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令和２年度事業実施状況 
 

令和２年度において、当財団は、地域の科学技術の向上、産業活動の発展に向けて、

産学行政の研究者・技術者による幅広い交流を基盤として科学技術分野の研究開発を推

進するため、次の三つの観点から事業に取り組んだ。 

なお、事業の取組に当っては、新型コロナ感染症の防止対策を講じるとともに、Web

活用を積極的に推進した。 

第一に、財団設立当初からの使命である産学行政の連携を推進するため、当財団の基

本事業である研究交流事業や共同研究推進事業などに着実に取り組んだ。 

研究会、研究開発会議、セミナー等においては、ほぼ全面的にWeb開催となった。 

第二に、「知の拠点あいち」の施設機能を十分に活用した取組を推進した。あいちシン

クロトロン光センターにおいては、外部ユーザーに代わって職員が測定実験を行う測

定代行の充実を図るなど、予防対策に留意した施設運営を行った。また、令和元年度

に愛知県から受託した「知の拠点あいち重点研究プロジェクト（Ⅲ期）」については、研

究開発成果の実用化・製品化を目指して研究マネジメントを実施するとともに、Webセ

ミナーを開催することでプロジェクトの取組内容について広く発信した。 

第三に、国等の競争的資金を活用した研究開発プロジェクトを積極的に推進した。文

部科学省の地域イノベーション・エコシステム形成事業 、経済産業省の戦略的基盤技術

高度化支援事業、地域企業イノベーション支援事業および高エネルギー加速器研究機構

の光ビームプラットフォーム事業等を着実に実施するなど、新たな科学技術を創出し、

社会への実装を試みる研究開発の推進に努めた。 

これらの事業の推進に当たっては、企画運営委員会、中小企業企画委員会及びあいち

シンクロトロン光センター運営委員会を開催し、地域の産学行政の意見を踏まえ、財団

の総力を結集して取り組んだ。また、これらの事業の経費については、効率的、効果的

かつ適正な執行に努めた。 
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公１ 研究交流事業 

（１）研究交流クラブ事業 
  

科学技術の新たな芽を生み出す場として、産学行政の研究者、技術者、経営者など

を会員とする常設の交流組織である「研究交流クラブ」を運営することにより、既存

の組織・分野の枠を越えた交流や優れた業績を有する研究者との交流等を促進し、新

たなヒューマンネットワークの構築を推進した。 
 具体的には研究者・技術者等による講演会及び企業・研究所等の見学会を実施した。 

  
【定例会の開催状況】 

開催回数 ８回 〔講演会：６回 見学会：２回〕 

参加者数 
         延べ 500名 

〔平均：講演会69名 見学会44名〕 

 
【情報提供・催事案内】 

・見学会、講演会、成果報告会等の開催案内 (随時) 
・プロジェクトや研究会の募集案内など (随時) 
・メールマガジンの発行 (１回／月) 
 

【会員数】 

514名  〔令和3年3月末日現在〕 

 
   【会員内訳】 

産業界 243名 

学界 186名 

行政他 85名 

       

産･学･行政他別内訳 

産業界
47%

学界
36%

行政他
17%
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研究交流クラブ活動状況一覧表（１） 
 

第203回 

実施日 令和2年6月5日 出席者数 50名 

場 所 Web講演会 

内 容 
【講演会】はじめてでもわかるスタートアップ企業 

   ～スタートアップ企業とはなにか？どんなことができるのか？～ 

東海エイチアール株式会社 代表取締役 若目田 大貴 氏 

第204回 

実施日 令和2年6月25日 出席者数 48名 

場 所 Web講演会 

内 容 【講演会】オープンイノベーションの事例紹介 

        ～スタートアップ 起業家から学ぶ事業提携事例～ 

株式会社 Acompany 取締役 CEO 高橋 亮祐 

東海エイチアール株式会社 代表取締役 若目田 大貴 氏 

第205回 

実施日 令和2年8月31日 出席者数 38名 

場 所 Web見学会 

内 容 【見学会】活用広がる「あいちシンクロトロン光センター」 

～シンクロトロン光による酵母の育種改良で伝統的な 

酒造りのさらなる高度化～ 

・あいちシンクロトロン光センター 

・中埜酒造株式会社  

第206回 

実施日 令和2年9月25日 出席者数 29名 

場 所 あいち産業科学技術総合センター（ハイブリッド講演会） 

内 容 【講演会】共同研究推進事業成果発表会 

・講演1: 食品産業で活用できる高感度大腸菌検出システムの開発 

名古屋工業大学 大学院工学研究科 

生命・応用化学専攻 准教授 猪股 智彦 氏 

・講演2: 無痛性除細動機能付き心臓サポートネットの開発 
株式会社ｉＣｏｒＮｅｔ研究所 代表取締役 秋田 利明氏 

※令和元年度完了共同研究推進事業成果発表  

第207回 

実施日 令和2年10月5日 出席者数 49名 

場 所 Web見学会 

内 容 【見学会】地下千ｍから宇宙の謎に挑む「スーパーカミオカンデ」 

～紹介施設「カミオカラボ」でその秘密を学ぶ～ 

・ひだ宇宙科学館 カミオカラボ  
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研究交流クラブ活動状況一覧表（２） 
 

第208回 

実施日 令和3年1月21日 出席者数 87名 

場 所 Web講演会 

内 容 【講演会】中小企業のためのデジタル技術活用セミナー 

・ものづくりから発信する未来とは？ 

アビームコンサルティング株式会社 執行役員 プリンシパル  

P&T Digital ビジネスユニット  IoTセクター長 橘 知志 氏 

・中小企業として DX推進事例 中日本炉工業 ～もたざる者の強み～ 

中日本炉工業株式会社 顧問 古市 侯史 氏 

・村田製作所の製造現場におけるIoT化と改善につながる 

データ活用事例 

株式会社村田製作所 IoT事業推進部 m-FLIPソリューション 

企画開発課 エキスパート 藤田 真 氏 

第209回 

実施日 令和3年1月26日 出席者数 84名 

場 所 Web講演会 

内 容 
【講演会】イノベーションで未来に挑戦 ～次世代成長産業の創造～ 

・基調講演: 科学的ゆとりと思考体力 ～人財のつくり方～ 

東京大学 先端科学技術研究センター 教授 西成 活裕 氏 

・「第15回わかしゃち奨励賞」 優秀提案発表 

（若手研究者イノベーション創出奨励事業）  

特別会 

実施日 令和3年3月9日、10日（2日間連続開催） 出席者数 115名 

場 所 Web講演会 

内 容 【講演会】 

オープンイノベーションとデジタルトランスフォーメーション 

・講演: 自動運転の民主化 名古屋大学 未来社会創造機構 
教授 武田 一哉 氏 

・講演: 中小企業のDXに対する取り組み方 

アビームシステムズ株式会社 取締役会長 小幡 哲丈 氏 

 



5 
 

  

（２）研究会事業 
 

公募等により決定したテーマごとに企業、大学、試験研究機関等の研究者・技術者等

をメンバーとした研究会を設置し、情報交換、技術トレンドの把握及び先導的な研究テ

ーマの発掘を実施した。 
 

【研究会の活動状況】 

研 究 会 数 
２５研究会 

  令和元～２年度：１１研究会 

  令和２～３年度：１４研究会 

開 催 回 数 延べ ５５回 

 
【研究会の構成員数等】 

構成員数 

(２５研究会) 

計544名 

〔１研究会平均：21.8名〕 

産 業 界：350名 

学 界：142名 

行 政 他： 52名 

参加者数 延べ  1,287名 
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【令和２年度研究会一覧】 

研 究 会 名 称 座 長 実施年度 

1 省エネルギーに資する先進表面改質研究会 
宇佐美 初彦 
(名城大学) 

令和元～

２年度 

2 
太陽光発電とリチウムイオン電池の技術融合による新
規材料・デバイス開発研究会 

加藤 慎也 
(名古屋工業大学) 

3 厳環境下IoT向け3C-SiC技術研究会 
加藤 正史 
(名古屋工業大学) 

4 低速中性子線利用談話会 
清水 裕彦 
(名古屋大学) 

5 積層造形プロセスに関する技術研究会 
小橋 眞 
(名古屋大学) 

6 高周波レーザーの高品質化による新用途開発 
古林 和典 
(名城大学) 

7 
複合材料を用いた低コスト化／多機能化マテリアルデ
ザイン研究会 

仙場 敦彦 
(名城大学) 

8 高機能コロイド結晶材料研究会 
豊玉 彰子 
(名古屋市立大学) 

9 高精度CAEのための先端実験技術研究会 
西脇 武志 
(大同大学) 

10 新しいトライボロジー設計技術研究会 
前川 覚 
(名古屋工業大学) 

11 エネルギー自立型水処理技術研究会 
吉田 奈央子 
(名古屋工業大学) 

12 ソーラー水素エネルギー研究会 
青木 純 
(名古屋工業大学) 

令和２～

３年度 

13 バルク水と水分子の境界に関する研究会 
石井 大佑 
(名古屋工業大学) 

14 OSSを活用したAI産業応用システムの開発 
加藤 昇平 
(名古屋工業大学) 

15 インフラ・建設技術のデジタル革新に関する研究会 
加藤 準治 
(名古屋大学) 

16 IoT振動解析技術研究会 
神谷 幸宏 
(愛知県立大学) 

17 次世代アクチュエータ材料応用研究会 
北村 一浩 
(愛知教育大学) 

18 アンビエントイオン化MS次世代応用研究会 
財津 桂 
(名古屋大学) 

19 切削工具の長寿命化に繋がる実用技術研究会 
田中 浩 
(愛知工業大学) 

20 自律移動体の動作環境シームレス化研究会 
道木 加絵 
(愛知工業大学) 

21 
再生可能エネルギーからの水素製造・利用関連技術研究
会 

永岡 勝俊 
(名古屋大学) 

22 新産業創出に向けたマイクロセンサデバイス 
浜口 香苗 
(豊田中央研究所) 

23 全固体電池実用化に向けた固体電解質の開発 
宮崎 怜雄奈 
(名古屋工業大学) 

24 
次世代の省・創エネルギーデバイス技術に向けたGaN系
半導体応用研究会 

三好 実人 
(名古屋工業大学) 

25 二次電池の寿命予測技術・システム開発研究会 
渡部 孝 
(名古屋大学) 
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研究会の概要 
１ 省エネルギーに資する先進表面改質研究会 

[名城大学 理工学部材料機能工学科 教授 宇佐美 初彦] 
本研究会の主たる目標は、従来から研究開発されてきている表面改質技術の複合化とした。

活動として、３回の講演会を通して、汎用の機械加工手法の複合化による表面改質手法の適

用可能性を探索した。その結果、ショットピーニング、切削加工、熱処理などの手法を組み

合わせることで、省エネルギーに直結する低摩擦化に関して、従来よりも優れた性能を発現

する表面改質手法が実現可能な指針を得た。なお、手法の複合化に関しては、汎用装置活用

を前提としているので、即効性の高い手法に位置づけられ、研究会の目標である機能性を付

与可能な新しい表面改質の提案と、その適用部位は選定されたと判断される。 

４回目は今までの内容を基に総合討論を行い、具体的な適用事例として、自動車用内燃機

関摺動面と人工関節を挙げ意見交換した。内燃機関摺動面では、ショットピーニングによる

成膜、熱処理による傾斜組成化、微細断続切削（タイリング）によるテクスチャリングを含

む仕上げ加工を複合化することで、硬さや剛性といった機械的性質の適正化と、ディンプル

の油剤供給機能との相乗効果により、広範囲な運転条件で摩擦低減に寄与できる摺動面の構

築を目指す。人工関節摺動面では、樹脂カップ面へのタイリングと酸化カルシウム等の親水

基成分をショットピーニングによる転写との走行効果により低摩擦化に伴う寿命延長効果

に可能性が見出された。 

上記の２事例に関しては、今後、関連企業と製品化と事業化についてさらに詳細な意見交

換を重ね、製品化のイメージ、実用化のシナリオの状況によっては公的補助金への申請を検

討する。 

 

