ 焼結体の高温耐酸化性 

図 1 に、600 ℃に昇温した WC-x mol%SiC 組成焼結体の外観を示す。

x = 5～40 の焼結体では形状変化は認められなかったが、x = 50 組成の焼

結体は完全に崩壊した。一方、400 ℃に昇温した場合では、全ての組成

の焼結体において形状変化は起こらず、また 800 ℃に昇温した場合で

は、全ての焼結体で崩壊が確認された。昇温前後の重量変化率は、400 ℃

昇温の全ての組成および 600 ℃昇温の x = 5～40 の組成で 0 %であった

が、600 ℃昇温の x = 50 組成では 4.0 %、800 ℃昇温では 2.8 %（x = 5）

～4.8 %（x = 50）を示した。重量増加は、焼結体の酸化に起因すると考えられ

る。 

３－２ 焼結体の耐薬品性 

図 2(a)に 3 %水酸化ナトリウム溶液、(b)に 3 %硫酸溶液、(c)に 3%硝酸溶液

に浸漬した WC-x mol%SiC 組成焼結体の重量減少量を示す。アルカリ性の水酸

化ナトリウム溶液への浸漬では、焼結体の重量減少量は 1.0 g/m2（x = 30）～2.4 

g/m2（x = 50）となり、超硬の重量減少量 3.3 g/m2とほぼ同等であった。一方、

酸性の硫酸溶液への浸漬では、超硬の重量減少量 81.0 g/m2 に対して焼結体は

1.5 g/m2（x = 50）と小さく、さらに硝酸溶液への浸漬では超硬の 595 g/m2に対

して焼結体は 1.9 g/m2（x = 30）に留まり、焼結体は酸性溶液に対して優れた耐

薬品性を有することが明らかになった。超硬はコバルトを含むため、酸性溶液

中ではコバルトの溶出が起こり、大きな重量減少量を示したが、焼結体はコバ

ルトフリーのため小さな重量減少量に留まったと推察される。 

 

４．まとめ 

(1) WC-x mol%SiC（x = 5-50）組成焼結体は、600 ℃で 4 hr 保持した場合、x 

= 5～40 の焼結体で形状に変化はみられなかったが、x = 50 の焼結体では崩壊

した。800 ℃で 4 hr 保持した場合は、全ての焼結体で酸化に伴うクラックの発

生や崩壊が認められた。 

(2) WC-x mol%SiC（x = 5-50）組成焼結体の重量減少量は、水酸化ナトリウム

溶液中では超硬と同等であったが、硝酸中では超硬よりも著しく小さく、焼結

体は酸性溶液に対して優れた耐薬品性を有することが明らかになった。 
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図 1 600 ℃に昇温した焼結体の外観 
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素形材加工技術による生産性向上・新商品開発支援 

- プラスチック成形基盤技術強化事業 [1] -  

加工技術グループ  野辺 理恵 

素形材開発部  工藤 素 

 

Productivity Improvement and New Product Development with Material Processing 

- Improving Fundamental Technologies in Polymer Processing [1] - 
Machining and Materials Processing Group Rie NOBE 

Ecological Material Development Section Makoto KUDO 

 

抄録 

木粉やセルロースナノファイバーなどの木質バイオマスと複合化したプラスチック材料は、プラスチックの持続

可能なプラスチック材料として、ますます注目されてきている。木質複合化材料は含水率が高いため、射出成形時

にはガス焼け、シルバー等の成形不良が発生することがある。本報では、木質複合材料を用いてベント式射出成形

を行い、ガス焼け不良への有効性や力学特性について知見を得ることができた。 

［キーワード：射出成形、ベント成形、木粉、セルロースナノファイバー、複合化材料 ］ 

 

Abstract 

Wood-polymer composites (WPC) are thermoplastic compounds containing woody biomass, for instance, wood powder and 

cellulose nanofiber. Although WPCs have attracted increasing attention as sustainable polymeric materials, the molding defects, 

such as burning and silver streak, can be seen easily during injection molding process due to their high moisture content. This 

paper describes the mechanical properties and effects on the burning of WPCs through vented injection molding. 

[ Key words： injection molding, vented injection molding, wood powder, cellulose nanofiber, composites ] 

 

１．はじめに 

プラスチックの歴史は、1835 年にポリ塩化ビニルが発明されて以来、1909 年にベークライトが合成樹脂の第一

号として工業化された。1960 年代には汎用プラスチックが多くの日用品に採用され、その後 1970 年代には工業

用部材として機能化されたエンジニアリングプラスチック、1980 年代にはさらに高機能なスーパーエンジニアリ

ングプラスチックが開発され、今ではあらゆる工業製品に使用されている。プラスチックは、製品の軽量化が図ら

れるほか、大量生産がしやすく、曲面・複雑形状も効率的に加工できることから金属材料に代わる新たな素材とし

て発展してきた。現在、プラスチックには様々な種類があり、透明性ばかりでなく、着色・メッキ等の加飾の自由

度が高いなど意匠性に優れた特徴を有し、また耐薬品性、耐熱性、耐候性、摺動性、導電性など様々な機能を付加

することができることから日用品、電気製品、情報機器、輸送機械など多くの工業製品に適用されている。特に、

日本のプラスチック成形加工は、微細形状、複雑形状を有する製品を高品質、高精度に製造できる生産技術力を誇

っており、金型技術も含めて高度経済成長を支えてきた基盤技術の一つである。 

プラスチック製品は、積極的に生産され続けた一方で、その廃棄物は自然分解が難しく、環境に流出した場合は

長期的に亘って残留することが大きな問題となっている。中でも微細なプラスチックゴミであるマイクロプラスチ

ックは、海洋プラスチック問題となり深刻化するなどプラスチックの環境対策への対応が急加速してきている。 
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プラスチック資源循環促進法が 2022 年 4 月から施行されることとなり、そこでは「捨てることを前提としない

経済活動をする」ことが掲げられている。特定プラスチック使用製品が対象となっているが、今後秋田県のプラス

チック製品製造企業においても SDGs 実現、エコマテリアル、バイオマスプラスチック、海洋分解プラスチック、

脱プラスチック、カーボンニュートラルなどの環境対策を強く意識した「ものづくり」が極めて重要と考える。 

本事業では、新技術の導入、独自技術の開発、生産技術の改善による企業支援を目的に、プラスチック材料、射

出成形技術、金型技術など成形加工技術に係わる技術開発を行う。今回は、木質バイオマスである木粉複合材料と

セルロースナノファイバー（CNF）複合材料を用いてベント射出成形による成形加工性を評価したので報告する。 

 

２．木質バイオマス複合材料のベント式射出成形 

環境にやさしいプラスチックの利用手法には木粉などの木質バイオマスとの複合化がその一つとして挙げられ

る。木粉複合化材料はウッドプラスチックと称されるなど様々な製品が開発されている。また、昨今では木粉やパ

ルプをさらに解繊したセルロースナノファーバー（CNF）が注目を集めている。CNF は、鉄鋼の 1/5 の軽さでそ

の 5 倍以上の強度を有すると言われており[1]、これまでの研究においても軽量化、高強度化が期待されるプラスチ

ックの利用技術について検討してきた。木粉、CNF などの木質材料は含水率が高く、その水分は射出成形加工に

おいてはガス焼け、ショー-とショット、シルバー等の不良の原因となる。本報ではベント式射出成形機[2]を用い

た木粉（WP）複合化材料、CNF 複合化材料の成形性や力学特性について検討した。 

供試材料は、30 %WP/PP（日本ポリプロ（株）製）と 10 ％CNF/PP（日本製紙（株）製）、10 ％CNF/PA6

（日本製紙（株）製）を用いた。30 %WP/PP は未乾燥材料を用いて、ベント式射出成形と従来式射出成形にて試

験片を作製し、型内の樹脂圧計測など流動性を評価した。10 ％CNF/PP と 10 ％CNF/PA6 は、乾燥材料（105 ℃

/12 時間）と未乾燥材料を用いてベント成形にて試験片を作製し、その力学特性を評価した。その結果、30%WP/PP

は従来式の型内樹脂圧（80 MPa）と比較してベント式の型内樹脂圧（74 MPa）は 8 ％の低減が確認されたほか、

ガス焼けの解消も確認された（図 1）。また、乾燥材料と未乾燥材料の比較では、10 ％CNF/PP と 10 ％CNF/PA6

のそれぞれの引張強度の低下はなく（図 2，3）、未乾燥材料でも同等の力学特性が得られることが確認された。 

 

図 1 最終充填箇所のガス焼け解消     図 2 10 ％CNF/PP 引張特性   図 3 10 ％CNF/PA6 引張特性 

 

３．まとめ 

環境にやさしいプラスチックの利用技術として、木粉複合材料、CNF 複合材料を用いて、ベント式射出成形の

流動性、力学特性について評価を行った。その結果、型内樹脂圧の低減、ガス焼け不良解消のほか、未乾燥の材料

でも引張強度が低下しないことが確認された。 

文  献 

[1] 矢野浩之，セルロースナノファイバーとその利用，日本ゴム協会志（2012） 

[2] 野辺理恵ほか，フィラー高充填樹脂コンポジットの精密成形技術の開発，秋田産技セ業務年報（2020） 
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素形材加工技術による生産性向上・新商品開発支援 

- プリンテッドセンサシステムの県内企業展開 [1] - 

企画・事業推進班  熊谷 健 

 

Productivity Improvement and New Product Development with Material Processing 

- Dissemination of Printed Sensor System to Companies in the Prefecture [1] - 
Planning Affairs Section Ken KUMAGAI 

 

抄録 

プリンテッドエレクトロニクス（PE）は、さまざまな基板上に電子回路、デバイスを作成するために使用され

る一連の印刷方法である。PE は露光や現像といった工程を印刷に置き換えるもので、低コスト化、省エネ化、生

産性向上、廃棄物削減などの環境調和性の点でも期待されている。本研究では、実用化に向けた薄型温度センサ

の製作手法の検討を行った。 

［キーワード：プリンテッドエレクトロニクス、ディスペンサー印刷、導電性接着剤、薄型温度センサ ］ 

 

Abstract 

Printed electronics (PE) is a series of printing methods used to create electronic circuits and devices on various substrates. 

PE replaces processes such as exposure and development with printing and is also expected from the point of environmental 

harmony such as low cost, energy saving, productivity improvement, waste reduction, and the like. In this research, we 

examined the manufacturing method of a thin temperature sensor for practical use. 

