
生 活 ･ 環 境 関 連

平成30年度産業技術研究開発センター研究発表会

■日時 平成30年7月31日(火)13:30～17:00
■場所 富山県産業技術研究開発センター

技術開発館 ホール

富山県産業技術研究開発センター

テクノシンポジウム2018

参加無料

申込み締切り 7月25日(水)

加 工 ･ 計 測 関 連材料･プロセス関連

◇新設ラボ・新規設備の見学(16:05～17:00)

3月に新設した製品機能評価ラボ、セルロースナノファイバー製品実証・

試作拠点の見学と同ラボに設置した設備を実演をとおして紹介します。

◇研究発表 ３分科会 各3件（15:05～16:05）

◇インタラクティブ・セッション/パネル展示（14:30～15:00）

参加者と研究員が、成果品や展示パネルの前で意見交換を行う場を提供します。

◇新規設備の紹介(13:30～14:30）

設備メーカが装置のトレンドや応用事例を紹介します。

（高混練二軸押出機、ナノフォーカスX線CT、大型振動試験機の設備紹介）



テーマ 発表者

脆弱化合物層フリー・プラズマ深窒化装置の開発
株式会社北熱 開発営業部
課長 嶋村 公二 氏

セルロース混合可塑化成形装置を用いたセルロースナノファイバーの前処理
方法の検討

ものづくり研究開発センター
川野 優希

レーザ加工装置による加工事例の紹介
ものづくり研究開発センター

清水 孝晃

テーマ 発表者

各種用途へ適応したナノファイバーへの薄層コーティング技術及び装置の開発
生活工学研究所

吉田 巧

DDSのためのナノ粒子作製マイクロ流体チップ
生活工学研究所
高田 耕児

ウェアラブル有機薄膜太陽電池の開発
機械電子研究所
寺澤 孝志

テーマ 発表者

機能性表面を有するダイヤモンド切削工具の開発
ものづくり研究開発センター

川堰 宣隆

工具寿命の機上検出手法に関する研究

田中精密工業㈱ 経営戦略統括部
技術開発部 技術開発ブロック

第2チーム 第2グループ
石澤 剛士

超音波接合における接合材の振動特性に関する研究
機械電子研究所
羽柴 利直

企業名

(団体名)

住所：

TEL： FAX：

受

講

者

所属・役職 氏 名 E-mail
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備 考
１．本申込書に記載された個人情報は、受講者の確認や、やむを得ない事情により、日時、会場の変更があった場合にその連絡を行うために提出して頂くものです。

２．また、本申込書に記載された個人情報を、参加者名簿(会社名・受講者氏名のみ)の形で特別講演の講師に提供する予定です。提供することに同意されない場合は、

次の□欄にチェック願います。 □同意しない
※ ものづくり研究開発センターのメルマガ・リストへの登録につきましても、ご希望をお教えください。

◆お問合せ先：富山県産業技術研究開発センター企画調整課(〒933-0981 富山県高岡市二上町150 TEL 0766-21-2121)

E-mail  kikaku2@itc.pref.toyama.jp

富山県産業技術研究開発センターテクノシンポジウム2018参加申込書【 FAX 0766-21-2402 】
申込み締切り 7月25日(水)

★Ａ会場（材料・プロセス技術関連）

★Ｃ会場（生活・環境技術関連）

★Ｂ会場（加工・計測技術関連）

■研究発表(15:05～16:05）

■新設ラボ・新規設備の紹介（16:05～17:00）

★製品機能評価ラボ（大型振動試験機、大型油圧サーボ疲労試験機、長期熱安定性評価試験機、テレビ

顕微鏡システム 他）

★セルロースナノファイバー製品実証･試作拠点（高混練二軸押出機、ナノフォーカスX線CT、大型真空

プレス、真空射出成形機 他）

■新規設備の紹介(13:30～14:30）

高混練二軸押出機、ナノフォーカスX線CT、大型振動試験機 *：設備見学では実演を行います

■インタラクティブセッション(14:30～15:00）

参加者と富山県産業技術研究開発センター研究員で、成果品やパネルを前に意見交換を行います。



■新規設備の紹介（13:30～14:30）

●「高混練二軸押出機の設備紹介と応用事例」

講師：東芝機械株式会社 押出成形機技術部 二軸押出成形機設計担当 大石 真伸 氏

【紹介概要】
ものづくり研究開発センターに設置しました二軸混

練押出機「TEM-48SS」により、樹脂コンパウンド等
、様々なニーズに応えることが可能になります。
TEM-48SSの装置概要を紹介するとともに、TEMシリ
ーズの特徴や最新の技術動向、またそれらを使用した
導入事例も紹介します。

富山県産業技術研究開発センター

テクノシンポジウム2018 プログラム

日 時：平成30年7月31日(火) 13:30～17:00 

場 所：富山県産業技術研究開発センター
ものづくり研究開発センター

●「X線ナノCTの原理および非破壊観察と3D解析」

講師：ブルカージャパン株式会社 X線事業部 アプリケーション部

マイクロCTアプリケーション 高杉 早苗 氏

【紹介概要】
X線ナノCTは非破壊で内部構造を”視る”手法です。

観察のみならず、その結果画像を数値解析に展開する
ことができるため、材料科学分野への応用が進められ
ています。医療用CTのmmスケールに対し、 μ mスケ
ールの観察が可能な最新鋭の実験室X線ナノCTを用い
た問題の解決策を実例とともに紹介します。