２ 太陽光発電とリチウムイオン電池の技術融合による新規材料・デバイス開発研究会 

 [名古屋工業大学大学院 工学研究科電気・機械工学専攻 助教 加藤 慎也] 
 低炭素社会実現のためには、再生可能エネルギーをより効率的に低コストで利用できるよ

うにする技術が必要である。本研究会では愛知県内の太陽光発電やリチウムイオン電池に関

わる若手研究者を結集し、活発な議論を進める中で 材料・構造・デバイスの各分野での相互

の技術交換を推進した。 
初年度は材料面において太陽電池およびリチウムイオン電池の開発状況を共有し、あいち

シンクロトロン光センターの設備見学も実施した。 
 2年目の研究会は、コロナ禍のなかオンラインで開催。招待講演により材料面で高効率化

するだけでなく利用用途に応じたトータルのコスト優位性が重要との気づきも得られた。 
 今後の活動として座長とメンバーが共同で、これまで太陽電池で用いられていた結晶シリ

コンをリチウムイオン電池の負極材料へ応用する研究の検討を開始し、NEDOの官民による

若手研究者発掘支援事業、マッチングサポートフェーズへ申請した。 

 

３ 厳環境下IoT向け3C-SiC技術研究会 

 [名古屋工業大学大学院 工学研究科 准教授 加藤 正史] 
 計 5 回の研究会を実施し、3C-SiC の厳環境 IoT デバイスへの適用可能性を議論するとと

もに、他材料との比較も議論し、厳環境 IoT デバイスの将来を検討した。2 年目はコロナ禍

により当初想定した活動はできなかったが、オンラインでの実施により、感染拡大状況に影

響されず継続的に活動出来るようになった。また、その中で海外の研究者にオンラインでご

講演いただくこともでき、研究会活動の可能性を広げることができたと考えている。 
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 成果としては厳環境IoTデバイスへの応用に対して、3C-SiCの利点と欠点が整理できた。

そしてその結果、例えば 3C-SiC の利点を活かす形でp チャネルMOSFET を 3C-SiC で作

り、逆に 3C-SiC の欠点を補う形で他材料を利用し、例えば n チャネル MOSFET を GaN
もしくは 4H-SiC で作り、それらを結合させて CMOS 回路とするなどのアイディアが産ま

れた。その結果、将来的な厳環境下 IoTデバイスの作製プロセスや、期待される性能などに

おいて、具体的なイメージを描くことができた。 
 このように、本研究会では 3C-SiC という材料に絞って活動をしていたが、研究会活動を

継続する中で、上記のように材料のハイブリッド化により、より高性能な IoTデバイスを産

み出せる可能性を見出すことが出来た。今後は複数の材料それぞれの特徴を活かしたCMOS
回路の試作を行うなどして、将来的な競争的資金獲得および実用化を目指せるよう、令和 3
年度の研究会事業に応募することとしており、現メンバーの多くも引き続き参画頂ける予定

である。 
 

４ 低速中性子線利用談話会 

 [名古屋大学大学院 理学研究科物理学教室・素粒子宇宙物理学専攻 教授 清水 裕彦] 
 本研究会では、低速中性子の利用効率を定量化する方法を確立して基礎研究から産業分野

への応用に渡って中性子利用拡大の基礎をなすことを目指し、合計５回（令和元年度２回、

令和３年度３回）の研究会を開催した。初年度は、名古屋大学を中心として進められている

中性子イメージングの現状に関して情報共有が行われた。２年度目は、中性子利用のために

中性子測定装置の定量的な議論を行うための計算を進めた。具体例として中性子小角散乱装

置において、汎用的な評価基準を取り入れることを目的に、計測の基準となる特性時間を定

義した上で、各装置において特性時間がどうなるのかの評価を行った。 
そして、計測装置を定量評価するための定式化を進め、パルス中性子小角散乱装置および

研究炉での定常炉中性子小角散乱装置の両方に適用可能な計算とすることで、世界中の中性

子小角散乱装置の定量的評価が可能となった。 
 

５ 積層造形プロセスに関する技術研究会 

 [名古屋大学大学院 工学研究科 物質プロセス工学専攻 教授 小橋 眞] 
 積層造形プロセスは、金属やセラミックスの加工や、計算科学（トポロジー設計など）か

ら求められた機能を有する最適形状の付与が可能であり、革新的な新製品等への応用が期待

される。本研究会では、産学行政の幅広い領域の研究者、技術者を交えて、積層造形プロセ

スへの総合的理解を深めるとともに最新の情報と技術を共有・発展させ、先導的研究テーマ

の発掘ならびに技術革新・新機能材料創出に向けた課題抽出を行う。 

 今年度は、日本の積層造形分野を牽引する近畿大学の京極先生と企業メンバーによるパネ

ルディスカッションを実施し、愛知県における積層造形分野のコンソーシアムの重要性につ

いてパネリスト、参加者の理解が深まった。積層造形は、データサイエンスをプロセス設計

に役立てることが極めて有効かつ重要な分野であることから、この部分で強みを持つことに

より、サポイン等の事業など競争的資金獲得が大いに期待される。 
 

６ 高周波レーザーの高品質化による新用途開発 

[名城大学 学術研究支援センター 科学技術コーディネーター 古林 和典] 
研究会の目標は高周波レーザーの用途として注目される分野の動向を地元企業とともに

共有化し、新規事業開発に生かすことであった。そこで無線給電、マイクロLED、加工用半
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導体レーザーという分野で活躍する研究者を、第１回から第３回まで、それぞれお招きし、

その分野での課題を抽出し、名城大学でのレーザー研究の現状と照合することにより公募案

件申請へと繋げることに貢献できた。 

また、コロナ禍で開催した第４回ではそれまでとは目線を変え、デバイス自体の設計要素

である光制御技術として注目著しいトポロジカルフォトニクスの研究者を招いて、企業以外

に大学内の研究者や学生も参加して光制御技術について議論する機会となった。 

これらの活動から、公募案件などに関する成果は３つあり、 

・第１回で取り上げた無線給電に関しては参加企業と名城大学の間で共同研究を開始してい

る。 

・第２回で取り上げたマイクロLEDに関して、最大の課題である製造コスト(pick&place)克

服の新製法を掲げて本学レーザー研究者の岩谷教授がA-Stepへ申請し採択された。 

・第3回で取り上げた加工用レーザーに関しても、令和３年度のNEDO事業へ申請する運びで

ある。 
 

７ 複合材料を用いた低コスト化／多機能化マテリアルデザイン研究会 

[名城大学 理工学部交通機械工学科 准教授 仙場 敦彦] 

樹脂ベースの複合材料は、強化繊維を取り込んで高強度化するだけでなく、様々な機構や

センサ、情報伝達媒体などを組み込み一体化できる自由度があり、斬新な部品や構造を製造

できる可能性を持っている。またリユース繊維などの低コスト材料を、他の材料と組み合わ

せ、非常に高品質な構造要素化できる可能性がある。本研究会では、このような材質をデザ

インし高機能化や新機能発現化できる複合材料のデザイン手法を検討する。 

2年目はコロナ禍の影響が大きく、運営面で苦労したが、WEBを活用しつつ、座長のアメリ

カからの話題提供や中部大学での施設見学も含め、リサイクル繊維等低コスト化とマテリア

ルデザインに関する話題を中心に実施し、有意義な意見交換ができた。２年間で当初の計画

通り6回の研究会を実施、出席率も高い水準を維持でき、本研究会の目標は概ね達成できた。

メンバー間での共同研究の提案や、特許出願などの成果もあり、今後も本研究会のネットワ

ークを活用した活動が期待できる。 

 

８ 高機能コロイド結晶材料研究会 

[名古屋市立大学 薬学研究科 講師 豊玉 彰子] 

 コロイド微粒子が規則配列した構造（コロイド結晶）の実用化を検討する。最近開発した、 

(1)金コロイド粒子結晶の表面プラズモン共鳴を利用した、高感度（従来品の１０倍程度）の

分光センサー、(2)様々な液体（生理食塩水や有機溶媒も含む）に添加・分散して様々な構造

色を示す、コロイド結晶を用いた加飾材料などが対象である。産学の研究者が参加者として、

具体的な実用化に向けて検討する。 

 金コロイド微粒子を用いた高感度分析やコロイド材料を用いた液体の加飾材料について、

具体的な用途（センシングの対象物質）と、望まれる特性に関して専門家を交えて議論する

ため、講演会形式の研究会を開催したことで、参加者のこれまでの研究や、開発の取り組み

例などを共有することができた。 

 

９ 高精度CAEのための先端実験技術研究会 

 [大同大学 工学部機械工学科 教授 西脇 武志] 
 本研究会は、最先端実験技術を共に習得するために研究会メンバー自らが手足を動かし、
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研究課題を解決していく実践型の研究会を実施した。令和元年度及び令和２年度ともに３回、

合計６回の研究会を開催した。本研究会の活動方針「FullField 法の実験技術を習得するこ

と」に沿って、初年度は、参加メンバーがアプリケーションの技術を習得することに重点を

置いた活動が行われた。２年目は、具体的な実験データ（引張試験）を研究会メンバーが持

ち帰り、FullField 法を用いたパラメータ同定に取り組み、その結果を持ち寄ることで問題

点を共有し新しい実験手法について議論が交わされた。 
 以上の取り組みで、参加者が相互に得意な技術を持ち寄り、実験・計測技術・数値解析の

専門的手法や解釈を議論することができ、知見が深まった。 
 

10 新しいトライボロジー設計技術研究会 

 [名古屋工業大学大学院 工学研究科電気・機械工学専攻 准教授 前川 覚] 
 産業界で役に立つ実学的な研究会を目的として、合計４回（令和元年度２回、令和３年度

２回）の研究会を実施した。本研究会のテーマであるトライボロジー設計技術に関して、冷

媒圧縮機の軸受け潤滑技術、すべり軸受けの摩耗進行や非定常油膜解析などをテーマとして

産業界が有する課題と大学機関への要望を抽出することができた。また、Comsol というア

プリケーションを使った具体的解析事例をベースに、メンバー間で意見交換や技術共有を行

った。これは、低摩擦、低摩耗、長寿命を目的としたトライボロジー設計の CAE 化を目指

して、既往の解析理論と実験モデルを整理し計算開発プラットフォーム構築につなげるため

の活動であった。 
 本研究会は愛知県内に拠点を有する企業研究者や技術者を中心に１６社から参加があり、

研究会参加メンバーから座長に対して個別の研究相談や共同研究依頼があるなど、産学官連

携に資する有益な研究会であった。 
 

11 エネルギー自立型水処理技術研究会 

 [名古屋工業大学大学院 工学研究科 准教授 吉田 奈央子] 
下水道は全国の電力消費量の0.7%を消費する一方、下水中には消費電力を上回るバイオマ

スエネルギーが潜在する。現在、下水バイオマスのエネルギー回収技術として実用化されて

いるのは下水汚泥のメタン発酵技術のみであり、汚水バイオマスからのエネルギー回収技術

は存在しない。本研究会では、下水を直接電流に変換できる微生物燃料電池（MFC）技術に

よりエネルギー自立型の水処理技術を確立するため、情報収集・意見交換を行うことを目的

としている。座長はメンバーの企業等と既に複数の共同研究を実施しているため、本研究会

はセミクローズの形で運営が行われてきた。 
初年度は３回の研究会が企画され、第１回ではイオン交換膜、第２回は地域未利用資源（養

豚廃水等）のMFC による活用、について招待講演が行われ、その後座長が植田水処理セン

ターで実施しているMFC 試験プラントの見学会が行われた。招待した先生とは、講演後も

共同研究実施等の関係が継続し、座長・メンバーの研究の進展に役立った。第３回以降は、

新型コロナウイルス対策で開催できず、そのまま研究会は終了することになった。 
 

12 ソーラー水素エネルギー研究会 

 [名古屋工業大学大学院 工学研究科生命・応用化学専攻 教授 青木 純] 
 水素利用では燃料電池が主な利用法の一つである。一方、再生可能エネルギーを用いた水素

製造には燃料電池の逆反応である高分子電解質膜水電解法が期待されている。本研究会では、

燃料電池を水電解に転用する際の課題を検討する。また、高効率なソーラー水素製造には、太陽
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電池や光合成などの光電変換系と電気-水素変換系との整合性が重要であり、その課題に取り組
む。 

