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とやまナノテククラスターとやまナノテククラスター
文部科学省地域イノベーション戦略支援プログラム　とやまナノテクコネクト・次世代ものづくり創出プログラム

　本日は「とやまナノテククラスター」ブース
にお立ち寄り頂きありがとうございます。
　日本海側屈指の工業県である富山県には、機
械、金属、化学、電子部品など広範なものづく
り産業が集積していると共に、特定の技術分野
で高い国際市場シェアを持つ企業も存在します。
このような地域の特性を鑑みて策定された「富
山県ものづくり産業未来戦略」では、地域に蓄
積されたものづくり技術とナノメーターオー
ダーの加工や材料製造などナノテクノロジーと
の融合により国際競争力のある次世代ものづく
り産業の創成を行おうとしています。

TOYAMA  Nanotechnology  Manufacturing  Cluster

ブース紹介ガイド

事業化に取り組む研究開発テーマ（中核を担う研究者の集積）
微細化技術の高度化
　現在の粒子の微細化技術では、粒子径が数十nm以下では強い疑集が起こり、その領域を通常生
産として扱うことができていない。この問題の解決によって、電池材料など材料性能が格段に向上す
ることや、患部へ効率の良い薬効をもつ医薬品の開発が期待される。そのための粒子単分散技術の
確立と、ナノファイバー微細化技術を向上させることで、分散性に優れたバイオマスナノファイバーを作
製することを目指す。

　岩坪　　聡

スキンケアベース材料の開発
　ナノファイバーは網目構造の非常に薄い膜が形成できるため、高濃度の薬剤担持と装着感の少な
いより肌触り感の良いスキンケア剤が開発できる。セルロースやキチン・キトサンは生体適合性が高く、
安全な賦形剤・ベース材として期待できる。本テーマでは、上記のテーマで得られるナノファイバー化技
術をベースに、セルロースやキチン・キトサンなどのバイオマスナノファイバーを用いた新規スキンケア製
品の開発を行う。

高機能医療用材料の開発
　エレクトロスピニング装置で作製したナノファイバー不織布は、極薄、防水性、通気性、透湿性といっ
た一見相反する機能を併せ持つ特徴を有する。しかし様々な用途に展開するには強度不足という問
題点がある。そこで天然由来素材で強度の大きいことを特徴とするセルロースナノファイバーを組み合
わせることにより、ナノファイバーの特徴を損なわずに不足する強度を補い、様々な医療用材料に展開
することを目的とする。

金丸　亮二

生体適合材料担持ナノファイバーの開発
　ナノファイバーやナノ微粒子は、医療やバイオ、医薬の領域への応用展開が期待されている。本研
究では、「生体適合材料担持ナノファイバーの開発」を目的とする。
　富山独自のナノテク技術に、生物由来材料、生物活性機能を添加・融合し、さらに、3次元造形技
術、種々の印刷技術やマイクロナノ加工技術と結びつけることで、細胞培養や再生医療の有用な培
養基材やツール、および次世代の医薬品等の製造への応用を目指す。

中村　真人

セルロースナノファイバーとナノ粒子のハイブリッド化に
よる高強度・高熱伝導性樹脂の開発
　カーボンナノチューブに対して蓄積された分散技術・内部構造設計技術を活用することで、セルロース
ナノファイバーとナノ粒子のハイブリッド内部構造を有する高強度と高熱伝導性を両立した新規樹脂を開
発し、高性能な成形樹脂材料および3Dプリンター用造形材料等としての事業化を目指す。

真田　和昭

ガス透過性ナノプリント用モールド材料と
微細加工技術の開発
　バイオチップや医療用テープに適用可能な特殊機能性フィルムの製造に不可欠な生産性が高く転写
精度に優れたナノファイバー複合化樹脂製ナノインプリント成型モールド並びに開発モールドを用いた微
細加工技術を開発する。また地域関連企業と産学官連携により、開発するナノインプリント技術や特殊機
能性フィルムの実用化を目指す。

竹井　　敏
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第15回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
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会　場　東京ビックサイト東展示棟4～6ホール＆会議棟

とやまナノテククラスター
〒933-0981 富山県高岡市二上町150（富山県工業技術センター内）
TEL：0766ー24ー7112　FAX：0766ー24ー7122　E-mail：info-nano@tonio.or.jp

http://www.tonio.or.jp/nanotech/
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事業化に取り組む研究開発テーマ（中核を担う研究者の集積）

地域イノベ推進支援事業資金による研究開発テーマの紹介

とやまナノテククラスターの紹介

富山大学 富山県立大学 富山県工業技術センター

共同出展企業



〒939-1852　富山県南砺市是安４１８５
TEL:0763ー62ー3899 FAX:0763ー62ー8000
URL:http://www.sankogosei.co.jp/

三光合成 株式会社
SANKO GOSEI Ltd.