[ Key words: printed electronics, dispenser printing, conductive adhesive, thin film temperature sensor ] 

 

１．はじめに 

プリンテッドエレクトロニクス（PE）を応用した製品は、有機 EL ディスプレイ、フレキシブルな太陽電池、

センサ技術、デジタルサイネージ、照明など、非常に多岐に渡っている。IoT 時代では、大量のセンサを製造す

るために革新的な製造プロセスが必要となり、印刷プロセスは、低価格で様々な種類を製造する最も費用効果が

高い製造方法の 1 つである。そこで本報では、印刷プロセスの一つの方法であるディスペンシング方式により製

作した薄型温度センサの抵抗値制御について報告する。 

 

２．薄型温度センサ抵抗値制御の検討 

前報では、ロボットディスペンサーIMAGE 

MASTER 350PCSmart（武蔵エンジニアリン

グ（株））と導電性接着剤 CR-2800（化研テ

ック（株））を使用し、ポリイミドフィルム

（125 μm）に塗布して製作した測温抵抗体

（RTD）タイプのセンサを紹介した。RTD は

温度変化によって抵抗値が変化するが、温度

変化と抵抗値の変化との間には一定の関係

図 1 導電性接着剤 SEM 画像 加熱前（左）、加熱後（右） 
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がある。市販の RTD である Pt100 は 0℃において皆 100 Ωを示すが、自作した RTD の抵抗値にはバラツ

キがあり、抵抗値から温度へ変換する式を RTD 毎に用意しなければならないため、抵抗値の制御に取り組

んだ。CR-2800 はエポキシ系バインダーと銀の導電粒子を使用する導電性接着剤であるが、加熱によるバ

インダー樹脂の硬化の際の収縮で導電粒子同士が接触し電気伝導が生じる。走査電子顕微鏡により加熱前

と加熱後の導電性接着剤を観察した結果を図 1 に示す。加熱により銀粒子同士の距離が縮まっていること

を確認できたが、様々な加熱温度・時間を試したものの、結果的には抵抗値のバラツキを解消することは

できなかった。 

 

３．正規化抵抗値の導入 

 各温度センサの電気抵抗値にバラツキがあるという前提で、正規化し

た抵抗値を用いて温度変換式を求めた。図 2 に示す通り銅角棒に自作

RTD と市販のフィルム型 RTD（CF4V0820、坂口電熱（株））を並べて、

両面テープ等で固定し、銅角棒をヒーターで加熱した。 

 

 

式(1)においてR0は 25 ℃での自作 RTD の抵抗値とし、市販 RTD の温度

とその温度での自作 RTD の抵抗値 R から s を算出して作成した 

散布図から線形近似曲線を求めた結果を図 3 に示す。 

 

 自作 RTD 使用時には抵抗値をこの近似式に代入することにより温度を求めることができる。今後新たに RTD

を自作してそれぞれの抵抗値にバラツキが存在しても、予め 25℃での抵抗値を求めるだけでよい。線形近似式 y 

= 0.2868073689 x - 7.1641918814 を 2 つの自作 RTD に適用して求めた温度を図 3 に示す。市販 RTD 温度とその温

度での自作 RTD との温度差を散布図としているが、RTD1 の方が RTD2 よりも市販 RTD との差が少ないという

結果になった。抵抗値にバラツキがあっても一つの温度変換式で済むというのが正規化抵抗値を導入する利点で

あるが、図 4 に示す通り求めた線形近似曲線は小数点以下まで完全に一致するということはないため、式の選択

によりどのような変化があるかについては、今後データを積み重ねて検証していく必要がある。 

 

４．まとめ 

 正規化抵抗値を導入し、導電性接着剤を使用して製作した測温抵抗体の抵抗値のバラツキを補正した。今後

は実用化に向けセンサの更なる信頼性向上を目指す。 

図 3 正規抵抗値を導入した温度変換式 

RTD1 抵抗値から求めた式 

RTD2 抵抗値から求めた式 

� �
∆�
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�
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��

   � 100% (1) 

図 4 市販センサと自作センサの温度差 

RTD1 

RTD2 

図 2 自作センサ（RTD1、2 と市販セ

ンサ） 

RTD1 RTD2 

市販センサ 
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素形材加工技術による生産性向上・新商品開発支援 

- 県内企業への CFRP 成形技術事業展開 [1] - 

加工技術グループ  藤嶋 基 

素形材開発部  工藤 素 

 

Productivity Improvement and New Product Development with Material Processing 

- Development of CFRP Molding Methods in Akita Prefecture [1] - 
Machining and Materials Processing Group Motoi FUJISHIMA 

Ecological Material Development Section Makoto KUDO 

 

抄録 

炭素繊維強化熱可塑性プラスチック（CFRTP）は大量生産、低コスト化、リサイクル性に優れていることから

様々な分野で利用が拡大している。本事業では CFRTP のプレス成形における製品開発のコスト削減を目的に金

型の材料を金属から樹脂へ変更し、機械加工工程を削減した。また、この樹脂型を用いて CFRTP の試作を行い、

成形条件を検討した。 

［キーワード：炭素繊維強化熱可塑性プラスチック、樹脂型、プレス成形 ］ 

 

Abstract 

Carbon fiber-reinforced thermoplastics (CFRTP) has been widely used in various industries because of its ability as 

productivity, low cost, and recyclability. This project aims to reduce the cost of the product development. The mold material 

for CFRTP press molding was replaced from the metal to resin for reducing the machining process, and the molding 

conditions of CFRTP press molding were examined by using this resin mold. 

[ Key words: carbon fiber-reinforced thermoplastics, resin molds, press molding ] 

 

１．はじめに 

炭素繊維強化プラスチックは軽量高強度であることから、自動車、航空機といった輸送機器からスポーツ用品

等身近な製品まで利用が拡大しており、今後もさらなる利用の増加が見込まれている。炭素繊維強化プラスチッ

クの成形法は多種多様であるが、高強度であるため成形用金型にも強度が求められている事が特徴である。一般

に金型の製作費用の構成割合は概ね材料費 20 ％、加工費 70 ％そして管理費 10 ％といわれている[1]。この構成

割合は簡易金型、量産金型であっても変わらず、金型製作における加工費用は製造業者にとっても大きな負担と

なっている。この部分が削減可能であれば製品開発コストや製品価格を下げる可能性が大きい。 

本研究ではプレス成形時の製品開発コスト削減を目的に成形対象物を樹脂に埋め込み転写させるだけで機械

加工不要な高強度樹脂を使った成形型を作製し炭素繊維強化熱可塑プラスチック（CFRTP）の成形を行ったので

報告する。 

 

２．実験 

２－１ プレス成形用樹脂型の作製 

樹脂は耐熱温度 230 ℃のエポキシ＋アミン樹脂を使用した。作業は非常に簡単で型枠に成型対象物を固
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定し、樹脂を流し込み脱型するだけである。しかし、樹

脂単体では衝撃に弱く型枠から取り外す際に割れを生じ

やすいことが判明したことから樹脂の粘度を上げること

で割れを抑制できないか検討した。改善方法として長さ 1 

mm のチョップドカーボンファイバーを添加したところ

増粘効果は認められたが添加量の微調整が難しいことや

成形対象物に対する賦形性が悪化することが分かったた

め粒径の小さい別の材料を検討することになった。選定

の結果、粒径数 10 μm のガラスパウダーを添加したとこ

ろ割れの抑制効果を確認、さらに粘性の調整についても

チョップドカーボンファイバーより簡単であるため採用

することにした。 

成形対象物はアルミ板やゴム板を使用していたが、樹

脂との接着力が強く取り外し時に樹脂型を破損する事が

多発したため、スポンジゴムに変更したところ取り外し

が容易で破損を抑えることが出来るようになった。 

樹脂型は熱処理および離型処理後プレス成形を実施した。 

２－２ 炭素繊維強化熱可塑プラスチックの成形 

作製した樹脂型を用いて繊維強化熱可塑プラスチック成形

を実施した。材料は厚さ 0.23 mm のアクリルプリプレグを使

用した。このプリプレグを 2 枚重ね、成形温度：180 ℃、保

持時間：180 秒、圧力：10 kN～50 kN で成形した（図 2）。

図 3 に成形物を示す。10 kN では中央部に成形不良を確認で

きるが、圧力の上昇共に成形不良は無くなっている。しかし、

圧力の上昇と共に成形品の面積が大きくなっており、成形寸

法に対する適切な圧力を検討する必要がある。 

 

３．まとめ 

炭素繊維強化プラスチックのプレス用成形型として樹脂を

使用した成形型を作製し、炭素繊維強化熱可塑プラスチック

の成形を行った。成形型は 50 kN の圧力でも問題なく使用で

きることを確認した。今後は、樹脂型の精度向上、増粘剤添

加時の基礎物性評価等を行い、県内企業への技術移転を目指す。 

文  献 

[1] 加藤 文男.“初心者も知っておきたい金型の知識 2”. 神奈川県異業種連携協議会. 2016-01-29. 

http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-911,（参照 2022-03-24） 

図 2 プレス成形状況写真 

図 3 プレス成形物 

 

図 1 作製したプレス成形用樹脂型 
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素形材加工技術による生産性向上・新商品開発支援 

- レーザ熱処理技術の県内企業展開 [1] - 

加工技術グループ  瀬川 侑、黒沢 憲吾 

 

Productivity Improvement and New Product Development with Material Processing 

 - Deployment of Laser Heat Treatment Technology [1] - 
 

Machining and Materials Processing Group Susumu SEGAWA and Kengo KUROSAWA 

 

抄録 

近年開発の進む金属 3D 積層造形技術を県内企業で活用するため、ワイヤ・レーザ DED（Direct Energy Deposition）

法で造形された SUS630 造形物の組織観察および力学特性の評価を行った。その結果、レーザの走査方向に対して

異方性を持った組織を形成すること、熱処理後も異方性は残留し、レーザ走査方向と積層方向との間で約 12%最

大引張強度が異なることが分かった。本結果より DED 法で金属材料を造形する際には、造形物にかかる力を考慮

した設計やパスを設定する必要があるという知見が得られた。 

［キーワード：金属積層造形、レーザ・ワイヤ DED、金属組織、異方性 ］ 

 

Abstract 

Additive manufacturing (AM) technology have been rapidly developed in recent years. In order to utilize the AM to the 

prefecture companies, we observed the structure and evaluated the mechanical properties of the SUS630 model formed by the 

laser wire DED (Direct Energy Deposition) method. As a result, a structure having anisotropy with respect to the scanning 

direction of the laser is generated, the anisotropy remains even after the heat treatment. And tensile strength differs by about 12% 

between scanning direction of the laser and stacking direction. From this result, we found that when modeling a metal material 

by the DED method, it is necessary to set a design and a path in consideration of the force applied to the modeled object. 