 研究会は対面方式を予定していたが、コロナ禍の中Web方式にせざるを得なかった。し

かし、web方式にすることで安全を担保した上で予定した3回分の研究会をすべて実施でき

た。Web研究会では、研究会後の非公式な情報交換が十分出来ず物足りなさを感じた半面、

遠方のメンバーの参加が容易になる利点が明らかとなった。外部講師から再エネ水素並びに

様々な水素キャリアについて最先端の取り組みを学ぶことができた。 
今年度は主に大学所属のメンバーに話題提供を行って頂いたが、次年度は産業界メンバー

の技術や製品の紹介や研究開発における問題点などを話題提供してもらい、共同研究や産学

連携を目指す。また、今年度と同様に水素エネルギー研究に様々取り組まれている全国の研

究者を招いて最新の研究を紹介していただく予定である。活動終了後は、参加メンバーを中

心に、共同研究の開始やNEDOやJSTの研究プロジェクトへ申請展開していく。 
 

13 バルク水と水分子の境界に関する研究会 

 [名古屋工業大学大学院 工学研究科生命・応用化学専攻 准教授 石井 大佑] 
 水分子の吸着（水分子と表面を構成している分子の間に働く相互作用）とバルク水が創り

出す濡れ状態（水の表面張力と固体表面の表面張力の相関関係）の境界は存在するのかに関

して議論を行う。また、議論の結果を基に、液体を自在に操作可能なプロセスへの応用展開

を図る。 

本研究会は以上の目標・内容で採択されたが、新型コロナウイルス対策としてオンライン

会議が要求される環境で、オンライン会議の情報漏洩等の懸念のため研究会を開催できず、

初年度で中止することになった。 

 

14 OSSを活用したAI産業応用システムの開発 

 [名古屋工業大学大学院 工学研究科情報工学専攻 教授 加藤 昇平] 
 デジタル・トランスフォーメーションが浸透し産業構造の変革が到来した次世代社会にお

いて、AI・IoT の利活用は産業界の急務な課題である。本研究会では既存の人工知能に関す

るオープンソースソフトウェア（OSS）やAIチップを活用することによって、十分な技術を

持たない企業においてもAI システムが開発できるよう、AI 技術に関する理解を深め、製品

開発・生産管理・ロボット等のシステム化を可能にする技術・情報を共有する。 

 研究会での議論と参加メンバーに実施したアンケートから、OSSを用いたAI産業応用に対

する製造業・エンジニアの要望を収集することができた。多少の個人差があるものの、AI産

業応用における現場の課題と AI ツールやプログラミングに関する技術レベルや開発ニーズ

が設定できた。今後研究会において実施する「AIプログラミング入門講座」教材の検討・整

備を進めていく。 

 

15 建設技術のデジタル革新に関する研究会 

 [名古屋大学大学院 工学研究科土木工学専攻 教授 加藤 準治] 
 建設分野におけるデジタル技術の適用は、省人化および省力化、高機能化等、今後の基幹

インフラの高度化に必須な取り組みである。地域産学行政の幅広い領域の研究者、技術者を

交えて、高機能化（軽量、高強度、工期短縮等）を実現する技術、材料等を幅広く取り扱い、

プロセス技術の高度化や先導的研究テーマの発掘等、当地域の産業振興に繋がる課題抽出等

を行う。 
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 参加メンバーには、地域行政側として、国土交通省中部地方整備局と発注者側であるNEXCO

中日本の技術者、愛知県東三河建設事務所に加わってもらい、講演も行われた。一方、大学

からは名古屋大学から構造材料系の研究者と環境学・化学系の研究者、その他に京都大学、

八戸工大から強力な研究スタッフが本研究会に参加している。産業界からは、建設土木分野

として、ゼネコン、橋梁メーカー、コンサルタント、エンジニアリング会社が多く参加して

おり、他分野からはFRP 素材メーカー、樹脂・材料メーカー、FRP 素材ファブリケーション

関連、また情報系分野からは、IT・ソフトウェア関連企業、さらに施工機械メーカー、専用

機械設計製作企業など30社以上、これまで接点がなかった異分野にまたがる大きな情報共有

の場を設けることができた。これについては、初年度の成果としては重要な一歩であったと

考えている。 

 

16 IoT振動解析技術研究会 

 [愛知県立大学 情報科学部情報科学科 准教授 神谷 幸宏] 
 本研究会は、IoT の普及に伴って重要性が増している振動解析技術を研究し、機械振動か

らの故障予兆検出、心拍・呼吸のモニタリング、インフラの見守りなどに技術提供し、企業

や社会からの要請に応えることを目的としている。特に IoTで必要とされる振動解析には①

高解像度、②シンプル、③機械学習への特徴量供給が求められている。 
 本年度は４回開催し、「生産システムのデジタル化の動向」、「IoT設備保全システムでの振

動解析の応用例」および「振動測定における 測定ポイントの選び方」などについて講演が行

われた。講演が終わった後は、ディスカッションに十分な時間を用意しメンバー間の意見交

換の場を設けた。 
 研究会活動を通して座長とメンバーとの交流が深まり、科学技術交流財団「共同研究推進

事業」への応募を目指し、現在、申請書の準備を進めていると共に、３件の共同研究も進行

しており、研究会の目標である産学共同への発展は着々と実現されつつある。 
 

17 次世代アクチュエータ材料応用研究会 

 [愛知教育大学 教育学部技術専攻 教授 北村 一浩] 
近年、介護や医療、自動車、航空宇宙分野を中心に、ロボットやパワーアシスト、メカト

ロニクス機器などへの駆動源として、小型・軽量・静音の新しいアクチュエータが求められ

ている。本研究会では、次世代のアクチュエータ材料として注目されている、形状記憶材料

や高分子材料を研究する大学関係者、公的研究機関研究者、企業研究者・技術者の連携体制

を構築し、その体制のもと、次世代アクチュエータ材料の実用化を目指す 

本年度は３回の講演会を実施し、コロナ禍の中、開催方法（オンライン）時期等運営面で苦

労したが、第１回は形状記憶合金、第２、３回は形状記憶ポリマー、応用事例を中心に開催

し、多くのメンバーの参加を得て、初年度の目的はほぼ達成できた。次年度は、初年度で提

起されたニーズ、紹介されたシーズ技術のマッチングを図るべく、当該分野の一線の研究者

による講演に加えて、メンバーのショートプレゼン形式の話題提供を重視して、技術交流を

はかるとともに、共同研究・協業に向けた、ワークショップ形式の討論などを検討し、より

活性化した研究会としていく予定である。 

 

18 アンビエントイオン化MS次世代応用研究会 

[名古屋大学 大学院医学系研究科 准教授 財津 桂] 

 アンビエントイオン化質量分析（AIMS）は、前処理が不要であり、「その場分析・現場分析・
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リアルタイム分析」を可能とする。欧米では医学や品質検査への実用化が進んでいるが、わ

が国では実用展開が遅れている。そこで本研究会では、産学官の基礎・応用研究者/技術者が

異分野融合し、AIMSによる次世代の術中診断補助技術・臨床検査技術・食品等の品質検査技

術を研究し、「AICHI・地域コア技術」として確立することを目標としている。 

 本研究会は医学・農学・化学・食品等幅広い分野の30名程度のメンバーで構成され、本年

度は３回の研究会をWeb 開催した。毎回２件の講演とメンバー自己紹介（1/3 ずつ）が行わ

れ、講演内容は、第１回は座長及び中心メンバーによるAIMS 全般的な紹介、第２回はAIMS

の農業分野、食品分野での応用・研究、第３回は科捜研での応用とAIMSイオン源の開発であ

り、毎回活発なディスカッションが行われた。初年度はメンバーが講演する形で終始したが、

次年度は外部講師を招へいして交流を更に深めるとともに、AIMSを超えた概念の模索などさ

らなる発展を計画している。 

 

19 切削工具の長寿命化に繋がる実用技術研究会 

 [愛知工業大学 工学部機械学科 教授 田中 浩] 
 切削・研削等の除去加工技術はモノづくりに不可欠であり、本地域は優れたモノづくり技

術を有する中小企業も多い。その中で生産過程での工具の摩耗、劣化に対応する実用技術の

開発のようなどの企業にも当てはまる問題に関しては、企業ごとの個別解だけではなく、産

官学の議論により一般解を共有する活動も必要だと考える。 
 本研究会では、切削工具の長寿命化を可能とする研究シーズである電界砥粒制御技術を用

いた刃先研磨技術を核としつつ、生産ライン、製品で異なる工具材質・形状・寸法への対応

技術やラインの横に設置できる低コスト小型刃先処理装置技術など、工具の長寿命化に関わ

る、生産現場での具体的な短期・長期課題抽出を行い、持続可能な生産現場とするためにそ

の解決を検討する形での産官学連携を目指して活動する。 
 初年度は、実際の生産過程で起こる諸問題を産官学で議論すると共に、提案されている切

削工具長寿命化に関係する技術を調査、完了することを達成目標とした。これまでの研究会

で、工具刃先表面加工（１回目、２回目）、工具材料や刃先コーティング材料開発とその効果

（３回目）、工具の刃先摩耗メカニズム（第４回）について技術調査を行った。その結果、摩

耗メカニズムの把握が基本であることや、工具長寿命化テスト試作が現場の負担になること

からこれを解決する機械学習技術の知見が必要であるなど、各企業それぞれの実用面での壁

が異なることがわかってきた。以上を踏まえて、2年目は、摩耗メカニズムの全体像、長寿

命化のための刃先加工技術、コーティング技術事例について技術調査まとめを行い、産官学

連携により解決が進んでいる状態を目標とする。 
 また、多業種のメンバーが参画している特徴を活かして、企業同士が繋がることにより、

共同で課題解決を進めていく環境が出来るよう働きかけていく。 
 

20 自律移動体の動作環境シームレス化研究会 

 [愛知工業大学 工学部電気学科 教授 道木 加絵] 
 本研究会では、自律移動体の動作可能環境の拡大をシームレス化と呼び、陸海空の多岐に

亘る環境下で様々な作業をする自律移動体について、機械構造・電力供給・モーションコン

トロール・自己位置推定・状況認識・作業計画等の多角的な観点から、動作環境に特化しな

い共通の要素技術と環境に特化した要素技術の分離・明確化と、頑健かつ安全な自立移動体

の開発に必要なシステムインテグレーション技術について研究する。 

 本研究会はメンバー10名弱であり、本年度は３回の研究会をWeb開催により実施した。第



14 
 

  

１回は座長による趣旨説明とメンバーの自己紹介、第２回はセンサによる環境計測データの

統合におけるロバスト性の向上、測域センサ（LiDAR）機器のメーカー企業による紹介、４企

業から市販されているLiDARの実応用での性能比較実験、の３つの講演が、第３回では研究

会での自律走行機器の共同研究の提案、体の姿勢変化の補助を行うアシストロボットのセン

サ等の研究、つくばチャレンジ等用オープンソース移動ロボットプラットフォームの紹介、

の３つの講演が行われ、それぞれ活発な議論が行われた。次年度も多角的な観点から議論を

行っていき、共同研究開発の立ち上げが期待される。 

 

21 再生可能エネルギーからの水素製造・利用関連技術研究会 

[名古屋大学 大学院工学研究科 教授 永岡 勝俊] 

再生可能エネルギーを利用した水素製造プロセスと、その水素と CO2や窒素との反応により、
燃料、あるいは有用な化学物質を製造する材料・技術に関する研究会であり、SDGs で求められ
ている持続可能社会の実現に資する新しい物質変換プロセスの社会実装を念頭に、政府、県内
外の政策担当者、有識者、そして世界トップレベルのアカデミアとのハイレベルな情報交換を通じ
て、先導的なテーマを発掘し、アカデミアと県内の企業、事業者が協働して、大型の国家プロジェ
クトの獲得を目指す。 
 今年度は、再生可能エネルギーを用いた水素製造、製造した水素と CO2を反応させメタンや有

用な化学品を合成するための触媒やプロセスを中心に、基礎研究や社会実装に関連するトップ

サイエンティストや企業からの講演を聴講し、情報収集をするとともに、メンバー間での交流を推

進した。研究会毎に事後アンケートを実施し、その結果を次回研究会での講演の選定や進め方

に反映している。公的機関からの研究助成金に関する説明もあり、今後、公的資金などを利用し

た共同研究の推進が期待される。メンバーの名古屋大学則永教授は東邦ガス等と研究課題

「Cryo-DAC(冷熱利用大気 CO2直接回収)の研究開発」を共同提案し、NEDO ムーンショット事業
で採択された。講演会や懇親会を実施し、メンバー間での親睦を深め、共同研究や公的資金の