微細加工プラスチック装飾パネル

◆当社はプラスチック射出成形の製品・金型の製造メーカーです。
◆ゆらぎ華飾技術は、『ゆらぎ』を表現する数式を用いた設計と精密な金型加工の融合
により、プラスチック表面に動き感や陰影のあるテクスチャーを付加する技術です。
◆ナノ加工表面処理や多層膜蒸着などによる構造色を組み合わせることで、テクス
チャーの陰影がより強調することができます。

自然な動き感を表現する、
　　　　　　『ゆらぎ』のあるテクスチャー

●出展内容・製品

！ＰＲポイント

〒933-8628　富山県高岡市二塚322番地の3
TEL:0766ー24ー5522 FAX:0766ー25ー8309
URL:http://www.takagi-seiko.co.jp/

株式会社タカギセイコー
Takagi Seiko Corporation

熱可塑性複合材料(CFRTP、GFRTP)成形品

高精度の金型設計・製造、高品質の製品を生む先進の成形技術、短期間での量産を
可能とする生産システムなど、プラスチックに関わるあらゆる側面において、長年積
み重ねてきた独創性を発揮しています。

・金属に比べ、比強度、比剛性が高く、部品の軽量化が
可能。
・射出成形による形状付加も同時加工可能で、複雑形
状等、部品設計の要求に幅広く対応可能。
・高速成形サイクルで大
量生産に対応可能。
・MAX1800角の大型
成形品にも対応。
・高い生産性と低コスト。
・リサイクル性に優れる。

●出展内容・製品

！ＰＲポイント

〒101-0054　東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1
TEL:03ー3296ー8031 FAX:03ー3296ー8360
URL:http://www.nissanchem.co.jp/

日産化学工業株式会社
NISSAN CHEMICAL 
INDUSTRIES, LTD.

高級アルコール及び高級脂肪酸
　　　　　　　　「ファインオキソコール」

お客様とともに成長するグループとして、誠実な企業風土が育む高いブランド力を磨
き上げ、社会にとって有意義な事業活動を通じて企業価値の増大を図る。

北陸地域における高機能素材「バイオマスナノファイバービ
ンフィス（以下、BiNFi-sと略す）」を活用することで、毛髪や
頭皮へのダメージが少なく、毛髪表面を自然にコーティング
し、かつシリコンのような蓄積性がなくシャンプー等で洗い流
せる低刺激性の整髪料を開発する。

グループの構成
・五洲薬品株式会社
・富山県工業技術センター

●出展内容・製品

！ＰＲポイント

（研究開発センター）
〒936-8555　富山県滑川市大島530
TEL:076ー471ー2134 FAX:076ー471ー2031

日本カーバイド工業株式会社
NIPPON CARBIDE 
INDUSTRIES CO.,INC.

超精密微細構造化シート

当社は再帰反射シート製品で培われた３つの技術を融合し、ユーザー様の用途に応
じた新たな用途展開を目指します。

①超精密金型加工
ナノレベルの表面粗さ
(Ra)にてマイクロメート
ルオーダーサイズの微細
形状を金型に付与可能

②連続シート成形
膜厚50～500μm、最大
600mm幅の超精密微細
構造化シートをロールに
て供給可能

③両面成形
シートの両面側に超精密
微細構造を付与したユ
ニークなシートをロール
にて供給可能

超精密微細構造化シートを金型加工からシート供給ま
で、自社内で一貫して対応可能

「ファインオキソコール」は、その特徴ある構造を活かし、
化粧品，潤滑油，接着剤，溶媒などに使用されています。
「ファインオキソコール」は、液状，高い耐熱性，化学安定
性，分散性，消泡性など数多くの優れた特徴を有しており
ます。

●出展内容・製品

！ＰＲポイント

〒930-1305　富山県富山市下番30番地
TEL:076ー483ー3088 FAX:076ー483ー3089
URL:http://www.tateyama.jp/

立山マシン株式会社
Tateyama Machine Co.,Ltd.