[ Key words: Additive manufacturing, DED, SUS630, anisotropy ] 

 

１．はじめに 

金属積層造形技術は、3 次元データを基にして、金型などを使わずにこれまで造形が不可能であった形状を直接

造形できることから、近年航空宇宙、医療、産業機器などの分野での開発や実用化が進んでいる[1]。造形方法には

PBF（Powder Bed Fusion）方式や DED（Direct Energy Deposition）方式などいくつかの造形方式が提案されており、

用いる材料の形状や熱源などに因って、それぞれ特徴を有している。その中でワイヤ・レーザDED 法は積層材料

に汎用溶接ワイヤを用いるため、材料の管理・切換えが容易であること、造形速度が速いことなどのメリットを有

する。また、ベースとなる基材と積層材料が異なる複合材料化も可能であることなどから、使用する材料や工数の

低減が期待されている。本技術で造形された部材を実用するためには、組織形態や機械特性を理解することが極め

て重要である。そこで本研究では、ワイヤ・レーザ DED 法を用いて、SUS630 を造形し、その金属組織と変形特性

を調査した。なお、SUS630 は実用時に溶体化処理と析出硬化処理と呼ばれる 2 種類の熱処理を施すため、これら

各工程での評価も併せて実施した。 
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２．組織観察・機械特性測定結果 

２－１ DED 方式で造形された SUS630 造形物の組織 

本研究では、ワイヤ・レーザ金属積層造形装置（三菱電機（株）、試作開発機）

を用いてサンプルを作製した。サンプルは、SUS304 の基材上に、直径 1.2 mm の

SUS630 溶接ワイヤを一方向に走査して積層造形して得た。造形物は①造形ま

ま、②固溶化熱処理、③析出硬化熱処理の状態で、マクロ組織観察（オリンパ

ス（株）、DSX500）、EBSD 解析（日本電子（株）、JSM-7900F）、XRD 構造

解析（（株）リガク、RINT-2500）、残留応力測定（パルステック工業（株）、

m-X360s）を行った。 

造形まま材の金属組織マクロ観察結果を図 1 に示す。図中、レーザ走査方

向は左から右であり、下から上に向かって積層した。組織観察・EBSD 解析の

結果、造形まま材では積層方向に<110>が配向する異方性が認められた。また、

熱処理後では、X 線残留応力測定で検出されたデバイ環の形状に熱処理前と

同様の偏りが確認されたことから、本サンプルでは熱処理後も異方性を示す

ことが示唆された。 

２－２ DED 方式で造形された SUS630 造形物の機械特性 

固溶化・析出硬化熱処理を施した SUS630 板状造形物の異方性を

調査した。引張試験には万能材料試験機（インストロン（株）、5985）

を用い、試験片はレーザ走査方向に対して引張方向が 90、45、0 deg

になるように放電加工機（（株）ソディック、AQ360L）を用いて切

出した。 

引張強さと造形方向の関係を図 2 に示す。0deg の引張強さは 90、

45 deg よりも約 12 %低くなるという異方性が確認された。0 deg が

最も低強度であった原因には、レーザ走査方向に対して〈001〉の凝

固が進んだこと、積層方向に対して〈110〉が成長したこと[2]で、最

大せん断応力が加わる方向がすべり面方向と一致したことが考えら

れる。また、熱処理によって異方性が消失しなかった原因には、造形後期では造形物が十分に加熱され、熱応力が

生じにくい状態であったため、転位密度が低く再結晶化が進行しなかったことが考えられる。 

 

３．まとめ 

金属積層造形技術の県内企業での実用に向けて、レーザ・ワイヤ DED 方式による造形物の金属組織の観察、変

形特性の評価を行った。その結果、板状造形物を造形した場合、粗大な結晶粒が基材側から上部へ成長することが

わかった。この金属組織は固溶化・析出硬化熱処理を施しても消失せず、サンプル切出し方向によって引張強さが

約 12%異なる異方性が認められた。このことは、PBF 方式で検討されているような組織制御を活用したものづく

りがレーザ・ワイヤ DED 方式でも可能であることが示唆している。一方で、等方性が求められる箇所では、積層

パスを層毎に回転させるなど、造形パスに工夫が必要であると考えられる。 

文  献 

[1] TRAFAM，金属積層造形技術入門，ウィザップ，（2016） 

[2] 中野他，デジタル時代における金属積層造形による組織制御と機能発現， 溶射. 58(3) p.121-128. (2021) 

図 2 析出硬化熱処理を施した SUS630 造
形材の引張強さ 
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電子光技術やシステム制御技術による生産性向上・新商品開発支援 

- 県内光学産業の高度化支援とセンサデバイスの企業展開 [1] - 

オプトエレクトロニクスグループ  山根 治起 

 

Electro-Optics and System Control Technologies for Productivity Improvement 

and New Products 

 - Advanced Optical and Photonic Devices for Sensing Applications [1] - 
Optoelectronics Group Haruki YAMANE 

 

抄録 

地球温暖化などのグローバルな環境破壊や局所的な公害問題、あるいは、感染症のパンデミック(世界的大流行)

など、暮らしにおける安全・安心の確保は、政策上の最重要課題である。これら様々な問題を解明し、解決して

いくには、生活環境や医療等に係る計測／検査技術の進展が不可欠である。本研究課題では、可燃性ガスやバイ

オ分子などの化学物質を高精度に検出できる新たな光検知式バイオ化学センサを開発し、県内光学関連企業によ

る製品化を目的としている。特に、磁性体と光との相互作用である磁気光学効果を利用することで、高感度かつ

安定な検出を特徴とする磁気光学式センサを開発する。積層膜や微細加工あるいは微粒子などのナノ構造を磁性

材料に付与することで、プラズモン励起や光干渉効果などによって磁気光学特性を向上させ、高い検出感度を実

現する。本年度は、磁性薄膜における表面プラズモン共鳴を利用した「磁気プラズモンセンサ」について検討を

行い、従来型センサに比べて、高い検出感度を実現するとともに、水素ガス検知およびグルコース計測において

基本動作を確認した。今後さらに、検知材料の高性能化等によって各種バイオ化学センサとして実用化を目指す。 

［キーワード：バイオ化学センサ, プラズモン，磁気光学，磁性ナノ構造体］ 

 

Abstract 

Improvements in magneto-optical (MO) effects due to magneto-photonic crystals and plasmon resonances have been 

extensively studied, because large MO activities are desirable in practical applications, such as optical recording system, 

telecommunications, and optical chemical and biological sensors. The MO properties in magnetic multilayers and 

nanoparticles can be enhanced and/or controlled by the effects of optical interference, photonic crystals and plasmon 

resonances. These MO phenomena in magnetic nanostructures are useful for chemical and biological sensing applications. 

[ Key words: chemical and biological sensors, plasmon, magneto-optical, magnetic nanostructure ] 

 

１．はじめに 

地球温暖化による環境破壊や、感染症のパンデミック(世界的大流行)など、暮らしにおける安全・安心の確保

は、政策上の最重要課題である。これら様々な問題の解明・解決には、生活環境や医療等に係る計測／検査技術

の進展、つまり高性能バイオ化学センサが不可欠である。化学物質の検出や濃度判定に用いるバイオ化学センサ

には、ガス漏れや火災に伴う有毒ガスを検知するガスセンサ、溶液中のイオンを検知するイオンセンサ、生体反

応を検知するバイオセンサなどがある。本研究課題では、バイオ計測で一般に利用されているプラズモンセンサ

において、光と磁性体との相互作用である磁気光学効果を利用することで、可燃性ガスやバイオ分子などの化学

物質を高精度に検知できる新たなバイオ化学センサ「磁気プラズモンセンサ」の開発を目的としている。 
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２．磁気プラズモンセンサ 

磁気プラズモンセンサは、貴金属、酸化物および磁性薄膜

の積層膜で構成され、スパッタ法により作製した。代表的な

膜構造は、[SiO2(5.0)/CoPt(3.9)/ZnO(3.0)/Ag(18.6)/ZnO(30)//ガ

ラス基板, unit nm]である。図 1 に、磁気光学特性(Kerr 回転

角: θK)、および、反射光強度: IR の入射角依存性を示す。特

定の入射角において、Ag 層で励起された表面プラズモンに

よって反射率が減少し、それにともなって磁気光学効果が増

強されることが分かる。反射率が最小となる共鳴角での Kerr

回転角は±21.2 度であり、表面プラズモンを用いない通常の

測定条件に比べて、約 100 倍の増幅率が得られた。また、磁

気プラズモン共鳴は、入射角に対して急峻な応答を有してお

り、半値幅: ∆θI は約 0.08 度であった。一般に、プラズモンセ

ンサの性能指数: FOM は、センサ表面の屈折率の変化にとも

なう共鳴角の変動: δθR/δn を用いて、以下の式で与えられる。 

��� �
��� ��⁄

∆��
     �1� 

上式より、急峻な入射角スペクトルを有する磁気プラズモン

共鳴では、高性能センサの実現が期待できる。マトリックス

法によるシミュレーションからも、通常のプラズモンセンサ

に比べて、検知感度の向上が確認できている。 

磁気プラズモンセンサの応用例について示す[1, 2]。図 2 は、

水素反応によって光学特性が変化する Pd 薄膜を、積層膜の

表面に形成した場合についての結果である。水素-窒素混合

ガスの導入／遮断にともなって明瞭な検知信号を確認する

ことができ、水素ガスセンサとして機能していることが分か

る。また図 3 に、グルコース計測に関する結果を示す。セン

サの表面状態を、純水からグルコース水溶液に変えること

で、磁気プラズモン共鳴角の明瞭な変化が確認できる。 

 

３．まとめ 

磁性ナノ構造体における磁気光学効果を利用することで、新たな高性能バイオ化学センサの開発を進めている。

磁性積層膜における表面プラズモン共鳴を用いることで、水素ガスセンサおよびグルコース計測への応用が可能

であることを確認した。今後、バイオ／化学反応の積極的な活用により、各種バイオ化学センサとしての実用化

を目指す。本研究の一部は、千葉工業大学工学部・安川雪子准教授との共同研究であり、科学研究費助成事業

(19K04496, 20K05375)の助成のもと実施した。 

文  献 

[1] H. Yamane, Jpn. J. Appl. Phys. Vol.60, SCCG01 (2021) 

[2] 伊藤雅晃, 金子佳史, 山根治起, 安川雪子, 第 31 回日本 MRS 年次大会, E-P14-018 (2021) 

図 3 磁気プラズモン共鳴を利用したグルコ

ース計測 

図 1 表面プラズモン共鳴による磁気光学性

能の増強 

図 2 磁気プラズモン共鳴を利用した水素ガ

スセンサ 
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電子光技術やシステム制御技術による生産性向上・新商品開発支援 

- 機能性光学デバイス技術の県内企業展開 [1] - 

機能性材料・デバイスグループ  内田 勝 

先端機能素子開発部  梁瀬 智 

 

Electro-Optics and System Control Technologies for Productivity Improvement 

and New Products 

- Development of Functional Optical Device Technologies [1] - 
Functional Materials and Device Group Masaru UCHIDA 

Advanced Functional Element Development Section Satoshi YANASE 

 

抄録 

液晶材料を用いた新しい光学デバイス（機能性光学デバイス）の開発と関連技術の普及・展開を行っている。

その代表である液晶レンズは秋田県発の技術シーズであり、イメージングデバイスやセンシングデバイス等への

応用に向けた試作・開発を行っている。機能性光学デバイスには「高抵抗膜」（高い電気抵抗を有する透明薄膜）

が必須の技術として使われている。高抵抗膜の任意パターンへの形成によりデバイスの性能向上や新機能の発現

が期待されるため、今回はリフトオフ法を適用したパターン形成を検討した。逆テーパーのフォトレジストを用

いることで、バリがないパターンエッジを作製できた。フォトレジストの除去に、N-メチル-2-ピロリドンを用い

ると残渣が生じないことが分かった。現在、これら高抵抗膜作製に関して県内企業への技術移転を支援している。 

［キーワード：高抵抗膜、薄膜作製技術、パターン形成加工、リフトオフ法、液晶レンズ］ 

 

Abstract 

New optical devices using liquid crystal(LC) materials have been developed as functional optical device, and the research 

results and relational technologies are being promoted. The LC lens, which is a technical seed from Akita Prefecture, is 

typical in the functional optical devices. A high electrical resistance(HR) film we developed is not only transparent, it is also 

an indispensable technology for the LC lens. Improvement of the performance and addition of new functions to the functional 

optical device are expected by forming the HR film into an arbitrary pattern. Then, we examined to form the HR film using 

the lift-off method. By using a reverse taper type photoresist, the patterned edge without burrs could be realized. Moreover, it 

is found that no residue was obtained by removing the photoresist with N-methyl-2-pyrrolidone. We are currently 

supporting the transfer of these technologies related to the manufacture of HR films to companies in Akita Prefecture. 