獲得件数を増やしたい。 
 

22 新産業創出に向けたマイクロセンサデバイス 

 [株式会社豊田中央研究所 戦略研究部門フロンティア研究領域 領域リーダ 浜口 香苗] 
 自動運転を皮切りに、周囲の環境を検知するセンサや運動性能を測るセンサへの関心が高

まっており、さらなる高性能・高機能化が進んでいる。同時に、高齢化社会を迎え、手軽に

常時健康モニタリングをしたいという要求や、さらに高度な医療技術に適用したいというニ

ーズが、マイクロセンサ・デバイス分野においてますます強まっている。しかし、現状の技

術の延長では、これらの要求に応え続けることに限界がある。そこで、多分野の研究者を一

堂に集め、多角的な視点から最先端の研究について議論を交わし、情報共有することで、ま

ったく新しい切り口から、マイクロセンサ・デバイス技術の今後の発展について考えること

が有効であると考えられる。 
 本研究会では、基礎科学、材料、構造、アプリケーションと、多方面に人のネットワーク

を広げ、学会だけでは得られない異分野の結びつきを生み出し、異分野融合による新しいマ

イクロセンサ・デバイスを生み出すことを目的とし、まずは本研究会にて、ターゲットとす

べき、必要となるキー技術を探索する。 
 初年度は、新産業創出に向けたキー技術として、まずは人（感情、健康状態、アシスト）

や社会、環境に主眼を置くことで会を進めた。2年目は社会ニーズや環境分野の研究とセン

サ・デバイスとの接点が見いだせる可能性がある招待講演を実施する予定である。また、活

動終了後は、人や社会、環境分野の研究と、センサ・デバイス分野の研究を融合したテーマ
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を創出できるようメンバーへ働きかけていく。 
 

23 全固体電池実用化に向けた固体電解質の開発 

 [名古屋工業大学大学院 工学研究科物理工学専攻 助教 宮崎 怜雄奈] 
 全固体Li電池は安全で高エネルギー密度であり、車載・定置電源への利用が期待される。

電池の高性能化のカギとなるのが固体電解質である。本研究会では、酸化物や硫化物系固体

電解質の開発状況を把握しつつ、ハロゲン化物や水素化物にも材料系を拡張し、全固体電池

への応用の可能性を議論する。その中で構成メンバー間の繋がりを形成し、愛知県を中心と

したオールジャパン体制で全固体電池実現に繋がる研究プロジェクトの礎を築く。 

 まず、既に高 Li+伝導度が報告されている酸化物や硫化物系固体電解質の他、ハロゲン化

物や水素化物系材料にも材料系を拡張し、Li金属との安定性も含め、電池構築技術に関する、

最先端の情報提供・共有を行った。また、愛知発の全固体電池の開発を目指す研究プロジェ

クトに繋がる人脈形成をすることを目的として活動を実施した。 

 

24 次世代の省・創エネルギーデバイス技術に向けたGaN系半導体応用研究会 

[名古屋工業大学 極微デバイス次世代材料研究センター 教授 三好 実人] 

 次世代パワーデバイスや、太陽光発電技術などの省・創エネルギーデバイスの社会実装を念

頭に、GaN系半導体の材料技術・デバイス技術・システム応用などについて議論する。併せて、Si
や SiC、GaAs系半導体など先行技術に携わった研究者に招待講演を頂くことで、社会実装に向
けた技術課題を明確化し、GaN系半導体による省・創エネルギーデバイス導入による照明用光源、
EV・HEVなどの次世代自動車、情報通信システムの低消費電力化の実現などに寄与する。 
令和2年度に3回の研究会を開催する計画であったが、COVID-19感染拡大の影響を考慮 

し、年度前半の開催を見合わせ8月開催予定であった第1回研究会を12月にオンライン開

催した。シリコン太陽電池の概要とナノ結晶技術を用いた最新の研究成果、GaN系太陽電池

ならびにさらにその新しい応用先として光無線給電システムについて活発で多岐に渡る議論

を行うことが出来た。第2回研究会の年度末開催を目指して企画したが、感染拡大が収まり

きらず断念した。令和3年度は、今年度開催できなかった課題（パワーデバイス、光デバイ

ス）を中心にオンラインベースでの開催で、社会実装の早期化に向けた研究会活動を進める。 
研究会活動を通じ技術交流を図りながら、共同で展開すべき有望テーマの方向性と課題を明 
確化し、競争的資金への応募・獲得を目指すスキームを形成していく。 
 

25 二次電池の寿命予測技術・システム開発研究会 

[名古屋大学 未来社会創造機構 特任教授 渡部 孝] 

 本研究会の目標は、『液系LIBのみならず、近未来の早期普及が期待される全固体電池や半

固体電池につても正確な寿命予測と様々な利用環境を踏まえたバッテリーマネージメントシ

ステム、リサイクルシステム構築に必要な知見・技術の検討と最新開発動向の情報共有を行

う』、『二次電池の寿命評価を土台とした愛知県地域産業の新しい事業展開へつながる産官学

連携した技術開発・共同研究提案の基礎検討の場とする』であった。 

 前者においては著名な講師からの情報提供と参画機関からの情報提供により、80％は達成

できたものと考えられる。また、後者においては、2 年目の活動で何処のプロジェクトに応

募するかで提案の仕方が変わってくるので、いかに社会実装していくのかを含めて詰めてい

く必要があるため、後者は50％程度と評価している。 



16 
 

  

（３）技術普及推進事業 
 

大学や試験研究機関等が持つ次代を担う基盤技術を中堅・中小企業に普及させること

を目的に、これらの関係機関と連携して分野別研究会（３分野）を開催し、中堅・中小

企業による新技術や新製品の開発を支援した。 
 

【令和２年度実施の分野別研究会】 

研究会名【開催回数】 開  催  内  容 参加者数 

炭素繊維応用技術研究会【３回】 
（令和２年9月30日、10月20日、 
 11月25日） 

自動車、航空をはじめとする幅広い産業分

野での炭素繊維複合材料の用途や加工技術の

最新事例や今後の展望、海外の最新技術動向

について 

49名 

現場カイゼンにおけるＩｏＴ活用セミナー

【３回】二度実施 
（令和２年8月5日、9月9日、 
 10月14日） 
（令和２年12月23 日、令和3年1月

15日、2月19日） 

「トヨタ生産方式」をベースとしたＩｏＴ

を活用した現場改善手法、工場ＩｏＴ構築に

おいて重要となるデータ収集やシステム開

発について（実機を使った体験学習を主と

し、工場見学も組み入れて実施） 
 

27名 

セルロースナノファイバー応用技術研究会

【１回】 
（令和３年1月20日） 

 

セルロースナノファイバーの新しい作製

法、造り分ける技術、解析・評価技術、複合

化技術、低コスト化を実現する新製法などに

ついて 

114名 
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公２ 共同研究・成果普及事業 

科学技術コーディネータが大学等のシーズと技術ニーズをマッチングすることにより、種々

の共同研究活動を推進した。 

 
（１）共同研究推進事業 

  
中堅・中小企業による革新的な製品・製造技術の開発、事業化を推進するため、中堅・

中小企業と大学等による共同研究開発課題に対し、２年間の研究委託を実施した。 
 令和２年度は、令和元年度に採択した継続の２テーマと令和２年度に採択した新規の

２テーマを実施した。 
＜当財団が定めた分野＞ 

（モノづくり）   次世代自動車分野、航空宇宙分野、ロボット分野、 
知財戦略・デザイン重視のモノづくり分野 

（医療福祉）     健康長寿分野 
（環境エネルギー）  環境・新エネルギー分野、 

水素エネルギーを活用したスマートコミュニティ分野 
（その他）        ＩＴ産業、都市型産業分野、 

農林水産業との連携による新分野・次世代自動車分野 
 
【平成31年度採択テーマ】実施期間 平成31年度（令和元年度）～令和２年度 

研究開発テーマ セルロースナノファイバーを添加した機能性砥石の開発 

研究統括者 
あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター  

主任研究員 森川 豊 

研究開発の要約 

当研究グループは、植物素材のセルロースナノファイバー（以下、

CNF）の調製、および CNF を砥石に添加し、機能性を付与する技術

シーズを有している。これらシーズを活用した新規な砥石（以下、

CNF砥石）は、既存品に対して研削比の向上と研削面粗さの低下が

可能となるため、製紙（原料）、自動車、金型など多くの業界から

期待が寄せられている。一方で、CNF砥石の構造や物性、研削時の

力学的特性が加工に与える影響評価が不十分なため、品質・安全性

等のユーザーニーズへの対応や事業化ができない。 

上記の課題に対応するため、①各種試作砥石の物性（構造・弾性

率・硬度変化等）評価、②砥石物性と研削性能（研削比、面粗度等）

との関連評価、③砥石の安全性確保のための試験により、製品化に

向けたＣＮＦを添加した機能性砥石の開発を行う。 

共同研究体 産業技術センター、髙藏工業株式会社 
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研究成果 

セルロースナノファイバーを用いた砥石の性能向上について検

討を行った結果、太さ100nm以下のセルロースナノファイバーによ

り保形成が向上することが確認された。さらに、セルロースナノフ

ァイバーの適度な割合とバインダ添加量により、水（研削液想定）

浸漬時に砥石が適切に変化する“弾性砥石“の性能を示すことが有

為な知見として得られた。 

上記性能を踏まえ、セルロース添加砥石に適した配合、加圧条件

および切込みなどの金属加工条件が新規な技術ノウハウとして得

られ、Φ455㎜の大型砥石の試作条件を確認できた。 

なお、達成度はΦ455㎜砥石での研削試験、安全性試験が本事業

期間内に実施できなかったこと以外は、ほぼ目標値を達成してい

る。特に、事業化へ向けてΦ405㎜以下の砥石については、ユーザ

ー試験を始めており、計画より事業化見込みが早くなった。 

 

 

研究開発テーマ マルチマテリアル化を実現する接合技術の開発 

統括研究者 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 小橋 眞 

研究開発の要約 

マルチマテリアル構造において、重要な要素技術となるのが異材

接合であり、特に金属/樹脂の接合技術の開発は急務である。これ

まで、高い樹脂/金属接合強度を得るために、金属表面に微細な凹

凸構造を付与し、これをアンカーとする接合が試みられてきた。し

かしながら、アンカー構造の最適化検討は、まだ不十分である。 

そこで、本研究では、金属基板表面のアンカー構造に着目し、複

雑な構造から単純な構造因子を抽出して、これをパラメータとして

接合強度との関連性を明らかにする。この研究を通じて、熱可塑

CFRPとの接合に適したアンカー構造を検討し、強固なCFRP/金属接

合体を開発することを狙いとする。 

共同研究体 名古屋大学、輝創株式会社 

研究成果 

アンカー構造制御（アルミニウム系、鉄系）として粉末混合比、

粉末サイズ、レーザ条件の３パラメータの影響を明らかにしてアン

カー構造の作り分け条件を確定した。鉄系材料へのアンカー層付与

にはチタンを主成分とする混合粉末を用いることで、SUS、SPCC

（Steel Plate Cold Commercial）などの実用鋼板への適用の可能

性が示されたPPS、CFRPとの接合と強度評価においても、せん断試

験で名大では>40MPa、輝創では>100 MPaとなり目標値を達成した。

剥離試験では高周による全体加熱でネットワーク構造を実現し、目

標をこえる剥離強度（40MPa）を達成した。複合サイクル試験によ

り耐環境性試験を行い、レーザスキャン方法と耐環境性の関係を明

らかにした。実部材による複合部材作製では、小型無人搬送車（AGV）

の試作や重量1.8tの車をけん引するなど接合強度をPRするための

取り組みを実施した。 
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【令和２年度採択テーマ】実施期間 令和２年度～令和３年度 