ナノ複合材料

弊社は、2007年にNIMS（物質・材料研究機構）の技術を導入し、これまでに11種類
の金属ナノ粒子コロイドの製造・販売を行ってきました。今年は、新たにナノ複合材料
をラインアップし販売を開始いたします。真空蒸着法による新たなナノ複合材料製造
技術で、ご要望のナノ複合材料を提供いたします。

真空蒸着法を用いたナノ複合
材料製造技術
（特許出願中）
◆材料選択性が高い
◆分散剤フリー

●出展内容・製品

！ＰＲポイント

〒933-8533　富山県高岡市米島282
TEL:0766－26－2472 FAX:0766－26－2454
URL:http://www.chuetsu-pulp.co.jp/feature/1778

中越パルプ工業株式会社
CHUETSU PULP&PAPER 
CO., LTD.

ＣＮＦ分散液（１％、１０％）
応用事例（シート、成形品　等）

当社では、水に分散させたパルプ同士を高圧で衝突させることによって微細化を
行っています（ＡＣＣ法）。ＡＣＣ法によるユニークな特徴として、表面改質効果、乳化
安定化作用効果を持った素材です。

自社でパルプ化した植物繊
維からナノ解繊して得られ
るセルロースナノファイ
バー（ＣＮＦ）

●出展内容・製品

！ＰＲポイント

〒933-0253　富山県射水市七美中野212
TEL:0766ー86ー1411 FAX:0766ー86ー3612
URL:http://www.h5.dion.ne.jp/̃hep/

株式会社北陸エンジニアプラスチック
Hokuriku Engineer 
Plastic Co.,LTD.

国内初　純国産　3Dプリンター用フィラメント
各種エンジニアプラスチック素材、加工品の展示

弊社はプラスチックの素材、加工品製造メーカーです。汎用樹脂から特殊な樹脂まで
製作可能です。素材調達から加工、販売まで社内で一貫して行っているため、納期、
価格等あらゆる面でご満足できるサービスを提供致します。

●出展内容・製品

！ＰＲポイント

〒937-0357　富山県中新川郡上市町正印515
TEL:076ー472ー3058 FAX:076ー472ー3765
URL:http://www.richell.co.jp/

株式会社リッチェル
Richell Corporation

樹脂製マイクロチップ

◆当社独自の加工技術により、射出成形による樹脂製マイクロチップの量産を行い
ます。射出成形による大量生産で低コストでのチップ生産が可能です。
◆0.3μm～100μmの凹凸を忠実に転写することができ、また、1μmオーダーで
の流路深さ制御が可能です。 

樹脂製マイクロチップ量産技術
超微細加工チップ作成技術素材から加工品まで幅広い取揃え

●出展内容・製品

！ＰＲポイント

バイオマスナノファイバーを用いた
整髪料の開発 高岡市の伝統的工芸品である「高岡漆器」の技術とナノテクノロ

ジーの要素技術の一つである「セルロースナノファイバー（CNF)」
との複合化という全国的にも新しい取組みとして、「塗膜の高強
度、高耐久、高密着化」「軽量化と工程数減によるコスト削減」を目
指し試験研究し、漆技術の新商品、新分野への展開を図る。

グループの構成
・伝統工芸高岡漆器協同組合 ・A-PLUS
・富山大学芸術文化学部 ・中越パルプ工業株式会社
・富山県工業技術センター ・高岡市デザイン・工芸センター
・高岡市役所産業企画課

漆とセルロースナノファイバーを複合した高機能素材開発

1.セルロースナノファイバー（CNF)を基材に導
電性ポリマー及び金属被膜を付加した導電性
複合CNF機能材料の開発

2.前項の導電性複合CNF機能材料を用いた導電
性複合セルロースナノファイバーシートの開発

グループの構成
・中越パルプ工業株式会社
・有限会社アイレックス
・富山県工業技術センター

セルロースナノファイバーを用いた導電性複合機能材料・シートの開発BiNFi-s 
配合整髪料

BiNFi-sの物理的特性（三次
元ネットワーク）による保形
性と可溶化能

Ni Coat Fiber写真（×500） Ni Coat Fiber断面写真

共同出展企業

地域イノベ推進支援事業資金による研究開発テーマの一部紹介