[ Key words: high electrical resistance film, film fabrication, pattern formation processing, lift-off method, liquid crystal lens ] 

 

１．はじめに 

本テーマでは、液晶材料を用いた新しい光学デバイス（機能性光学デバイス）の開発と関連技術の普及・展開

を行っている。その代表である液晶レンズは秋田県発の技術シーズであり[1]、イメージングデバイスやセンシン

グデバイス等への応用に向けた試作・開発を行ってきた[2-3]。これら機能性光学デバイスに「高抵抗膜」[4]（高い

電気抵抗を有する透明薄膜）は必須の技術である。本稿では高抵抗膜へのパターン形成技術の開発状況について

報告する。また、これらの高抵抗膜作製に関して県内企業への技術移転についても述べる。 
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２．高抵抗膜のパターン形成加工技術の開発 

高抵抗膜は、透明膜である特長も活かして、機能性光学デバイスのみならず新たな電気光学デバイス等

への展開が期待される。また高抵抗膜への任意パターンの形成によりデバイスの性能向上[2]や新機能の発

現も期待される。今回はリフトオフ法によるパターン形成加工の検討結果を報告する。リフトオフ法は、

フォトレジスト（以下、レジスト）で形成したパターン上に薄膜を成膜して、のちにレジストを取り去る

ことで、レジストがなかった部分に薄膜のパターンを形成する手法である。 

図 1 は、我々が通常行っているリフトオフ条件

（レジスト型番 AZP4110、膜厚 1 μm 形成）によ

って高抵抗膜（膜厚 30 nm[4]）をパターン化した結

果である。原子間力顕微鏡（AFM）でのパターン

段差部分の観察から、バリ（突起）が生じている

ことが分かる。バリの存在は、デバイス作製の障

害となるばかりでなく、高抵抗膜の機能である電

界分布の制御にも悪影響を与えることになる。レ

ジストパターンの側壁がテーパー形状になってい

ることでバリが生じるので、逆テーパーを形成で

きるレジスト（AZ5214E、膜厚 1.3 μm）での対策

を試みた。その結果、図 2 に示すようにバリの発

生を解消することができた（段差の傾斜の急峻化

は、レジストのパターン化条件を検討することで

可能と考えられる）。一方で、図 3 に示す様に基

板の表面粗さ Ra（図中の数値）が、パターン形成

前よりも大きくなった。この原因はレジスト残渣

であると考え、レジストの除去条件を見直した。

これまでの〔室温のアセトンに浸漬・超音波洗浄

20 分〕から〔65 ℃の N-メチル-2-ピロリドンに浸

漬・超音波洗浄 20 分〕とすることで、表面粗さ

をパターン形成前のレベルにすることができた。 

 

３．企業との連携・開発支援 

開発した高抵抗膜のパターン形成加工技術は、今後、デバイスの性能向上や新規なデバイス開発への利活用が

期待できる。一方で、高抵抗膜の量産化の技術開発も急がれている。現在、光学機器メーカーである（株）目白

ゲノッセン秋田工場と共同研究でこれらの課題に取り組んでいる。当センターが保有する関連技術を活用するこ

とで企業の持つ強みをさらに伸ばし、将来的な製品化を見据えた開発活動を支援していく。 

文  献 

[1] M. Ye et al.: Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 49, pp.100204-1-3 (2010). 

[2] 内田ほか：第 63 回応用物理学会春季学術講演会予稿集, 19a-P3-26 (2016). 

[3] 梁瀬ほか：第 66 回応用物理学会春季学術講演会予稿集, 11a-PA2-17 (2019). 

[4] 内田ほか：秋田県産業技術センター令和 2 年度業務年報, pp.68 (2021). 

図 1 高抵抗膜のパターン形成加工後 (a)AFM 像、(b)段差部分
のラインプロファイル（A-A’） 

図 2 逆テーパーレジストを用いたパターン形成加工後 

(a)AFM 像、(b)段差部分のラインプロファイル（A-A’） 

図 3 基板表面のAFM 像（3μm 四方）(a)パターン形成工程前、
(b)従来条件によるレジスト除去後、(c)条件見直し後 
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電子光技術やシステム制御技術による生産性向上・新商品開発支援 

- Si スピンデバイス技術の県内企業展開 - 

先進プロセス開発部  鈴木 淑男 

 

Electro-Optics and System Control Technologies for Productivity Improvement 

and New Products 

- Development in Si Spin-Device Technology to Local Companies - 
Advanced Processing Technology Development Section Toshio SUZUKI 

 

抄録 

Si スピンデバイスを用いることにより、独自に考案したスピンパケット理論を検証した。この理論は、スピン

信号解析技術の県内企業展開として、昨年度の共同研究で開発した ESR（電子スピン共鳴）スペクトルシミュレ

ータの計算手法の基礎となる。今年度の検証により、当センターのシミュレータの妥当性を保証することができる。

さらに、薄膜・表面技術の県内企業展開として、県内企業と共同出願した異種金属接合体に関する“モノ”発明を

権利化するとともに、この特許を補完する新しい概念のめっき方式に関する製法発明を出願した。 

［キーワード：Si デバイス、スピントロニクス、電子スピン共鳴（ESR）、スピン緩和時間、スピンパケット理論 ］ 

 

Abstract 

A new idea of spin-packet theory has been verified with the Si spin-device. The theory is the basis of the ESR-simulator 

which was developed in the application of the spin signal analysis technique last year by collaboration with local company. 

This verification leads to guaranteeing the high reliability to the ESR-simulator. In the application of the thin-film and surface 

technology, a patent on a junction-structure of a different kind of metals has been obtained by collaboration with the local 

company, and a new application of patent for a manufacturing method of a new concept for metal-plating has been filed. 

[ Key words: Si device, Spintronics, Electron spin resonance (ESR), Spin lifetime, Spin-packet theory ] 

 

１．はじめに 

巨大磁気抵抗効果（GMR）の発見と室温トンネル磁気抵抗効果（TMR）の発見に端を発し、スピントロニクス

と呼ばれる研究分野が注目を集めている。産業としても、ハードディスクドライブ用の再生ヘッド、高感度磁気セ

ンサー、磁気ランダムアクセスメモリ（MRAM）へと応用範囲を広げ、市場のさらなる成長が期待されている。

また、半導体技術と融合させる Si スピントランジスターは、微細化限界や消費エネルギー問題を打破する

Beyond-CMOS として期待され、半導体国際ロードマップ（IRDS/ITRS）の半導体スピンデバイスにおける旗艦デ

バイスとしてリストアップされている。 

当センターでは、Si スピントランジスターを実現するためのキーテクノロジーとなる Si へのスピン注入技術に

関する基盤技術開発を行ってきた。本事業では、スピン注入の高効率化を実現するとともに、一連の研究開発から

派生した技術を県内企業に応用展開することを目指す。 

これまでに、スピン注入用積層膜の Si 基板へのエピタキシャル積層、トンネル接合のポテンシャル測定、素子

作製用ウエットプロセス、スピン信号計測等の基盤技術を構築し、当センターオリジナルのポテンシャル障壁に関

する仮説を実証した。本報告は、これらをさらに深化することで得たトピックと県内企業展開の事例をまとめる。 
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２．新しいトピック：スピンパケット理論の検証 

電子スピン共鳴（ESR）スペクトル測定装置は、有機分子内のラジカル（不対電子（スピン））を検出す

る唯一の測定装置である。有機分子においては、超微細構造相互作用と呼ばれる量子力学的効果により、単

一ラジカルに対して多重分裂した複雑なピークプロファイルを示し、解析には高い専門性が必要となる。 

これに対して、当センターでは、Si スピンデバイスの信号解析のための独自の計算プログラムを転用し

た ESR シミュレータを昨年度開発し、一般の設備利用ユーザーによる ESR スペクトル解析を可能とした。

さらに、スピン緩和に関する仮説としてスピンパケット理論を考案し、2 種類のラジカルが混在する系にお

けるそれぞれの成分を効率的に抽出する解析手法の基礎として用いている。今年度は、Si スピンデバイス

を用いる検討を行い、スピンパケット理論の正当性を検証することによって、ESR シミュレータと測定手

法の妥当性を確認した。 

図 1 に、Si スピンデバイスの三端子局所法による磁気抵抗効果を測定した結果を示す。従来理論の単一

スピンに対するブロッホ方程式の解であるローレンツ関数は、一般に知られる通り、ピークの両脇のプロフ

ァイルをフィッティングできない。これに対して、今回考案したスピンパケット理論は、実験データを良く

シミュレートできることが分かる。さらに、フィッ

ティングにより得られるスピン緩和時間は、従来理

論の 0.12 nsに対し、スピンパケット理論では 0.97 ns

となる。すなわち、スピンパケット理論を用いると、

スピン物性評価としての信頼性の高い四端子非局

所法で以前に報告した 1.3 ns と同等の値が得られる

ことが分かった。スピンパケット理論は、集団とし

てのスピンの緩和を定式化している。従って、現実

の実験系をより良くシミュレートしており、理論の

正当性を支持する結果が得られたと判断する。さら

に、ESR スペクトル解析のために開発したシミュレ

ータおよび測定手法は、スピンパケット理論に基づ

くものであることから、目的とする解析手法として

の妥当性を確認できたと判断する。 

 

３．県内企業展開の事例 

３－１ スピン信号解析技術の県内企業展開 

 Si スピンデバイスの研究開発で構築したスピン信号の解析技術を用いることにより、ESR スペクトルシ

ミュレータと測定手法を開発し、県内企業の研究開発に貢献することができた。シミュレータ開発では、県

内企業との共同研究における有機分子内ラジカルの量子化学的な効果に関する議論に基づき、約 3 か月の短

期間で、計算プログラムとユーザーインターフェースを開発した。 

３－２ 薄膜・表面技術の県内企業展開 

 県内企業と NEDO 戦略的省エネルギー技術革新プログラムに参画し、昨年度、異種金属接合体に関する

“モノ”発明を共同出願し、今年度、権利化した。さらに今年度は、この特許を補完する新しい概念のめっ

き方式に関する製法発明を共同出願した。技術的思想は、Si スピンデバイスの研究開発で提案した非対称

ポテンシャル障壁（科研費挑戦的萌芽研究）の仮説実証のためのアイディアを応用展開したものである。半

導体物理におけるアイディア・成果を、異分野のめっき方式・製法で県内企業展開できた事例である。 
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図 1 Si スピンデバイスの磁気抵抗効果の測定と理論の比較 
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電子光技術やシステム制御技術による生産性向上・新商品開発支援 