研究開発テーマ 三次元フォトリソグラフィ加工技術の開発 

統括研究者 豊田工業大学大学院工学研究科 教授 佐々木 実 

研究開発の要約 

私たちが研究開発してきた三次元フォトリソグラフィ技術は、機

械部品の立体に適用できる。LSIの工業生産を可能にしてきた多点

を同時に加工できる長所は、平面基板にのみ有効であったが、立体

の精密機械にも適用できつつある。水溶性ポリマーのPVA（polyviny 

l alchol）膜付きシートをプロセスに導入したことがポイントであ

る。研究室レベルの試作で有望な結果を得てきたが、質を高めて高

付加価値モノづくりのニーズに答える。PVAは洗濯糊に利用される、

安価な材料である。リソグラフィ応用に答えるには、プロセス技術

と共に、材料特性を改善すべき段階に達している。材料開発と合わ

せて、小片基板（例えば、高価なGaN基板を使う電子デバイス開発

用）向けレジスト膜貼付け器具を確立する。更に、立体形状を持つ

機械部品への表面機能の融合を実現する。ロボットハンドの指に入

る小型・高精度モータむけエンコーダ金属スケールと、電気自動車

むけ防霜構造付き熱交換器フィン材に取り組む。 

共同研究体 豊田工業大学、株式会社アイセロ 

研究成果 

シートに関しては、添加剤と PVA（polyvinyl alcohol）材料の

成分を調べて、レジスト膜に入る欠陥との相関関係を見出し、成分

を厳選した。異分野であるポリマー材とレジストプロセス技術者が

協力して初めて分かる知見で、重要な基礎となった。PET

（polyethylene terephthalate）基材については、表面形状を考慮

して表面粗さRaを当社比30分の1に低減した。これは、パターン

の微細化に対して必要な技術になると考えられる。組成および基材

の知見は、他社に対する優位性につながる。パターンの微細化が進

むと、パーティクルの影響が大きいことが新たに分かった。実用化

に向けた生産機レベルの試作を進め、製造を安定化させる知見を得

た。 

小片チップ向け均一レジスト膜貼付け器具に関しては、研究者が

これまで利用してきた器具よりもレジスト膜に加わる歪みを原理

的に少なくできるようになった。貼付け器具2号機を用いれば、貼

付け膜の質と、貼付け位置の精度を高めることができる。 

精密パターン転写に関しては技術に新規性があり、特許出願予定

である。 

金型表面の凹凸加工技術に関しては、ハスの葉凹凸を模倣し、サ

イズ約6μmの穴でアスペクト比0.55を実現した。マスク材の消耗

が速い問題を、レジストマスクを用意し直して解決した。開発して

いるレジスト膜の貼付け技術により、繰り返しマスク材を用意し直

すことができるため、アスペクト比1.0以上も実現可能と考えられ

る。 
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研究開発テーマ 遺伝子検査の可能な血液中循環がん細胞検出装置の開発 

統括研究者 名古屋大学大学院 医学系研究科消化器外科学 講師 神田 光郎 

研究開発の要約 

がんゲノム医療の進展に伴い、血液中循環がん細胞(CTC)や循環

腫瘍DNA(ctDNA)などのLiquid Biopsyは臓器生検に比べて血液から

低侵襲かつ繰り返し行える診断ツールとしてその臨床的重要性が

増している。ctDNA による遺伝子検査は一部のがんでは既に保険適

応になっているのに対し、CTC はctDNA にない細胞としての優位性

を有しているものの、その希少性とマーカー発現の多様性ゆえ、CTC

検出とその遺伝子検査は未だ臨床実装には至っていない。 

本研究では、上記課題を克服する方法として、形態情報を加えた

免疫細胞診としてCTC を明視野、光学顕微鏡で検出でき、かつ遺伝

子検査まで行える全く新しい、しかも簡便、低コストな自動CTC分

離・標本作成装置を開発、臨床試験で臨床データを蓄積し、将来的

には市中病院の臨床検査室でも使用可能なCTC検出装置（システム）

として事業化を目指す。 

共同研究体 名古屋大学、マルヤス工業株式会社 

研究成果 

直接加圧式転写装置において形状、硬度の異なる試作パッドを用

いた検討により、従来品の面圧比（有効範囲Φ11mmにおける最小面

圧に対する最大面圧の比）10.9に対し、面圧比1.3となるパッド仕

様が得られた。 

マルヤス工業が作製した自動転写装置試作機の基礎的および臨

床的評価を行い、形態保存が可能でかつ操作が簡便かつ迅速で、実

用に耐えうる性能であることを実証した。またデジタルPCR法を用

いた遺伝子解析技術の基礎を確立した。 

 

〇 研究活動の進捗管理 

研究テーマごとに共同研究推進委員会を開催し、関係者の密接な情報交換と連携、ゴー

ルを目指すベクトルの共有化を図った。 
・平成３１年度採択テーマ 

 第３回共同研究推進委員会 （令和2年7月） 

 第４回共同研究推進委員会 （令和3年2月） 

・令和２年度採択テーマ 

 第１回共同研究推進委員会 （令和2年8月） 

  第２回共同研究推進委員会 （令和3年2月） 
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〇 研究成果の普及 

研究成果等を広く県民、研究者及び企業に普及させるため、令和２年３月に終了した２

件、平成２９年３月に終了した１件のテーマについて成果発表会を開催した。 

 

会議名 開催日 場所 主な内容 

共同研究推進 

事業成果発表会 

令和2年 

9月25日 

あいち産業科

学技術総合セ

ンター内会議

室 

令和2年3月に終了した以下の2テー

マの成果発表 

・食品産業で活用できる高感度大腸菌検

出システムの開発 

・無痛性除細動機能付き心臓サポートネ

ットの開発 

参加者： 29名（WEB併用） 

備考：研究交流クラブ定例会と同時開催 

共同研究推進 

事業成果発表会 

令和3年 

3月12日 
Web開催 

平成 29 年 3 月に終了した以下のテー

マの成果発表 

・航空エンジン用超耐熱合金の超高能率

加工を実現するセラミックロータリ

切削技術の開発 

参加者： 47名 

備考：「知の拠点あいち重点研究プロジ

ェクト(Ⅱ期)」成果普及セミナーと合

同開催 
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（２）科学技術コーディネート事業 
 

科学技術コーディネータが、その活動の中で発掘した大学等の研究シーズを中堅・中

小企業に技術移転することにより、試作品の開発や新技術の実用化を支援する育成試験

を２件実施したほか、国等の制度を活用した新たなプロジェクトの企画提案活動を行っ

た。 

 〇 育成試験 
 

試験課題 バインダージェット３D積層造形体の脱脂・焼成プロセスの可視化 

実施機関 株式会社ナノシーズ 

研究シーズ 産業技術総合研究所中部センター 

試験内容 

積層した粉末材料にバインダーを選択的に吐出して、粉末材料とバイ

ンダーとの結合体を造形し、その結合体を焼結して焼結体を得るバイン

ダージェット法の実用化が図られている。しかし、重量バラツキや脱

脂・焼成時の収縮に伴う寸法精度が課題となっている。本研究では、弊

社が有する粉体物性を評価する技術を駆使して材料の評価を行い、脱脂

や焼成時での寸法や形状特性を可視化することで、量産を指向した金属

積層造形技術の確立を目的とした。具体的には、SUS316-L等の微粉末を

原料粉体とし、焼結密度の向上、焼結条件の最適化を図ることができた。 

 
 

試験課題 医療感染症対策用飛沫防止フードの試作 

実施機関 株式会社 伸交 

研究シーズ 国立長寿医療研究センター 

試験内容 

 医療の臨床現場での挿管時の嗚咽・咳等による飛沫時での感染症対策

として、牽強固で透明性を確保し、耐薬品性の素材選定をしてコンパク

ト形態および軽量で上半身を囲い腰部まで覆うシートを設けた飛沫防

止フードの研究・開発を行った。 
 当初計画では、試作フードを長寿研での臨床評価で改良を加え、さら

に他の医療機関での臨床評価を実施して完成品を目指すこととしてい

た。しかし、アメリカ FDA のレポートで、減圧装置のないフードの実

質上の使用禁止という情報を令和２年末に得て、減圧装置を付けたフー

ドをさらに開発するよう計画変更して、試作品を完成させた。 
 

 



23 
 

  

【活動状況】 
 ・育成試験審査委員会 

開催日：令和2年6月24日 

場 所：愛知県産業労働センター(ウインクあいち)15階 研究交流センター 
出席者：育成試験審査委員７名 

・育成試験成果発表会 

成果を財団ホームページに掲載。 

 

 〇 企画提案活動 

  科学技術コーディネータが中心となり、国等の制度を活用したプロジェクトの企画提

案活動を実施した。令和2年度は、事業化を目指した応募型助成制度の申請を4件支援

したところ、2件の採択を受け、企業主導の開発業務がスタートした。 

【令和2年度に採択された競争的資金一覧】 

主体 施策 内容 参画・実施機関 

愛知県 新あいち創造

研究開発補助

金事業 

プラズマコーティング技術による立方晶

窒化ホウ素膜の高硬度化・厚膜化の研究開

発 

株式会社片桐

エンジニアリ

ング 

金属熱処理業のメンテナンス業務効率化

のためクラウドを利用した補修作業・設備

管理支援システムの実証実験 

中日本炉工業

株式会社 
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（３）企業連携技術開発支援事業 
 

異分野の中堅・中小企業が連携して行う新しい技術開発が見込める案件について、実

用化に向けて、試作品の開発等の支援を3件実施した。 
完成した技術（試作品）は、今後展示会等で幅広く紹介し、実用化・事業化を目指し

ていく。 

試験研究課題名 セルロースナノファイバーを用いたス研磨剤の試作 

実 施 企 業 中央化工機株式会社 

協力企業/支援機関 吉田機械興業株式会社、あいち産業科学技術総合センター 

実 施 内 容 

マイクロプラスチックに代わる CNF を用いた石鹸用研磨剤の

大量製造技術を開発するため、研磨剤生成に必要なCNFの加工条

件・形状、乾燥・粉砕工程の処理条件等を検討し、上市に向けて

最適なCNF添加量・サイズ、合成条件を決定した。生菌数、大腸

菌数検査で安全性にも問題ないことを確認した。 
 

試験研究課題名 アトム窒化技術による高耐久金型構成部品の試作 

実 施 企 業 株式会社半谷製作所 

協力企業/支援機関 株式会社プラズマ総合研究所 

実 施 内 容 

プレモフォージング工法に適用する金型構成部品であるパンチ

に、アトム窒化技術を適用し、硬質コーティング膜の密着性が向

上していることが確認でき、実際の使用環境にて試作品を使用し

たプレス加工を行った結果、耐久性が向上しコストメリットが確

認できた。他金型部品への適用検討を進める予定である。 

 

試験研究課題名 
初期コストゼロで導入可能な工業炉省エネ断熱工法・IoTシステム

の開発 

実 施 企 業 株式会社INUI 

協力企業/支援機関 WTP企画株式会社 あいち産業科学技術総合センター 

実 施 内 容 

 愛知県と共同開発した特殊接着剤を用いて断熱材を炉の天井内

壁に直貼りする短時間断熱工法を瓦メーカーに提案し、その省エ

ネ効果と耐久性の実証試験をトンネルキルンで進めている。断熱

施工の初期投資はINUIが負担し、得られた省エネ効果の50％を収

益として得るという新しいビジネスモデル開発を目指している。 

  現在、剥離などの問題もなくデータ収集が進んでおり、令和 3

年度前半には、省エネ効果の定量化ができる予定である。 
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【活動状況】 
・企業連携技術開発支援事業審査委員会 

開催日：令和2年7月1日 

場 所：ウインクあいち15階 研究交流センター 
出席者：企業連携技術開発試験審査委員４名 

 

・企業連携技術開発支援事業成果発表会 

成果を財団ホームページに掲載。 
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（４）重点研究プロジェクト事業 
 

大学等の研究シーズを活用したオープンイノベーションにより、県内主要産業が有する

課題を解決し、新技術の開発・実用化や新たなサービスの提供を目指して産学行政が連携

して取り組む「知の拠点あいち重点研究プロジェクトⅢ期」を愛知県から受託して、令和

元年度～令和3年度を事業期間として研究管理に取り組んだ。 

 

○ 重点研究プロジェクトⅢ期の令和2年度の取組 

２年目となる本年度は、研究マネジメントやWebセミナーを開催することでプロジェ

クトの取組内容について広く発信した。 

 

① 近未来自動車技術開発プロジェクト（ＰＶ） 

研究開発概要：自動車の電動化、情報化、知能化及びMaaSといった100年に1度の

大変革期に対応するため、高機能なインバータやモータ等の開発を進

めるとともに、自動運転の実現と先進プローブデータを活用した交通

安全に貢献する技術開発に取り組んだ。 

    参加機関：8大学、4公的研究機関、37企業（うち中小企業19社） 

   研究開発会議等の開催：30回 

   特許等出願：8件 

試作品作製：9件 

 