●「品質評価のための振動試験と大型振動試験機による試験事例」

講師：エミック株式会社 技術顧問 井下 芳雄 氏

【紹介概要】
最近の環境試験はシュミレーションの観点で複合環

境が主流になってきました。環境の代表的な因子は気
象環境と温度・湿度、そして機械的環境として振動・
衝撃が主流です。最近発行の環境試験の規格は、この
複合環境試験の要求が際立って多くなってきています
。産業技術開発センターに導入した装置は、温度・振
動・衝撃の試験はもとよりこれらの複合環境試験も可
能です。

■インタラクティブセッション(14:30～15:00）

参加者と富山県産業技術研究開発センター研究員で、成果品やパネルを前に意見交換を行います。



■研究発表(15:05～16:05）

テーマ・概要 発表者
各種用途へ適応したナノファイバーへの薄層コーティング技術及び装置の開発
エレクトロスピニング法で製造したナノファイバー（NF）不織布に対して、開発したコーティ

ング装置を用いてセルロースナノファイバーの付帯を行うことによる機能向上に関する研究を行い

ました。また、NF不織布の基布との複合方法について検討を行い、NFの空隙の保持と強固な接着

を両立することができる方法を開発しました。

生活工学研究所
吉田研究員

DDSのためのナノ粒子作製マイクロ流体チップ
ドラッグデリバリーシステム（DDS）において、様々なナノ粒子（HDL、リポソーム等）が利

用されていますが、多くの場合、ラージスケールでの作製に課題があります。本研究では、ラージ

スケールでナノ粒子を作製するための安価・簡便なマイクロ流体チップとシステムを開発しました。

また、チップを用いた他の取り組み（サイズ分離）についても紹介します。

生活工学研究所
高田主任研究員

ウェアラブル有機薄膜太陽電池の開発
ウェアラブル機器には、『いつでも、どこでも使える電源』が求められており、有機薄膜太陽電

池（OSC）が注目されています。分子機能材料を用いたOSCの高効率化を目標に、透明電極、正

孔輸送層、活性層について検討を行いました。さらに、フレキシブルなPET基板のOSCを作製し、

心拍数、歩数などのライフログ機能を持つ機器への充電についても検討を行いました。

機械電子研究所
寺澤副主幹研究員

★Ｃ会場（生活・環境技術関連）

★Ｂ会場（加工・計測技術関連）

テーマ・概要 発表者
機能性表面を有するダイヤモンド切削工具の開発
超精密切削加工では、転写性や耐摩耗性の優れたダイヤモンド工具が使用されます。更なる加工

品質のためには、工具の高度化が必須となります。本研究では超精密切削加工における加工特性の

改善のため、微細なテクスチャを有するダイヤモンド工具を開発しました。その形状最適化のため、

加工条件や被削材種の影響について検討した結果を報告します。

ものづくり研究開発センター
川堰主任研究員

工具寿命の機上検出手法に関する研究
機械加工時の工具破損（チッピング）の前兆を、加工機の主軸付近に設置した振動センサの信号

を用いて自動検知する信号処理手法を検討・試作しました。統計的・品質工学的な信号処理方法の

適用および前処理フィルタを工夫することによって、実加工時の外来ノイズや信号変動に強い実用

的な工具寿命検知アルゴリズムを開発しました。

田中精密工業㈱ 経営戦略統括部
技術開発部 技術開発ブロック

第2チーム 第2グループ
石澤 剛士 氏

超音波接合における接合材の振動特性に関する研究
超音波接合の用途拡大のため、加振材を厚物部品や硬質材料、固定材をアルミ合金板材とした

超音波接合の可能性を調査しました。加振材をアルミリベットとした接合では、最大でアルミリ

ベットと同程度の接合強度が得られました。加振材をセラミックスビーズとした接合では、イン

サート材の使用により接合可能になることが確認されました。

機械電子研究所
羽柴主任研究員

■新設ラボ・新規設備の紹介(16:05～17:00）

★製品機能評価ラボ（大型振動試験機、大型油圧サーボ疲労試験機、長期熱安定性評価試験機、テレビ

顕微鏡システム 他）

★セルロースナノファイバー製品実証･試作拠点（高混練二軸押出機、ナノフォーカスX線CT、大型真空

プレス、真空射出成形機 他）

テーマ・概要 発表者

脆弱化合物層フリー・プラズマ深窒化装置の開発
機械部品や金型の耐久性を向上させるため、表面に窒化処理を施すことが多くあります。航空

機部品では深窒化（窒化深さ200~400 μm）が求められるものの、同時に生成される脆弱化合物層

の除去等が問題になります。独自のフィードバック制御プラズマ窒化装置を開発し、脆弱化合物

層を形成させない深窒化処理を可能にしましたので、それらについて報告します。

株式会社北熱 開発営業部
課長 嶋村 公二 氏

セルロース混合可塑化成形装置を用いたセルロースナノファイバーの前処理方法の検討
セルロースナノファイバー（CNF）は、プラスチックに分散・複合化すると弾性率の向上等

フィラーとして優れた特性を発揮します。しかし、多くの場合CNFは水分を含むので、複合化の

ために脱水乾燥すると凝集固化して分散が困難になります。そこで、凝集物がなく分散しやすい

CNF乾燥材をセルロース混合可塑化成形装置を用いて試作しました。ここではその際の乾燥条件

や添加剤について報告します。

ものづくり研究開発センター
川野研究員

レーザ加工装置による加工事例の紹介
ビーム品質が良く、高い発振効率が得られる「ファイバーレーザ」の開発により、大出力と高

密度微細化条件での溶接、切断や表面処理加工等が可能になってきています。本発表では、当セ

ンターに導入されたレーザ加工機と2次元スキャナを用いた金属材料への表面焼入れ、CFRPの穴

あけ、樹脂と金属の接合事例について報告します。

ものづくり研究開発センター
清水主任研究員

★Ａ会場（材料・プロセス技術関連）