- 電界撹拌技術を用いた新型ウイルス等に対応した迅速検査システムの開発 [1] - 

システム制御グループ  中村 竜太、大久保 義真、久住 孝幸 

 

Electro-Optics and System Control Technologies for Productivity Improvement 

and New Products 

 - Development of Rapid Diagnostic System for New Viruses using Electric Field 

Mixing (EFM) [1] - 
System Control Group Ryuta NAKAMURA, Yoshinobu OKUBO and Takayuki KUSUMI 

 

抄録 

秋田県独自技術である電界撹拌技術を用いて、世界的に猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症におけ

る抗体検査にも応用可能な ELISA 法、また PCR 検査に対して、新しい検査システムとして期待される ELONA 法、

これらプロセス時間の迅速化を目指す。本年度は、電界撹拌技術導入に最適なプレートの選定を行った。3 種類の

プレートを比較し、吸光度のばらつきの少ないガラス製プレートが最適であることを確認し、液滴を滴下するその

プレートの底面積が大きくなれば吸光度も大きくなる相関関係があることを確認した。 

［キーワード：電界撹拌技術、酵素免疫測定法、抗原抗体反応、ELISA、ELONA、COVID-19 ］ 

 

Abstract 

By the electric field mixing (EFM) that is Akita's original technology, we aim to speed up the processing time of the ELISA 

method, which can be applied to antibody test, and the ELONA method, as a new testing system, for new coronavirus infection 

which is rampant worldwide. In this report, to select the most suitable plate for EFM, we compared three types of plates. It was 

found that the “glass” plate with less variation in absorbance is optimal. And, we confirmed the correlation that the absorbance 

increases as the bottom area of the droplet increases on the glass plate.  

[ Key words: Electric Field Mixing, enzyme-linked immunosorbent assay, antigen-antibody reaction, ELISA, ELONA, COVID-

19 ] 

 

１．はじめに 

世界的に猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症における検査について、ウイルスそのものを特定する

PCR 検査、感染後の抗体の有無を確認する ELISA 法を用いた抗体検査が適宜行われている。長所短所がそれぞれ

の検査に存在するが、共通する課題としてそれぞれ約 3 時間程度の長時間を要することが挙げられる 1)。そこで、

本事業では、秋田県独自技術である電界撹拌技術を用いて、これら検査時間の迅速化を目指す。具体的に、ELISA

法の最適なプロセスとキット等の研究開発し、さらに、現在、試薬供給が課題となっている PCR 検査に対して、

新しい検査システムとして期待される高精度かつ迅速な ELONA（Enzyme Linked Oligonucleotide Assay）システム

の研究開発を行う。これらの開発を通して、電界撹拌技術の更なる深化と企業における事業展開に貢献する。本年

度は、まずは、電界撹拌技術を導入可能なプレート材の検討を行った。それについて報告する。 
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２．ELONA・ELISA 技術における最適プレート材の検討 

現状 ELONA や ELISA において、一般的に用いられてい

る 96 ウエルプレート（主にポリスチレン製）はこのままだ

と電界撹拌が行えない。そこで、電界撹拌に最適なプレート

材の検討を行なった。検討した材料としては、従来 96 ウエ

ルプレート、市販のポリスチレンプレート（以下 PS プレー

ト）、スライドガラスプレート（以下ガラスプレート）の 3

種類とした。PS プレート、ガラスプレートはそれぞれ撥水

性テープ、撥水性印刷によってドーム型の液滴を形成した。 

まず、ELISA 法を用いて、96 ウエルプレート（ハーフサイ

ズ底面直径 4 mm）、PS プレート、ガラスプレートの 3 種に

ついてバイオ・ラッド製 ELISA イムノ Explorer キットを用

いた ELISA 評価を行なった。底面積はすべてφ4 mm である。

ELISA 法は通常 50～100 μL の液量を用いるが、本実験では

20 μL とした。結果を図 1 に示す。結果として、静置法で比

べると、吸光度はガラスプレート＝96 ウエルプレート＞PS

プレートとなった。ただ、微量の条件下では、壁面への付着

によって 96 ウエルプレートにおいてばらつきがかなり大き

く、今回の条件では、吸光度のばらつきの少ないガラスプ

レートが最適であることを確認した。 

このガラスプレートを用いて、液滴の底面積と吸光度の

関係について検討した。結果を図 2 に示す。結果として、

底面積が大きくなれば吸光度も大きくなる相関関係があ

ることを確認した。また底面積が大きくなるにつればらつ

きも大きくなることがわかった。さらに、電界撹拌を導入

することにより、吸光度は静置と比較して約 1.2 から 1.5

倍向上することを確認した。 

次に、ELISA 法の発色工程に着目し、プレート材料の比

較を行った。材料としては、従来 96 ウエルプレート（ポリ

スチレン）、ガラスプレートを用いて、吸光度と時間の関係を検討した。結果を図 3 に示す。発色工程にお

いて、吸光度は時間に比例して高くなり、ガラスプレートが従来 96 ウエルプレートより約 3 倍発色が速い

ことが確認できた。 

 

３．まとめ 

3 種類のプレートを比較し、吸光度のばらつきの少ないガラスプレートが最適であることを確認し、液滴を滴下

するそのプレートの底面積が大きくなれば吸光度も大きくなる相関関係があることを確認した。さらに、発色工程

において、吸光度は時間に比例して高くなり、ガラスプレートが従来 96 ウエルプレートより約 3 倍発色が速い

ことが確認できた。 

文  献 

[1] セルスペクト株式会社：COVID-19 抗体検査:収束への道しるべとなるか？, https://www.cellspect.com/article1-1 

 

図 1 ELISA 法を用いたプレート材料比較結果 

 

図 2 ガラスプレートにおける液滴底面積と吸光度

 

図 3 96 ウエルプレート（PS 製）とガラスプレートの 

発色における時間と吸光度の関係 
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エネルギー技術の県内企業展開 

- エネルギーの効率的利用に関する技術開発 [1] - 

新エネルギー・環境グループ  井上 真、高山 健太郎 

 

Development of Energy Technology 
- Technology for Effective use of Energy [1] - 

New energy and Environment Group Makoto INOUE and Kentaro TAKAYAMA 

 

抄録 

一般的に感染症対策は、外気を取込んだ室内換気が必要とされているが、冷・暖房期にはエネルギーロスの問題

がある。本事業では、換気回数の削減を目的に、流体シミュレーションを用いて「パーティションに吸気ファンを

搭載した室内用の換気システム」の換気効率について解析した。これより、人間の呼気を想定した気流を効率的に

換気するために、吸気ファンを搭載することの有効性を確認した。 

また、エネルギーの効率的利用においては、熱交換器の性能向上を図るために、熱交換器の構造と熱交換量につ

いて検討を行った。今回は、これまでの試験結果をもとに熱交換量と同等の熱量を発生するために、必要な二酸化

炭素（CO2）の推算を行った。 

［キーワード：流体シミュレーション、換気、吸気ファン、パーティション、熱交換器、CO2排出削減量 ］ 

 

Abstract 

As a generally, indoor ventilation that takes in outside air is required as an infectious disease countermeasure, but energy loss 

problems occur during the air conditioning seasons. In this project, we analyzed about ventilation efficiency of ‘an indoor 

ventilation system with intake fan in the partition’ to reduce ventilation frequency by fluid simulation. As a result, we confirmed 

the effectiveness for efficiently ventilates airflow assuming human exhalation. 

We also investigated the structure and performance of heat exchangers to improve their performances for effective use of energy. 

We estimated the carbon dioxide (CO2) reductions required to generate the same amount of heat as the quantity of heat exchange. 

[ Key words: fluid simulation, ventilation, intake fan, partition system, heat exchanger, CO2 reduction ] 

 

１．はじめに 

新型コロナウィルス感染症（COVID‑19）は世界的なパンデミックを起こしている。一般的に感染症対策は、外

気を取り込む室内換気が必要とされているが、冷・暖房期にはエネルギーロスが問題となる。当センターでは、そ

の感染症対策の換気方法について、吸気ファンを搭載した感染症対策用パーティションの開発を流体シミュレー

ションにより行っている。本報では、換気回数の削減を目的に吸気ファン搭載の有効性について報告する。 

また、日本政府は「2050 年カーボンニュートラル宣言」を行い、2050 年までに温室効果ガス排出ゼロの社会を

目指しており、様々なところで温室効果ガスの削減が必要となる。当センターはこれまで二重管型熱交換器の性能

実証を行っていたが、この熱交換器の利用により温室効果ガスの削減が期待できる。そこで熱交換器を利用するこ

とで削減可能な CO2量を推算した。 
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２．本換気システムの流体シミュレーション 

２－１ 流体シミュレーションの解析条件 

 図 1 に本換気システムの解析条件を示す。人が椅子に座った時に想定される口元の位置に吹出し口を設け、その

吹出し口サイズをφ55 mm と設定した。そこから人の呼気を想定した気流（以下、単に気流）を送風する。パーテ

ィションの寸法は、縦･横･高さ 0.75 × 1.35 × 0.50 m とした。また室内環境の条件は一辺が 3.3 m の立方体とし、空

調換気などは無いものとした。格子ボルツマン法による流体シミュレーション（ダッソー・システムズ社製 

XFlow2018）を用いることで、2000 もの気流粒子の軌跡を解析した。 

２－２ 吸気ファン搭載の有効性の確認 

図 2 に吹出し口の気流条件を 0.20 m/s（0.48 L/s）とした場合の現象 7 分後の解析結果を示す。ここでは、吸気フ

ァン（吸込み領域）搭載無し・有りの場合を比較した。吸気ファン搭載有りの吸気速度の条件は 0.10 m/s（26.25 L/s）

である。吸気ファン搭載無しの場合は、時間の経過と共に室内に気流が撒き散らされる。一方で吸気ファン搭載有

りの場合は、気流はパーティション内部で正面壁に衝突した後に滞留し吸気ファンにより吸込まれる。パーティシ

ョン外への漏れはなく、吸込み能力は 99.9 %以上であることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．熱交換器の利用による CO2排出削減量の検討 

熱交換器の CO2排出削減量の推算には、これまでの試験

結果を用いた。試験の条件は、長さ 1 m の二重管型熱交換

器に、熱媒体として水を使用し、高温･外側には 60 ℃の水

を 8 L/min で、低温･内側には 25 ℃の水を 4 L/min で、そ

れらを対向流で流した。熱交換量は、実験中の水の温度差から以下の計算式を用いて CO2排出削減量を推算した。 

 