研究テーマ 研究リーダー 事業化リーダー 

V1 
航空機電動化に向けた高電力密度イン

バータ設計手法の確立と実証 

山本 真義（名古屋大

学教授） 

井上 岳（サイバネットシステム

㈱） 

金澤 康樹（㈱ナチュラニクス） 

V2 
高性能モータコア・変速ギア製造のた

めの革新的生産技術開発 

糸魚川 文広（名古屋

工業大学教授） 

篠原孝至（㈱アスデックス）  

堀 智之（アイシン・エィ・ダブリ

ュ㈱） 

V3 
GaNパワーデバイスの高性能化と 

高機能電源回路の開発 

清水 三聡（産業技術

総合研究所ラボ長）  

寺尾 健志（㈱サンビーオフィス） 

野口 直人（㈱フジミインコーポレ

ーテッド） 

V4 
小型ビークルのためのワイヤレス電力

伝送システム 

大平 孝（豊橋技術科

学大学教授）  
相京 秀幸（アイシン精機㈱）  

V5 
熱／電気バッテリーで構築する 

エネルギーマネジメント技術 

小林 敬幸（名古屋大

学准教授）  
可貴 裕和（日新電機㈱） 

V6 
ヒトに優しい遠隔運転要素技術の開発

とシステム化 

塚田 敏彦（愛知工業

大学教授）  

吉田 正博（㈱マックシステムズ）

中西 良介（イーブイ愛知㈱ ） 

城所 貴之（㈱オリエンタルコンサ

ルタンツ）  

V7 
日本初の自動運転モビリティによるサ

ービス実用化に向けた技術研究開発 

二宮 芳樹（名古屋大

学特任教授）  

佐藤 直人（アイサンテクノロジー

㈱） 

V8 
先進プローブデータ活用型 

交通安全管理システムの開発 

松尾 幸二郎（豊橋技

術科学大学准教授）  

違 真樹（ジャパン・トゥエンティ

ワン㈱ ） 
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② 先進的AI・IoT・ビッグデータ活用技術開発プロジェクト（ＰＩ） 

研究開発概要： モノづくり現場の設計・生産・検査から、農業、健康長寿までの幅

広い分野において、AI・IoT・ビッグデータの活用を促進するととも

に、ロボット高度化やエネルギー最適配分のための水素蓄電の技術開

発に取り組んだ。 

   参加機関：10大学、10公的研究機関、37企業（うち中小企業23社） 

   研究開発会議等の開催：50回 

   特許等出願：6件 

   試作品作製：11件 

研究テーマ 研究リーダー 事業化リーダー 

I1 
大規模材料データ及びＣＡＥによる自

動車向け設計生産技術 

西田 政弘（名古屋工業

大学教授）  

北村 繁明（イイダ産業㈱） 

野崎 孝洋（旭精機工業㈱） 

久野 功雄（久野金属工業㈱） 

I2 
２次電池の材料開発/寿命評価用デー

タベース構築とAI/IoT応用 

渡部 孝（名古屋大学 

特任教授）  

射場 英紀（トヨタ自動車㈱） 

小西 功次（河村電器産業㈱）  

I3 
5G/AI を活用したロボットプラットフ

ォームとロボットサービスの研究開発 

清水 正行（OnClouds㈱

代表取締役）  
城山 吉隆（新明工業㈱）  

I4 
分野適応技術による自然言語処理技術

のビジネス展開 

井佐原 均（豊橋技術科

学大学特任教授）  

佐々木 英弘（㈱ウォンツ） 

小林 直樹（シンフォニアテクノ

ロジー㈱） 

富貴原 信（新東工業㈱） 

小松 大輔（武蔵精密工業㈱） 

田丸 健三郎（日本マイクロソフ

ト㈱） 

山本 左近（社会福祉法人さわら

び会） 

白旗 保則（グローバルデザイン

㈱） 

I5 
中小工場を再エネ化する水素蓄電・ネ

ットワーク対応AIエンジン 

杉山 正和（東京大学 

教授）  
青野 文昭（㈱エノア）  

I6 
直流スマートファクトリー実現に向け

た変換装置の開発 

雪田 和人（愛知工業大

学教授） 
小西 功次（河村電器産業㈱）  

I7 
農業ビッグデータ活用によるロボティ

ックグリーンハウスの実現 

三浦 純（豊橋技術科学

大学教授）  

爪 光男（シンフォニアテクノロ

ジー㈱） 

位高 光俊（㈱トヨテック） 

I8 
幸福長寿な暮らしをかなえる自然に活

動的となる住まいの研究開発 

大高 洋平（藤田医科大

学教授）  

広沢 建二（大和ハウス工業㈱） 

内田 祐二（㈱エアウィーヴ）  

I9 
AI を用いた粉体原料の物性に関する予

測システムの構築 

田原 耕平（岐阜薬科大

学教授） 
島田 泰拓（㈱ナノシーズ）  
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③ モノづくりを支える先進材料・加工技術開発プロジェクト（ＰＭ） 

   研究開発概要：モノづくり愛知の根幹をなす基盤技術の更なる高度化のため、マテリ

アルズ・インフォマティクス等の先進的なツールを用いた材料・プロ

セスの開発や高度な加工技術、その裏付けとなるシンクロトロン光を

はじめとした評価技術の開発に取り組んだ。 

  参加機関：7大学、3公的研究機関、43企業（うち中小企業25社） 

  研究開発会議等の開催：39回 

   特許等出願：2件 

   試作品作製：26件 

研究テーマ 研究リーダー 事業化リーダー 

M1 
プロセス開発型MI技術の高度化と人材

育成を伴う革新的素材開発 

宇治原 徹(名古屋大学

教授) 

前田 孝浩（㈱U-MAP）   

倉知 雅人（㈱山寿セラミックス） 

武田 幸久（㈱ニートレックス） 

岩田 尚之（ブラザー工業㈱） 

牧野 隆広（アイクリスタル㈱） 

M2 
MI と放射光を活用した中空粒子中量産

と機能性材料の加速的開発 

藤 正督(名古屋工業大

学教授) 

三ツ石 稔（豊田化工㈱） 

川島 明（㈱マキノ）  

久保 修一（イビデン㈱）  

大木 博成（玄々化学工業㈱）  

近藤 康雄（北川工業㈱）  

M3 
地域先端計測基盤とAIの統合による機

能材料探索の新展開 

田渕 雅夫（名古屋大学

教授） 

人見 尚（㈱大林組）  

橋本 剛（㈱名城ナノカーボン） 

竹中 久貴（㈱トヤマ）  

M4 
革新的シンクロトロン光CT技術による

次世代モノづくり産業創成 

砂口 尚輝（名古屋大学

准教授）  

浅野 浩志（日本メナード化粧品

㈱） 

鈴木 健了（㈱SOKEN）   

M5 
次世代航空機／自動車部品用高機能材

料の高精度・高能率加工 

早坂 健宏（名古屋大学

助教） 

水谷 孝治（三菱重工航空エンジ

ン㈱）  

M6 
ナノカーボン材料複合分散による高機

能化材料の電解析出技術 

市野 良一（名古屋大学

教授）  

高木 幹晴（豊橋鍍金工業㈱） 

水野 善仁（㈱ダイワエクセル） 

M7 
革新的マルチマテリアル接合による軽

量・高性能モビリティの実現 

安井 利明（豊橋技術科

学大学准教授）  

山口 修平（アイシン精機㈱）  

森 達也（エヌティーツール㈱） 

前田 知宏（輝創㈱）  

M8 
積層造形技術の高度化と先進デザイン

の融合による高機能部材の創製 

小橋 眞(名古屋大学教

授) 
鈴木 裕睦（旭精機工業㈱）  

M9 
新積層造形技術の開発と短時間試作／

超ハイサイクル成形への応用 

社本 英二(名古屋大学

教授) 
石原 洋成（オークマ㈱）  
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（５）基盤技術高度化支援事業 
経済産業省（中部経済産業局）の「戦略的基盤技術高度化支援事業」を活用し、モノづ

くり技術に資する中堅・中小企業と大学との共同研究に対し支援を行った。令和２年度は

継続案件２件を実施した。 
 

○ 研究概要及び活動状況 

テ ー マ 名 
鍛造による管の増肉・軸成形技術の確立とそれを活用した高機

能・高圧配管締結技術である溶接レス「ＭＫジョイント」の開発 

総括研究代表者 
新郊パイプ工業㈱ 
コーポレート戦略ものづくり本部Ｒ＆Ｄ 係長  森 雄次郎 

研 究 共 同 体 新郊パイプ工業㈱、名古屋工業大学 

研 究 概 要 

産業車両に使用される配管の締結は、溶接によるネジ・ナット

などでされているが、配管の内部は液体・気体が通ることから、

締結部分からの漏れがなく、かつ劣悪環境に対応した高強度化が

求められている。この要望に対し、従来技術では困難であった管

端末の鍛造による増肉・軸成形を施し、管を強力に締結する高圧

配管締結技術である溶接レス「ＭＫジョイント」を完成させるこ

とで、漏れが無く高強度となる高機能高圧配管を開発する。 

研 究 開 発 期 間 平成30年度～令和2年度 

実 施 内 容 
１．鍛造加工法の研究 

２．製造プロセス課題への対応 

研究開発委員会 

第１回 
開 催 日：令和2年11月4日 

開催場所：新郊パイプ工業㈱ 

第２回 

開 催 日：令和3年2月9日 

開催場所：新郊パイプ工業㈱ 

(Web会議とのハイブリッド形式) 
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テ ー マ 名 
離型剤の効率的塗布可能なポーラス形状部を金属３Ｄプリンタ

で実現する高生産性・長寿命ダイカスト金型の開発 

総括研究代表者 七宝金型工業㈱ 製造部 技術戦略室室長  林 信久 

研 究 共 同 体 七宝金型工業㈱、金沢大学、岐阜大学 

研 究 概 要 

金属３Ｄプリンタで、従来不可能であったポーラス形状やラテ

ィス構造を金型に組み込み、現在スプレーで塗布されている離型

剤を金型内部から染み出させ、製品不良を起こす「焼き付き」を

防止するとともに、離型剤の消費量を削減し、鋳造サイクル時間

を短縮化することにより、川下企業である自動車部品メーカーの

コストダウンを可能にする。また、冷却配管を金型形状に沿って

配置し、金型の長寿命を実現する。 

研 究 開 発 期 間 平成30年度～令和2年度 

実 施 内 容 

１．ポーラス形状部の気孔制御課題への対応 

２．造形品自体の強度向上課題への対応 

３．ポーラス形状部あるいは微小管を含んだ新しい金型の使用方 

法課題への対応 

４．３Ｄプリンタで製作された金型の解析に関わる研究課題への 

対応 

研究開発委員会 

第１回 

開 催 日：令和2年10月16日 

開催場所：科学技術交流財団 

（Web会議とのハイブリッド形式） 

第２回 

開 催 日：令和3年2月24日 

開催場所：科学技術交流財団 

（Web会議とのハイブリッド形式） 
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（６）事業化促進支援事業 
 