［ 発電時の CO2排出削減量(kg- CO2) ］＝［ 熱交換量(kWh) ］ ÷ ［単位 CO2重量あたりの発電量(kWh/kg- CO2)］ 

 

表に CO2排出削減量を示す。伝熱面積の広い多葉状管の熱交換器は円管に比べて、約 2 倍の CO2排出量を削減

することを確認した。 

 

４．まとめと今後の課題 

「吸気ファン搭載パーティションを用いた室内用換気システム」については、流体シミュレーションにより吸込

み能力を向上するための指針が得られた。今後も本換気システムの改良化を行う予定であり、具体的には、吸気フ

ァンの位置や配置方法、パーティション形状等について更なる検討をする。 

「熱交換器の利用による CO2 排出削減量」については、円管と比較して多葉状管の熱交換器の利用は、CO2 排

出量の削減に有効であることを確認した。 

   (a)搭載無し        (b)搭載有り 

図 2 吸気ファン搭載無し・有りの比較 

  

図 1 本換気システムの解析条件 

表 熱交換器の能力と予測されるCO2排出削減量 

熱交換器形状
単位時間あたりの
熱交換量［kWh］

CO2排出削減量

［kg-CO2］

円管 2.50 1.16

多葉状管 4.41 2.04
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エネルギー技術の県内企業展開 

- 熱マネジメント技術の開発と県内企業展開 [1] - 

新エネルギー･環境グループ  伊勢 和幸 

 

Development of Energy Technology 

 - Development of Thermal Management Technology and Deployment for 

Companies in the Prefecture [1] - 
New energy and Environment Group Kazuyuki ISE 

 

抄録 

熱エネルギーの有効活用のために、熱のマネジメント技術を検討している。一般的に熱は、温度で表されてい

るが、そのほかに熱流で表すこともできる。 そこで温度と熱流の両方を活用し、これまでよりも効率的な熱マネ

ジメントを行うために、市販の各センサの測定や熱解析を行うことで、それぞれの特徴の把握を行った。 

［キーワード：熱マネジメント、温度、熱流、熱解析 ］ 

 

Abstract 

We have studied thermal management technology for effective use of heat energy. As a generally, heat is expressed by 

temperature, but it can also be expressed by heat flow. Therefore, to utilize it for heat flow management, we evaluated each 

commercial sensors and performed thermal analysis to understand their characteristics.  

[ Key words: thermal management, temperature, heat flow, heat analysis ] 

 

１．はじめに 

熱エネルギー全体の 2/3 が未使用であり、その有効活用は重要である。熱の活用技術には、断熱や遮熱、蓄熱

などがある。身近なところでは、住宅の断熱性もその一つである。熱の評価には一般的に温度を用いているが、

温度だけではでは、「熱が、どこから、どのくらい出入りしているのか」などはわからない。そこで、温度より

も直接的な熱の評価である“熱流”に着目した。この“熱流”は、熱解析などでは温度と同等に扱われており、

熱の大きさと流れる向きを表している。そのため熱流を用いることで、効果的な熱マネジメントを行える可能性

がある。ここでは、温度と熱流の各センサの評価や熱解析を通じて、それぞれの特徴についての検討を行った。 

 

２．温度と熱流の評価 

２－１ 実験方法 

温度の測定には一般的な熱電対、熱流の測定には日置電機（株）製の熱流センサ（Z2015-01）を用いた。また、

熱源にはペルチェ式の温調器、計測には日置電機（株）製の熱流ロガー（LR8432）を用いた。熱電対と熱流セン

サは、温調器上に熱伝導率の高い吸着式シートを用いて固定した。また、熱流センサの測定は、推奨されている

面とその反対面の両面で行った。 

測定は静的な応答と、動的な過渡応答の 2 つを行った。静的な応答では、温調器表面の温度が設定温度に到達

から 3 分以上経過後、1 分間の出力信号を測定した。また、過渡応答では、初期温度を室温（23 ℃前後）とし、

30 秒間隔で±10 ℃の温度変化を与えた際の出力信号を測定した。 
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２－２ 結果および考察 

熱流センサの静的な特性を図 1 に示す。出力信号の平均的な値は、

設定温度に対してほぼ比例している。また、推奨面とその反対面で

は、出力の絶対値はほぼ同じものの、その極性は正負が逆である。

これは同じ温度状態でも、その状態維持に必要な熱が、センサ面の

どちらから出入りしているかを示唆している。これより同じ温度で

も、測定対象に対して放熱か、もしくは受熱か、という熱に関する

重要な情報が熱流センサによってわかる。但し、今回の測定では、

設定温度が、23 ℃前後の室温から離れる、特に高温になるにつれ、

出力変動が大きくなっていた。これはセンサを構成している微小な

柱状の熱電材料の形状や特性のばらつきにより、熱的な平衡状態に

収束しにくいためと考える。なお、熱電対の出力である温度は、各

温度で±0.1℃以内と安定であった。 

次に室温から 30 秒毎に±10 ℃の温度変化を与えた際の各セン

サの過渡応答を図 2 に示す。熱電対の出力は緩やかな変化である。

一方、熱流センサの出力は、一見すると応答性が良く、昇温時に大

きなオーバーシュートも認められる。このような熱流センサの過渡

応答時の出力が、実際の熱流に対応しているのか、有限要素法によ

る熱解析から検証を試みた。 

熱解析のモデルでは、熱流センサを小型のペルチェ素子構造とし

た。また熱源温度の設定値には、実験時で温度制御に用いていたフ

ィードバック用温度の値を用いた。これら解析条件において、熱流

センサの出力に対応するセンサ用熱電材料上下間の温度差と、温調

器表面における熱流値の解析結果を図 3 に示す。これより熱流値は、

図 2 の温度変化に近い傾向にある。一方、小型ペルチェ素子構造と

した熱流センサは、解析した熱流値よりも、温度変化時にオフセッ

ト的な出力の重畳や、昇温時に小さなオーバーシュートも認められ

る。これより本熱解析では、実験とほぼ同様な傾向を確認すること

ができたと考える。その一方で、使用した熱流センサでは、過渡応

答時の出力が実際の値よりも大きくなる可能性がある。そのため、

実際に利用する際には、注意する必要があると考える。 

 

３．まとめ 

熱をマネジメントするための評価の指標として、温度と熱流のセ

ンサの評価を行い、その特徴についての一定の知見を得た。今後は

これらを熱評価に応用する技術を構築し、実際の熱の有効利用に繋

がるように検討を進める。 

 

図 2 熱流センサの過渡応答特性の実験値 
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図 3 熱流センサの過渡応答特性の解析結果 
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a) センサ推奨(表)面取り付け時 

 

b) センサ反対(裏)面取り付け時 

図 1 熱流センサの静的な温度特性 
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エネルギー技術の県内企業展開 

- ワイヤレス機器向け高周波応用技術の開発 [1] - 

機能性材料・デバイスグループ  黒澤 孝裕、木谷 貴則 

 

Development of Energy Technology 
- Radio Frequency Application Technology for Wireless Devices [1] - 

Functional Material and Device Group Takahiro KUROSAWA and Takanori KIYA 

 

抄録 

変調散乱電場センサについては、散乱体物性や形状と感度・侵襲性の関係を数値計算で検討した結果、光照射

時の導電率増加および散乱体の薄型化が性能向上に効果的であった。受電コイルとヒーターを一体構造とした極

薄ワイヤレス FPC ヒーター、高効率で送受電コイル間の位置ずれに強い Dual コイルを開発した。 

[キーワード：高周波電場センサ、変調散乱、ワイヤレス給電、EMC ] 

 

Abstract 

Microwave field sensor based on the modulated scattering technique is analyzed by using FDTD method. Increasing the 

photo-induced conductivity or decreasing the thickness of the scatterer are effective for increasing the sensitivity.  In a 

wireless power transfer, we developed a wireless FPC heater and a dual coil. 

[ Key words: electric field sensors, modulated scattering, wireless power transfer, EMC ] 

 

１．はじめに 

小型ワイヤレス機器が広く普及しており、5G 通信端末や自動車用レーダーといったマイクロ波・ミリ波帯の高

周波を利用した無線通信システムや、高周波電磁界を使用してエネルギーを伝送するワイヤレス給電システムが

実用化されている。このようなシステムの今後の更なる高度化や需要増加に対応可能な高周波応用技術の開発を

目的として、高周波帯の信号計測、分布計測技術や材料評価、高周波電磁界を使用したワイヤレスエネルギー伝

送の距離延伸技術を構築している。また、これら電子機器の開発時に必要な EMC 計測技術の指導や対策技術の

強化を通して製品の開発効率・EMC 品質の向上を図っている。 

 

２．誘電体散乱電場センサ 

 マイクロ波帯の電磁場分布を低擾乱に計測する手法

として、変調散乱技術を用いた完全非金属製かつワイ

ヤレスな電場センサを開発している。この測定システ

ムの性能向上を図るため、散乱体物性や形状に対する

信号強度および侵襲性との関係を数値計算で検討し、

感度向上や低侵襲性を図るための指針を明らかにした。 

実測およびFDTD計算による信号強度の周波数特性

を図 1 に示す。計算結果は実測とおおむね一致し、測

定システムを解析可能な計算モデルを提案できたと考

実測
計算

Frequency / GHz

1 2 5 10 2

10-7

2

5

2

5

図 1 信号強度の周波数特性． 
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える。光照射時の導電率を変えて同様の計算を行い、

導電率増加により高感度が得られることを明らかにし

た。また、散乱体厚さを変えて信号強度を計算した結

果を図 2 に示す。散乱体厚さを減少させることが測定

感度向上および侵襲性低減に効果的である。 

 本研究の一部は科学研究費助成事業（19K04417）の

助成を受けて実施した。 

 

３．ワイヤレス給電 

電磁場シミュレーション解析に基づいた「コイル・磁気コア

の設計・試作」、所望の電力と伝送効率を得るための「高周波

回路の設計・試作・評価」を行い、企業ニーズに沿ったオリジ

ナルなワイヤレス給電の技術開発、製品化支援を行っている。

県内企業が試作品を作製し、県外に納めた 2 つの案件について

紹介する。 

（株）東北フジクラと共同でフレキシブルプリント基板（FPC）

を用いた受電コイルとヒーターが一体構造の極薄ワイヤレスヒ

ーターを開発した。図 3 左図に示す構成で送電コイルに高周波

電流を流し、受電コイル内側に接続されたヒーターの温度分布

を計測した（図 3 右図）。設計通りのヒーターパターンが観測

されており、エネルギー伝送の成功を確認した。また、共振回

路定数を最適化することで電子部品レス化を図り、FPC 単体で

動作する高効率・極薄ヒーターを実現した。 

さらに、長さ 165 mm、幅 33 mm のコイルにおいて、送受電

コイル間の位置ずれに強い Dual コイルを開発した。図 4 に送受

電コイル間のオフセット量に対するコイル結合係数 k を示す。

Dual コイルにより k が向上、幅方向のオフセットに対する k の

低下も軽減し、位置ずれに強い高効率伝送を実現した。 

 

４．電子機器における EMC 計測・対策 

電波暗室の管理、運用、その他電子計測機器を活用して、製品の EMC 規制対応や適合性判断を実施した。今

年度から電源周波数磁界イミュニティ試験装置およびハイブリッドアンテナの運用を開始し、試験可能項目の拡

充とエミッション試験の規格改定に対応した。電波暗室の利用累計は 181 時間、35 件であった。 

 

５．まとめ 

ワイヤレス給電の技術開発により、県内企業 2 社が県外に試作品を納めることができた。 

図 3 ワイヤレスFPC ヒーターと温度分布 

図 4 コイルのオフセット量と結合係数 
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県重点プロジェクト支援 

- 秋田県版サスティナブル社会構築の検討 - 

企画事業部  遠田 幸生 

 

Project of advanced technologies for Akita manufacturing industries 

 - Examination of building a sustainable society for Akita Prefectures [1] - 
Planning Affairs Section Yukio ENDA 

 

抄録 

2020 年 10 月に菅前首相が所信表明演説において「我が国は 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼ

ロにする。2050 年、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すこと」を宣言した。これに伴い、2020 年

12 月に経済産業省は、関係省庁と連携し、「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定した。 

一方、秋田県は、風力発電量が国内トップになるなど、再生可能エネルギーの高いポテンシャルを有している。

今後、大規模な洋上風力発電が計画されており、2030 年に向け、秋田県版サスティナブル社会構築に関する検討

を行った。 

［キーワード：温室効果ガス排出、カーボンニュートラル、再生可能エネルギー、サスティナブル社会構築 ］ 

 

Abstract 

In October 2020, former Prime Minister Suga declared, "Japan will reduce greenhouse gas emissions to zero as a whole by 

2050. By 2050, we aim to realize a carbon-neutral, carbon-free society." Along with this, in December 2020, the Ministry of 

Economy, Trade and Industry, in collaboration with related ministries and agencies, formulated the "Green Growth Strategy for 

2050 Carbon Neutral". 

On the other hand, Akita Prefecture has high potential for various renewable energies, such as the highest amount of wind 

power generation in Japan. Offshore wind power is also planned to expand rapidly in the future, and we examined the 

construction of an Akita prefecture version of a sustainable society toward 2030. 

[ Key words: Greenhouse gas emissions, Carbon neutral, Offshore wind, modulated scattering, Sustainable society ] 

 

１．はじめに 

2020 年 10 月に菅前首相が所信表明演説において「我が国は 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼ

ロにする。2050 年、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すこと」を宣言した。それに伴って、2020

年 12 月に経済産業省は、関係省庁と連携し、「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定し、

2030 年には、2013 年対し、温室効果ガスの排出を 46 ％削減するなど、大幅な見直しを行った。 

一方、秋田県は、2020 年には風力発電量が国内トップになるなど、再生可能エネルギーの高いポテンシャルを

有している。今後、秋田港、能代港における港湾内において 13.86 万 kw、能代市、三種町及び男鹿市沖において、

47.88 万 kw、由利本荘沖において 81.9 万 kw の洋上風力が、それぞれ計画されており、100 基以上の風車が建設

される予定である。そのため、これら再生可能エネルギーをを生かした地域活性化を目指し、秋田県版サスティナ

ブル社会構築の検討を行った。 
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２．検討内容について 

２－１ 環境省委託プロジェクトについて 

 二酸化炭素を排出しない燃料として、アンモニアが注目され始めている。アンモニアは約 8 kg/cm2の圧力をかけ

ると、液化するので、輸送量が大幅に増加する。それに加え、肥料として既に流通していることもあり、輸送イン

フラも確立している。しかしながら、アンモニアを燃料として発電する技術についてはまだ開発が進んでおらず、

2014 年に（株）トヨタエナジーソリューションズと産業技術総合研究所が、世界で初めて 50 kw のアンモニアマ

イクロガスタービン（以下、アンモニア MGT と略す）の運転に成功し[1]、その後、2019 年に（株）トヨタエナジ

ーソリューションズは、300 kw のアンモニア MGT を開発した[2]。そこで、アンモニア MGT により、発電される

電気と排出される熱が、農業へ活用できないかということを検討し、環境省の令和 3 年度「CO2排出削減対策強化

誘導型技術開発・実証事業」に「アンモニア MGT のコジェネレーションを活用したゼロエミッション農業の技術

実証」というタイトルで応募し、採択され、2021 年〜2022 年の２年間、実施することとなった。 

 本事業の概要を図 1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 環境省委託事業概要 

実証内容は、主に下記の 3 点である。 

(1) アンモニア MGT による CO2 フリー電気と温水を農業ハウスへ送ると共に周年ハウス農業の最適

栽培管理システムを開発し、ゼロエミッション農業の可能性を広く検証 

(2) 地域雇用確保や農業収入の安定化に貢献する周年ハウス農業の実現 

(3) CO2フリーアンモニア普及に向け市場動向を考慮したサプライチェーンの立案 

２－２ 啓蒙活動について 

秋田県版サスティナブル社会構築の一環として、企業経営者、大学生らに対し、なぜ再生エネルギーの活用が必

要なのか、なぜ水素エネルギー・アンモニアエネルギーの提案がなされているかを、講演を通して啓蒙活動を行っ

た。講演先として、秋田経済同友会、秋田異業種交流会、由利本荘地球温暖化対策協議、日本技術士会東北本部秋

田県支部、秋田カメイ特約販売店会、あきたサステイナビリティスクール、秋田県立大学、秋田工業高等専門学校

を訪問し、説明を行った。 

 

３．まとめ 

秋田県版サスティナブル社会構築を目指して、令和 3 年度環境省委託事業に採択され。「アンモニア MGT のコ

ジェネレーションを活用したゼロエミッション農業の技術実証」というタイトルで、2021 年〜2022 年の 2 年間、

実証試験を行うこととなった。 

文  献 

[1] https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2014/pr20140918/pr20140918.html 

[2] https://www.toyota-energy.co.jp/wp-content/uploads/2019/04/190408_press-release.pdf（2019） 
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県重点プロジェクト支援 

- 高エネルギー加速器技術を基盤とする新産業育成 [1] - 

オプトエレクトロニクスグループ  近藤 祐治、笠松 秀徳 

技術コーディネート班  山川 清志 

先端機能素子開発部  梁瀬 智 

 

Project of advanced technologies for Akita manufacturing industries 

- Development of New Industries based on High Energy Accelerator Technology [1] - 
Optoelectronics Group Yuji KONDO and Hidenori KASAMATSU 

Technology Coordinate Section Kiyoshi YAMAKAWA 

Advanced Functional Element Development Satoshi YANASE 

 

抄録 

東北地方で進められている加速器プロジェクトへの県内企業の参入に向け、高エネルギー加速器技術を基盤と

した新産業の育成を目指して、今年度は超伝導体ニオブスズめっき技術の開発、放射光を用いた光学薄膜の異常成

長メカニズム解析、加速器用電磁石の製造技術開発に取り組んだ。 

［キーワード：加速器、放射光、めっき、光学薄膜、電磁石］ 

 

Abstract 

We aimed to develop new industries based on high energy accelerator technology in order for companies in Akita area to 

participate in accelerator projects being promoted in Tohoku region. In this year, a development of electroplating technology for 

Nb-Sn formation, an analysis of abnormal growth mechanism in optical thin films using synchrotron radiation and a development 

of manufacturing technology for electromagnets for accelerators were carried out. 

[ Key words: accelerator, synchrotron radiation, electroplating, Optical film, electromagnet ] 

 

１．はじめに 

現在、東北地方では二つの大きな加速器プロジェクト、仙台市の「次世代放射光施設」の建設と北上山地の「国

際リニアコライダー（ILC）」の誘致活動が進められている。これらは県内企業に対して、世界最先端の放射光分

析によるものづくりの革新や、自社の得意分野を通じた加速器産業への参入に向けた好機となる。そこで、高エネ

ルギー加速器技術を基盤とした新産業の育成を目指し、県内企業の積極的な取組みを支援する事業を実施した。 

 

２．事業実施概要 

２－１ 小型加速器を目指した超伝導体ニオブスズめっき技術の開発 

加速器の中で電子や陽子、イオンなどの荷電粒子を加速するための中核的な部品として加速空洞がある。

ILC では Nb 材などの超伝導体を用いることで、高効率、かつ、高い加速性能を実現できる。さらに、この

空洞内面に超伝導 Nb3Sn 薄膜を付与すると、従来の Nb 空洞に比べて加速性能が 2 倍に向上することが理論

的に示されている。この薄膜を用いることで、加速器の小型化や建設コストの低減ができ、このメリットを

生かした産業用途や医療用途などのより広範な応用展開が期待されている。 



 

- 83 - 

 

秋田化学工業（株）、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構（KEK）

と当センターは、東経連ビジネスセンター「新事業・アライアンス助成事業」(R2

～R3)の採択を受け、めっき法による Nb3Sn 薄膜形成技術〔1〕の開発に取り組んだ。

形成プロセスは、(1) Nb 材表面への電気めっき法による Cu/Sn/Cu の 3 層膜形成、

(2) 熱処理による Nb3Sn 合金層とブロンズ層の形成、(3) 最表面ブロンズ層の選

択的エッチングによる除去で構成される。(1)ではめっき膜の基板との密着性向上

に対し、複数の Cu めっき浴の中からピロリン酸銅浴を選定して解

決した。(2)では Sn や Cu の単一金属層の残存が熱処理後の膜剥離な

どの不具合の原因と判り、3 層膜の膜厚最適化を行った〔2〕。図 1 に

ブロンズ層除去後の Nb-Sn 薄膜の断面 SEM 写真を示す。薄膜の

EPMA 分析により元素比が Nb：Sn＝3.3~4.1：1 と得られ、理想比に

近い Nb3Sn が実現できたものと考えられる。さらに、この薄膜が約

17.5K 以下の温度で超伝導特性を示すことを確認した。 

２－２ 放射光を用いた光学薄膜の異常成長欠陥メカニズム解析 

8 K の衛星放送の開始など、光学製品の高解像度化が進み、光学素子に要求される高い外観品質の実現も困難度

を増している。一方、従来は問題にならなかった微小な欠陥でも不良となるケースが増加し、生産効率の悪化を招

いている。これらの微小欠陥は成膜後の外観検査で初めて顕在化するため、非破壊、かつ、3 次元的に可視化でき

る X 線 CT 法を用いて、（株）三井光機製作所、（株）日東分析センター、当センターの共同で欠陥原因の特定を

試みた。まず、ラボ用の工業用 X 線（ピクセルサイズ 200 nm/pixel）で観察したが、空間分解能が足りず欠陥構造

が特定できなかった（図 2 (a)）。そこで、より高い空間分解能を持つ放射光（SPring-8 BL24XU：X 線 CT 装置（ピ

クセルサイズ 78 nm/pixel））による X 線 CT 観察を行った。X 線エネルギーは 9 keV を用い、試料を 0～180°で

回転しながら連続透過像を 1800 枚撮像し、得られた全透過像から 3 次元再構成像を得た。図 2(b)に再構成断面像

を示す。コントラストが高く明るく見える箇所が基板から離れた位置に確認できることから、欠陥の原因は成膜途

中に混入した異物と考えられる。今後はこの異物の発生原因を特定し、プロセス改善に繋げていく予定である。な

お、この取組みは令和 3 年度仙台市既存放射光施設活用事例創出事業の支援を受けて行われた。 

２－３加速器用電磁石の製造技術開発 

 加速器では荷電粒子ビームの軌道修正や収束は電磁石を用いて行われ、ILC では 8400 台もの様々な電磁石が必

要とされている。県内の機械加工を得意とする企業や高度な巻線技術を有する企業が新たに電磁石産業に参入す

るための支援として、連携体制の構築や電磁石製造技術の習得を進めている。多くの種類がある中で、先ずは最も

単純な 2 極の偏向用電磁石を想定した試作開発を県内公的機関と共に計画し、具体的な取り組みを始めた。 

 