事業化を目指す企業の取組促進するため、科学技術コーディネータが中心となり、大学

や各種研究機関と多面的に連携し総合的な支援を実施した。 

中堅・中小企業のモノづくりのIoT／AIの活用を支援するため、専任のアドバイザーを

配置し、IoT／AI 導入モデル事業として、５社の企業に対してアドバイザーを派遣し IoT

導入実践指導を実施した。具体的には、専任のアドバイザーを中心としたサポーターチー

ムを編成し、延べ15回の実践指導等を実施した。このうち、1社の例では、IoT導入によ

る、設備稼働率、リアルタイムの生産実績（生産数、不良数、歩留まり率など）、ムダ取

り、労務管理（作業者別生産高など）の可視化を支援した。 

また、平成29年度に終了した「愛知地域スーパークラスタープログラム」の成果普及

への取組として成果継承推進会議を開催し、愛知地域スーパークラスターの成果の社会実

装状況をフォローするとともに、構築したコア・サテライト間のネットワークの強化、研

究開発・社会実装支援を実施した。 

さらに、５月には経済産業省「地域企業イノベーション支援事業」の採択を受け、自動

車関連産業などのものづくり産業において、産業の変革期への対応が求められている地域

中小企業のマルチマテリアル化への展開を図るため、セルロースナノファイバー（CNF）

等の新素材や次世代加工技術の社会実装の支援に取り組んだ。 
 
○ スーパークラスター推進事業のフォローアップ 

・スーパークラスター推進事業について 

平成25年12月から国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の委託を受けたスー

パークラスター事業は、平成30年3月末に終了した。当財団を中核機関として大学等

研究機関や企業、長野・福井・山口のサテライトクラスターと共同研究契約等を締結

し、高度な省エネルギー社会の実現に向け、「パワーデバイス用半導体」、「ナノマテリ

アル」を柱に研究開発を進めた結果、研究成果を基にサンプル出荷や商品化がなされ

るなど、社会実装につながる成果を挙げることができた。 

・事業終了後のフォローアップ 

目標未達テーマのその後の達成状況や、成果の社会実装状況をフォローするととも

に、コア・サテライトの自治体とも協力して社会実装を支援して行くことを目的とし

発足させた、当財団を事務局としたスーパークラスター成果継承推進会議について、

本年度は令和２年８月４日に開催した。そして事業の委託先であった JST（の委託会

社リベルタスコンサルティング）への報告会を令和３年２月１５日に開催し、フォロ

ーアップに区切りをつけた。 
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〇 地域企業イノベーション支援事業 

  中部経済産業局の委託事業である、「令和２年度地域企業イノベーション支援事業～

マルチマテリアル化に向けた新素材と次世代加工技術の統合による社会実装支援事業

～」を受託した。名古屋工業大学の江龍副学長等をプロジェクトマネージャーとし、財

団の他、名古屋大学、名古屋工業大学、名城大学を構成員として活動を行った。 

・事業概要 

   中部地域において集積する自動車関連産業などのものづくり産業においては、CASE

等の技術変革への対応が求められるとともに、軽量化のためマルチマテリアル化への展

開がすすめられている。一方で、こうした材料の加工、成形工程では、優れた精密加工

技術を持つ地域の中堅・中小企業が担ってきたが、その設計・開発においては、経験や

勘によるところが多く、実用化への対応に時間を要せざるを得なかった。これらの実情

を考慮し、従来事業の継承発展も併せて、セルロースナノファイバー（CNF）の社会実

装支援、ワイドバンドギャップ（WBG）半導体の応用展開、異種材料の多様な接合法の

開発支援、デジタルものづくり技術の統合支援を実施した。 

①  全体会議 

    科学技術交流財団、名古屋工業大学、名古屋大学、名城大学の研究者及びコーディ

ネータが集まり、本プロジェクトの進捗状況、今後の進め方、及び成果等を関係者間

で確認・情報共有するための全体会議を実施した。 

②  ワーキングの開催（情報共有） 

    それぞれのコーディネート活動を相互に情報共有するため、ワーキングを開催して、

中堅・中小企業を巻き込んだこれまでの取り組みや成果等を整理した。 

③  情報提供セミナーの開催（情報発信） 

    当財団の既存の研究会参加企業やサポイン採択企業等を始めとする当地域の中堅・

中小企業を主な対象とし、情報提供セミナーを開催する。こうした取り組みを通じ、

新規参入者の裾野拡大、更なる中核企業候補の掘り起こしを行った。 

④  プロジェクト指向のセミクローズ研究会、開発会議の開催、産学マッチング（研究

開発プロジェクト組成活動） 

    名古屋工業大学、名古屋大学、名城大学、科学技術交流財団のシーズ・ネットワー

クを活用し、技術導入候補企業のニーズに対応した研究会（セミクローズ）を開催し、

プロジェクト指向のネットワークの構築を図るとともに、実施体制が構築された際は、

適切なプロジェクト・補助金事業を検討するとともに開発会議を開催しその獲得活動

を支援した。 

    また、企業と大学等シーズ保有者を個別に結びつける産学マッチングも実施した。 

⑤  企業訪問、産産マッチング、商品説明会（事業化促進活動） 

    各支援計画における新たなネットワーク構築に繋げるため、企業訪問を実施し関連

技術を有する、あるいは導入を計画する企業を発掘した。また、CNF分野においては、

原料供給メーカーと応用メーカーの産産マッチングや商品説明会を実施した。 

⑥  デジタルものづくり技術の支援ネットワーク強化 

エンジニアリングチェーンの構築に必要不可欠なデジタルツール（CAE、トポロジ

ー最適化等）の実践的な利活用方法について、具体的なニーズに基づいたワークショッ

プの開催や、積層造形メーカー等と協力した中小企業支援を検討して、公設試の技術力

や課題解決力の向上を図り、地域中小企業の設計開発力と生産性の向上を図った。 



33 
 

  

（７）地域イノベーション・エコシステム形成事業 
 

平成30年9月に文部科学省「地域イノベーション・エコシステム形成プログラム」に

採択された、「あいち次世代自動車イノベーション・エコシステム形成事業～100年に1

度の自動車変革期を支える革新的金型加工技術の創出～」に関して、事業運営、研究開

発マネジメント、事業化支援等の事業プロデュース活動を実施した。 

  令和2年度は、事業プロデュース活動として、事業運営、事業化戦略・知的財産戦略

検討、既存技術等の比較分析調査、実証実験のコーディネートを実施した。 

 

○事業概要 

テーマ名 
あいち次世代自動車イノベーション・エコシステム形成事業 

～１００年に１度の自動車変革期を支える革新的金型加工技術の創出～ 

事業期間 5年間：平成30年（2018）9月～令和5年（2023年）3月 

概 要 

・加工技術に関する3つのコア技術を統合・深化させ、微細・超精密な革新的

金型加工技術を創出する。 

 コア技術①：アトム窒化技術 

 コア技術②：超音波楕円振動切削技術 

 コア技術③：レーザによる工具刃先鋭利化技術 

・革新的金型加工技術により、次世代の精密金型・精密製品（次世代 ADAS 製

品、次世代精密製品 等）の実現・事業化を目指す。        

・次世代製品の実現・事業化により、愛知地域発のイノベーション・エコシス

テムを構築する。 

体 制 

＜事業プロデュースチーム（事務局：科学技術交流財団）＞ 

・土屋 総二郎（科学技術交流財団 事業プロデューサー） 

・石原 正史（科学技術交流財団 地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ｴｺｼｽﾃﾑ統括部長） 

・社本 英二（名古屋大学 教授） 

・糸魚川 文広（名古屋工業大学 教授） 

・鷹取 一雅（科学技術交流財団 コーディネータ） 

・愛知県 担当者 

・科学技術交流財団 担当者 

 

＜参画機関（6機関）＞ 

名古屋大学、名古屋工業大学、(一社)日本金型工業会 

愛知県プラスチック成形工業組合、愛知県、(公財)科学技術交流財団 

 

＜参画企業（13社）＞ 

㈱アライドマテリアル、オーエスジー㈱、㈱三琇ファインツール、 

㈲菅造型工業、大同特殊鋼㈱、多賀電気㈱、㈱デンソー、豊田合成(株)、トヨ

タ自動車㈱、㈱ナガセインテグレックス、㈱ニデック、㈱プラズマ総合研究所、

村田機械㈱ 
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〇 事業運営 

事業運営として、運営開発会議（6回）、総会を開催した。また、研究開発計画等を策

定し、進捗管理等の研究開発マネジメントを実施した。 

【会議開催状況】 

会議 実施日 主な議事 取組状況等発表 

運 営 

開 発 

会 議 

書面 
・年度計画書報告書について 

・会議年間スケジュールについて 

 

6月5日 
・2019年度実績報告 

・追加予算要望について 

 

8月7日 
・新規参画企業紹介 

・開発進捗報告 

・三琇ﾌｧｲﾝﾂｰﾙ 

・ﾆﾃﾞｯｸ・菅造型工業 

10月2日 
・追加予算結果報告 

・知財戦略WG・知財ADについて 

・デンソー 

12月4日 ・中間評価について ・村田機械、名古屋工業大学 

2月5日 ・2021年度計画について ・三琇ﾌｧｲﾝﾂｰﾙ、名古屋工業大学 

総 会 3月11日 
・2020年度事業報告 

・2021年度事業計画 

・大同特殊鋼、ｱﾗｲﾄﾞﾏﾃﾘｱﾙ、 

ﾅｶﾞｾｲﾝﾃｸﾞﾚｯｸｽ 

 

〇 事業化戦略・知的財産戦略検討 

プロジェクト終了後の事業化戦略・知的財産戦略検討のため、名古屋大学・名古屋工

業大学の知財担当者を中心として知財戦略WGを構成した。計8回開催し、知財戦略、

知財活用、出口戦略等を議論した他、先行事例である福井地域の地域イノベーション・

エコシステム関係者にヒアリングを実施した。。 

また、知財活用に実績のある企業に知財活用アドバイザーを委託し、第三者専門家の

視点を導入した。 

〇 既存技術等の比較分析調査 

コア技術の優位性等を検証するため、コア技術の 1 つである「アトム窒化技術」と既

存の窒化技術比較分析調査を実施した。 

【窒化技術の比較分析調査】 

窒化技術（3技術） 鋼材（3種類） 評価（分析・試験） 

・アトム窒化 

・ラジカル窒化 

・エジソンハード（EH）処理 

・DC53    

・STAVAX 

・NAK80 

・結晶相分析（あいちSR-XRD） 

・硬度評価  

・孔食電位測定  など 

 

〇 実証実験のコーディネート 

コア技術の実用化のため、参画企業で実施する5件の実証実験のコーディネートを実施した。 

① 車載カメラ用レンズに関する実証実験 

② 熱交換器用部品への適用を想定した実証実験 

③ 医療機器用光学部品に関する実証実験 

④ 自動車用ヘッドランプ用部品への適用を想定した実証実験 

⑤ 離型性に関する実証実験 
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公３ 教育研修事業 

主に地域の中小企業に対し、技術と経営の双方の専門知識を理解し、研究開発の成果

を効率的に新事業・新製品に結実させることができる人材を育成するため、技術経営（Ｍ

ＯＴ）の普及を目的としたＭＯＴの入門Webセミナーを実施した。 

 
技術経営（ＭＯＴ）研修事業 
【入門Webセミナー】 

開催日 令和２年９月10日 

開催場所 ビデオ会議システム「Zoom」によるWebセミナー 

参加者数 73名 

 研修内容 
 及び講師 

技術者・経営者のための実践ＭＯＴの考え方（概要版） 
 ～新規事業・イノベーションを成功させる方法論紹介～ 
 

はじめに：自己紹介と企業における環境変化 

① イノベーション実現の日本的実践MOTとは 

② 自分たちの技術をどのように生かして守るか 

③ 見えない市場（顧客価値）をどうつかむか 

④ ロードマップとその活用を考える 

⑤ オープン・イノベーション時代の発想・意識の転換 

まとめ：今後の実践MOTの活用と展望 
 

㈱テクノ・インテグレーション 代表取締役 出川 通 氏 
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公４ 情報提供事業 

〇 情報誌の発行 

あいちシンクロトロン光センターを始めとする各事業の活動状況や、共同研究等の

研究開発成果、研究交流クラブの開催報告等の情報を提供する情報誌「科学技術交流

ニュース」を発行した。発行部数は各1,500部で、主に研究交流クラブ会員、学協会、

関係機関等に配付している。 

発行月 令和２年７月（夏季号） 通巻第85号 

掲載内容 

・2020（令和２）年度の事業計画 

・重点研究プロジェクト（Ⅲ期）（プロジェクトＶ） 

・あいち次世代自動車イノベーション・エコシステム形成事業 

・共同研究 

 ① 人口餌で迅速・高感度に大腸菌を検出 

 ② 無痛性除細動機能付き心臓サポートネットの開発 

・企業連携 

 ① 高出力レーザ送信デバイス及び高感度光センサデバイスの試作 

 ② 樹脂フィルム加熱成形用クイックレスポンスヒーターの試作 

 ③ ニット編み機の高機能化を目的としたIoTチョコ停検出システムの試作 

・研究交流クラブ（講演要旨） 

・わかしゃち奨励賞 最優秀賞（基礎研究部門／応用研究部門） 

発行月 令和２年11月（冬季号） 通巻第86号 

掲載内容 

・発見！地域の小さな巨人企業（ムツミ工業株式会社） 

・あいちシンクロトロン光センター（実環境下における材料合成プロセスの放

射光分析） 

・重点研究プロジェクト（Ⅲ期）（プロジェクトＩ） 

・重点研究プロジェクト（Ⅲ期）技術セミナー（講演要旨） 

・あいち次世代自動車イノベーション・エコシステム形成事業 

・育成試験 

 ① 液面プラズマを用いた審美性と抗菌性を具備する化粧品用金ナノ粒子材

料の開発 

 ② 愛知県産アカモクによるウイルス感染症対策のための粉体化・液状化プロ

セス開発 

・研究交流クラブ（講演要旨） 
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発行月 令和３年３月（春季号） 通巻第87号 

掲載内容 

・発見！愛知の小さな巨人企業（株式会社ＩＮＵＩ） 

・RISING STAR あいちシンクロトロン光センター ～新星の誕生～ 

・重点研究プロジェクト（Ⅲ期）（プロジェクトＭ) 

・戦略的基盤技術高度化支援事業 

① 大型薄肉ダイカスト金型向けナノカーボン表面処理技術の開発 

② 自動車摺動部品の低摩擦化と生産性を両立する精密加工装置の開発 

・技術経営（MOT）研修（2020年度 入門コース） 

・分野別研究会（現場カイゼンにおけるIoT活用セミナー） 

・研究交流クラブ定例会（講演要旨） 

 
〇 ホームページへの情報掲載 

科学技術情報をインターネットにより発信した。 

発信の内容 ・財団の概要 
・愛知県の科学技術振興施策 
・財団の活動状況 
・科学技術関連の催事情報 
・金融助成制度案内 等 

利用状況 訪問数 41,616件、延べアクセス数 113,150件 
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公５ あいちシンクロトロン光センター運営事業 

あいちシンクロトロン光センターの運営・管理を行い、企業、大学等を始めとしたユー

ザーの利用に供するとともに、産業利用コーディネータやビームライン技術者等による技

術指導、解析支援等を実施し、ユーザーの課題解決及び研究開発の高度化支援を行った。 
 
〇 利用状況 

 新型コロナウイルス感染拡大による出張自粛を背景に通常利用が減少した一方で、 

 測定代行は前年度から倍増し、通常利用と測定代行の合計は前年度と同水準となった。 

 ・全11ビームラインの利用シフト数：1,900シフト(7,600時間) 

 ・測定代行時間数：957.5時間 

 ・利用者数：109企業、50大学・公的研究機関（うち新規28企業、4大学等） 
【年度別利用シフト数（シンクロ全ビームライン）】 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年度別測定代行利用時間数】 

 

(9.6%) 

(17.7%) 

(4.2%) 

(68.5%) 

（単位：シフト） 

（34.3％） 

（9.9％） 

（7.1％） 
（4.6％） 

（44.1％） 

（単位：時間） 
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〇 利用促進活動等 
ア 成果公開無償利用事業 
成果公開を条件とした課題提案方式による成果公開無償利用制度を引き続き実施し、活

用事例の抽出、成果公開の情報発信を行い、企業等ユーザーの新規開拓に努めた。 
            

【令和２年度の成果公開無償利用事業採択課題一覧（22テーマ）】 

素材（金属・高分子） 10テーマ 

テーマ名 企業・大学名 

ガスアトマイズ金属粉末粒子内部の気孔形態の直接観察と形成

過程の解明（金属材料） 

東北大学金属材料研究所

㈱真壁技研 

磁石材料、カーボン材料のハイスループット測定による構造解

析と物性相関の検討（磁性材料・カーボン材料） 
トヨタ自動車㈱ 

小角X線散乱を用いた白金ナノ粒子形成過程のその場観察 

（金属材料） 
㈱豊田中央研究所 

小角X線散乱を用いた水ガラスのゾルゲル反応機構の解明 

（水ガラス） 
富士化学㈱ 

加熱時間に伴うポリマーおよび酸化防止剤の化学状態変化の分

析（樹脂材料） 
矢崎総業㈱ 

金属スパッタ処理樹脂成形品における、試験後の金属組成変化

解析の試み（金属材料） 
小島プレス工業㈱ 

その場XAFSおよび光電子分光によるカーボンナノチューブ成長

用触媒金属粒子の分析（カーボン材料） 

名城大学 

㈱山一ハガネ 

動的機能空間の高時間分解能解析−高速応答空間材料創製の設

計を目指したAI検出器の開発（多孔性材料） 
ＳｙｎｃＭＯＦ㈱ 

溶融めっき鋼板の微細構造解析（金属材料） ㈱淀川製鋼所 

エポキシ樹脂/無機基材接着界面の解析（樹脂材料） 住友ベークライト㈱ 
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環境・エネルギー 3テーマ 

テーマ名 企業・大学名 

酸化物資材を用いた土壌の重金属類の不溶化に関する研究 

（土壌汚染対策） 

東京農工大学 

石原産業㈱ 

XANESによる紅藻Galdieria sulphurariaへの貴金属吸着様式の

解明（貴金属リサイクル） 

早稲田大学 

㈱ガルデリア 

Liイオン電池のin situ CT 測定による電極状態の観察 

（二次電池） 
㈱日産アーク 

 

エレクトロニクス 2テーマ 

テーマ名 企業・大学名 

XAFSによるBaTiO3中に添加したCaの局所構造解析 

（絶縁体材料） 
京セラ㈱ 

2 次元超伝導を発現する 2 原子層高さインジウム超薄膜相の電

子状態（電子部品） 

東京工業大学 

ＮＴＴ－ＡＴ 

 

製薬・日用品 2テーマ 

テーマ名 企業・大学名 

ペプチド抗体と VEGF タンパク質からなる複合体結晶の立体構

造解析（製薬） 
㈱丸和栄養食品 

アルツハイマー型認知症の新規治療薬開発を目指した BACE1 蛋

白質―阻害剤複合体のX線結晶構造解析（製薬） 
プロテインウェーブ㈱ 

 

その他 5テーマ 

テーマ名 企業・大学名 

古陶磁分析研究を基にした新規顔料開発 瀬戸陶磁器ブランド

化への基礎力生成（窯業） 
㈲快山製陶所 

絞り加工時の成形不良予測のための指標確立（金属加工） 
名古屋工業大学 

旭精機工業㈱ 

シンクロトロン光照射を利用した鉢物花きの育種（品種改良） ㈱つのたんＩＰ 

水簸粘土のＸ線回折による結晶性の数値化（窯業） 

瀬戸窯業試験場 

丸石窯業原料㈱ 

丸仙陶器原料㈱ 

風化した構造用木材の残存強度と結晶構造解析（建材） 
名古屋大学 

㈱中村建築研究所 
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イ ＰＲ活動等 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けつつも、新たな利用企業等を増やすため、

引き続き利用者研究会を実施するとともに、感染防止対策を講じた上でのセミナーの開

催やWeb展示会への出展など、施設のＰＲを行った。 

また、センター運営事業の具体的な企画立案及び効果的な運営を図ることを目的とす

る運営委員会を開催し、運営課題と改善への取組等について検討を行ったほか、実験装

置（光源及びビームライン）の円滑な運転のため、技術者、研究者を中心とした会議を

定期的に開催し、実験装置の運転状況や諸課題についての検討を行った。 

 

【セミナーの実施】 

名称 2020年度シンクロトロン光産業利用セミナー 

主催 公益財団法人科学技術交流財団 

実施日 令和3年3月5日 場所 
あいち産業科学技術総合センター 
※Web併用 

内容 

【講演】 
・トライボロジー現象の解明に向けた量子ビーム分析の活用事例 
・大気中で摩擦中の金属表面を観察するX線透過型摩擦試験機の開発 
・放射光を利用した金属表面に形成された潤滑膜の分析 
・摩擦面における官能基のNEXAFS分析 
・摩擦現象の理解に向けたSPring-8における表面・界面状態評価例 

参加者数 74名（※Web参加含む） 

 

【シンクロトロン光利用者研究会】  

主  催 愛知県、大学連合、(公財)科学技術交流財団 

内  容 
シンクロトロン光の利活用事例の紹介、施設の装置を活用した実地研修、 

解析実習など 

入門講習会 

11/9 

【X線CT計測入門講習会（講義）】 

・X線CT入門１ 

・X線CT入門2 

29名 

11/10、11 

【X線CT計測入門講習会（測定・解析実習）】 

・ビームラインの見学と紹介 

・測定・解析実習 

14名 

12/21 

【XAFS入門講習会】 

・XAFS入門 

・AthenaのMain windowの使い方と 

NEXAFS（XANES）の解析例の紹介 

53名 

※Web参加含む 
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AichiSR SPring-8 

施設横断合同研修会 

12/8 

・ユーザー手続き 

・装置説明・試料準備 

・測定実習 

9名 

実地研修 

第１回 9/15 Ｘ線薄膜・表面回折散乱（BL8S1） 1名 

第２回 12/17 軟Ｘ線XAFS（BL1N2） 2名 

第３回 1/22 粉末Ｘ線回折（BL5S2） 3名 

第４回 2/18 応力測定（BL8S1） 4名 

第５回 3/16 硬Ｘ線XAFS（透過法以外）（BL5S1） 2名 

参加者合計 12名 

 

【展示会への出展】 

展
示
会
内
容 

日程 展示会名 開催場所 

12/2～4 第61回高圧討論会 ※Web開催 

1/8～10 
第34回日本放射光学会年会・ 

放射光科学合同シンポジウム 
※Web開催 

 

〇 光ビームプラットフォーム事業の実施 

平成28年3月に文科省「光ビームプラットフォーム事業」に採択されて以降、全国８

か所の放射光施設等と連携し、各施設で標準化可能な技術・試料条件等を整理するとと

もに、他施設でも課題解決を希望するユーザーに技術研究員が同行し、一貫した支援を

実施した。 

最終年度であった令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、活動の

縮小を余儀なくされた。 

・ラウンドロビン実験 9件（前年度14件） 

・他施設での支援   なし（前年度1件） 

・シンポジウムの開催 

   令和3年3月12日（金） ※Web開催 
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総合企画活動等 

理事会、評議員会を開催したほか、専門事項を調査審議するため、企画運営委員会、中小

企業企画委員会及びあいちシンクロトロン光センター運営委員会を開催した。 
 
（１）定例理事会 

第 １ 回 

開 催 日 令和2年6月4日  
開催場所 新型コロナウイルス対策により、定例理事会を書面決議に変

更し、Web懇談会を実施 

議  題 令和元年度事業報告及び収支決算について 他 

第 ２ 回 

開 催 日 令和3年3月19日 

開催場所 Web開催（事務局は知の拠点講習会室） 

議   題 
令和 3 年度事業計画及び収支予算並びに資金調達及び設備投

資の見込みについて 他 
 
（２）評議員会 

定 時 

開 催 日 令和2年6月29日 

（新型コロナウイルス対策により、書面決議に変更） 

開催場所 Web懇談会を実施 

議    題 平成元年度事業報告及び収支決算について 他 
 
（３）企画運営委員会 

第１回 

開 催 日 令和2年5月28日 

開催場所 Web開催（事務局は知の拠点講習会室） 

議 題 令和元年度事業報告について 

第２回 

開 催 日 令和3年3月9日 

開催場所 Web開催（事務局は知の拠点講習会室） 

議 題 
令和3年度事業計画（案）について 

（話題提供（講演）「自動運転の民主化」武田一哉氏併催） 

 

（４）中小企業企画委員会 

第１回 

開 催 日 令和2年6月1日 

開催場所 Web開催（事務局は知の拠点講習会室） 

議 題 令和元年度事業報告について 

第２回 

開 催 日 令和3年3月10日 

開催場所 Web開催（事務局は知の拠点講習会室） 

議 題 

令和3年度事業計画（案）について 

（話題提供（講演）「中小企業のDXに対する取り組み方」小

幡哲丈氏併催） 
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（５）あいちシンクロトロン光センター運営委員会 

第１回 

開 催 日 令和2年6月26日 

開催場所 あいち産業科学技術総合センター 

議 題 
2019年度事業報告について 

2020年度の取組状況について 

第２回 

開 催 日 令和3年3月8日 

開催場所 Web開催 

議 題 
センターの利用状況、取組状況について 

2021年度年間運営計画（案）について 

 

 