３．まとめ 

放射光の利活用促進と加速器産業への参入を目指す県内企業の外部資金獲得支援と、SPring-8 を使用した材料評

価実験や、加速器の中核を担う加速空洞や電磁石などの共同開発を実施した。今後も引き続き、新産業の育成を目

指して技術開発支援を進めていく予定である。 

文  献 

[1] 井藤隼人、他：“4K 高 Q 値運転可能な超伝導加速空洞のための電気メッキ法による Nb3Sn 成膜”，

PASJ2020 FROO07, p.193（2020）． 

[2] 高橋亮、他：“Nb3Sn 超伝導体薄膜を生成するためのブロンズ層形成プロセスの検討”，2021 年度電気関係

学会東北支部連合大会論文集，3H01（2021）． 

   

図 2 ラボ X 線 CT(a)および放射光による

X 線CT(b)により再構成断面像． 

 

図 1 ブロンズ層除去後の

Nb-Sn 薄膜の断面写真． 
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県重点プロジェクト支援事業 

- ナノコイルを軸とした薄膜応用技術の県内企業展開 - 

機能性材料・デバイスグループ  新宅 一彦 

 

Project of advanced technologies for Akita manufacturing industries 

 - Prefectural Company Development of Thin Film Application Technology 

Centered on Nanocoils - 
Functional Material and Device Group Kazuhiko SHINTAKU 

 

抄録 

航空機機体主要構造物をターゲットとした複合材の革新的な製造技術を開発するために、微小金属体（メタル

ナノコイル）を用いた手法の確立を目指して、微小金属体（メタルナノコイル）の材料ならび作製方法の検討を

行った。また、大面積化に対応できる製造技術を確立した。 

［キーワード：航空機，複合材，メタルナノコイル，スパッタ装置 ］ 

 

Abstract 

Aiming at establishment of a method by using a micro metal body (metal nanocoil) for developing innovative 

manufacturing technology of composite materials targeting main structures of aircraft fuselage, materials and fabrication 

methods of micro metal body (metal nanocoil) was examined, and fabrication technology for producing in a large area was 

established. 

[ Key words: aircraft, composite materials, metal nanocoil, sputtering machine ] 

 

１．はじめに 

高度技術研究館のクリーンルーム内にあるスパッタ装置により、垂直磁気記録媒体にはじまり、これまで種々

の機能性薄膜を作製してきた。これまでは磁性薄膜材料を中心に開発してきたが、最近の当センターが所有する

スパッタ装置を利用した薄膜作製技術シーズを活かした外部機関との連携について紹介する。 

 

２．メタルナノコイルの生成技術の開発 

新世代航空機部品製造拠点創生事業として、秋田県での複合材

料製造、製造装置・検査装置の事業化と機体主要構造物の製造拠

点の創生を図るとともに、自動車分野や福祉医療分野等の軽量化

が求められている分野での事業化を図ること目指している。特に、

航空機機体主要構造物をターゲットとした複合材の革新的な製造

技術を開発するために、秋田大学の技術シーズである微小金属体

（メタルナノコイル）を用いた手法の確立を目指している。メタ

ルナノコイルの電子顕微鏡写真を図 1 に示す。また、ナノファイ

バーを形成する手法（エレクトロスピニング）を図 2 に示す。 図 1 メタルナノコイルの電子顕微鏡写真 
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本事業において、当センターの薄膜製造技術

を活かして、主として以下の内容を担当してい

る。 

(1) 電場加熱および磁場加熱による炭素繊維

への誘導加熱に用いるメタルナノコイル

に適した低コスト材料の探索。 

(2) メタルナノコイルをスパッタリング法に

より作製するための真空装置の開発。 

(3) メタルナノコイルを量産するための成膜

条件の確立。 

(4) メタルナノコイルを大面積化するための

製造技術の開発。 

実施体制は、秋田大学、当センター、県内企

業からなり、3 者が保有する、材料開発、解析

評価技術、装置製造技術などの基盤技術を共有

することで効率的な研究遂行が可能と考えて

いる。 

昨年度までに、当センターでの薄膜製造技術

ならびに経験を活かして、大面積化に対応できる大型スパッタ装置および基礎的な検討が行える小型スパ

ッタ装置の導入を行い、秋田大学に設置した。スパッタ装置の立ち上げ・周辺整備、成膜条件等の基礎的

な検討、ならびに、大面積化手法の探索的な検討を行った。特筆すべきこととして、複雑な仕組みがなく、

熱処理まで真空装置内で完結できる方式を提案し、大規模な改造を行ったスパッタ装置の真空中の熱処理

装置を用い、大面積化手法（熱収縮シート方式によるメタルナノコイル作製工程）を完成させた。これに

より一昨年特許を出願し、早期の成立を目指している。 

また、熱収縮シート方式による新規材料探索として、従来、大気中熱処理ではコイル形成ができていな

かった Cu のメタルナノコイル作製を検討し、不十分ではあるが、真空中熱処理により初めてコイル形成

を確認した。これにより真空中熱処理を用いることで、酸化しやすい材料に対して、メタルナノコイル作

製の可能性が示された。本年度は、残っていた課題であるナノファイバーならびに金属薄膜の新規材料探

索を中心に行った。基礎的な検討が行える小型スパッタ装置を用い、Pt ベースの合金膜を作製した。現在

のところ、十分なコイル形成が確認できておらず、それに伴い、電波吸収特性の向上も観測されていない。 

 

３．まとめ 

航空機機体主要構造物をターゲットとした複合材の革新的な製造技術を開発するために、微小金属体（メ

タルナノコイル）を用いた手法の確立を目指して、当センターの知見を活かして導入した大型スパッタ装

置により、メタルナノコイルの材料ならび作製方法の検討を行い、大面積化に対応できる製造技術を確立

した。本事業は本年度をもって一旦終了するが、航空機機体主要構造物以外の新たなターゲットも模索し

ており、今後の展開と秋田発の産業振興に寄与することが期待される。 

 

図 2 エレクトロスピニングの原理図 
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県重点プロジェクト支援 

- 航空機電動化（大学交付金事業） [1] - 

機能性材料・デバイスグループ  山本 安彦 

 

Project of advanced technologies for Akita manufacturing industries 

 - Aircraft electrification (University Grant Program) [1] - 
Functional Material and Device Group Yasuhiko YAMAMOTO 

 

抄録 

航空機電動化は、航空機のCO2排出量削減を達成するために必要な技術革新の一つであり、秋田県においても

産学官連携事業として、研究が進められている。本報では、内閣府の「地方大学・地域産業創生交付金」事業

として採択された、産学官連携事業「小型軽量電動化システムの研究開発による産業創生」の概要を紹介す

ると共に、本事業で取り組まれている研究の一例として、電動燃料システムの開発についても紹介する。 

［キーワード：航空機電動化、産官学連携事業、電動モータ、冗長構成 ］ 

 

Abstract 

Aircraft electrification is one of the technological innovations necessary to reduce CO2 emissions from airplanes, and 

research is being conducted in Akita Prefecture as an industry-university-government collaboration project. This report 

outlines the industry-university-government collaboration project "Industry Creation through Research and Development of 

Compact and Lightweight Electrification Systems," which was adopted by the Cabinet Office as a "Regional University and 

Regional Industry Creation Grant" project, and also introduces the development of an electric fuel system as an example of 

the research being conducted under this project. 

[ Key words: Aircraft electrification, Industry-University-Government Collaboration, Electric Motors, Redundancy ] 

 

１．はじめに 

航空機の CO2 排出量削減に向けた技術革新としての航空機電動化は、国内外を問わず様々な企業や団体が研

究に取り組んでいる。秋田県においても、航空機産業における県外大手企業の協力を得て、航空機システムの電

動化プロジェクトが進められている。このプロジェクトでは、得られた技術の応用展開により、県内企業の競争

力強化と航空機産業への参入を促進する事を目的としている。なお、このプロジェクトは、内閣府の「地方大学・

地域産業創生交付金」に採択されている。当センターは、このプロジェクトの技術支援を行っている。 

 

２．大学交付金事業の概要 

２－１ 実施概要 

 産学官連携事業である、「小型軽量電動化システムの研究開発による産業創生」の事業概要を図 1[1]に示

す。本事業は、県内大学（秋田大学、秋田県立大学）が中心となって、航空機搭載に向けた新世代モータ

の研究開発、それを適用する機器およびシステムの研究開発を行う。さらに、得られた技術を県内企業に

展開して、航空機産業への参入を促進させる事が最終的な目的としている[2]。既に県内企業の数社が、モ

ータの試作や試験装置の開発等で、本事業に携わっている。今年度は、大型モータの評価設備や電力グリ
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図 1 「小型軽量電動化システムの研究開発による産業創生」事業概要[1] 

ッド網評価設備を導入し、来

年度から本格運用が始まる予

定である。図 2 に大型モータ

評価設備の外観を示す。 

２－２ 電動燃料システムの

制御系開発 

従来航空機では、燃料ポンプ

はエンジンの駆動力を抽出し

て、燃料を吐出するため、吐出

流量の直接制御は行えず、燃焼

効率が悪いシステムとなってい

る。電動燃料システムでは、燃

料ポンプの駆動を電動モータに

より直接制御する事により、吐出流量の正確な制御が可能とな

るため、燃焼効率の改善が期待出来る[3]。図 3 に示すシステム

では、さらにシステムの信頼性を上げるために、冗長構成とし

ている[4]。本研究では、航空機産業の県外大手企業が、県内企

業が試作したモータを使用して構築した、電動燃料システムを

使用している。このシステムを使用し、県外大手企業と共同で、

当該システムの基本特性を取得し、基礎理論の構築に取り組ん

でいる。また、冗長構成としての耐故障性能の評価・検証も進

めている。 

 

３．まとめ 

秋田県において、産学官連携事業として進められている、航

空機電動化をターゲットとした産業創生事業の概要について、

紹介した。今年度までに主要な評価設備の導入が完了し、来年

度から本格的な研究開発が開始される予定である。 
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図 2 大型モータ評価設備 

図 3 電動燃料システム[5] 



  


