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地域イノベーション戦略の中核を担う研究者による研究開発テーマ

、
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微細化技術の高度化
富山県工業技術センター 中央研究所

評価技術課 課長 岩坪 聡
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
凝集が起こり、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
良い薬効を持つ医薬品の開発が

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してい
る。電気化学的分散技術と機械的分散技術を複合させた
「チャンバー｣を試作し、酸化チタン、シリカ、ジルコニ
アなどの無機系材料とセルロース、カーボンナノチューブ
などの有機系材料で効果を検証している。

スキンケアベース材料の開発
富山県工業技術センター 中央研究所

評価技術課 課長 岩坪 聡
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
品の開発を行っている。セルロースナ

ノファイバーを混合することによって補強、保形効果と
触感改良効果が確認され、良好な触感を持つとされる市
販スキンケアベースと同等の特性を持つものを作製する
ことができた。その複合化スキンケア材料の安全性評価
も行っている。

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
つ特徴を有する一方、強度不足と
いう問題がある。そこでセルロー
スナノファイバーやニット生地な
どを組み合わせ、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。当研究によってセルロー
スナノファイバーの均一な付帯法を確立した。一方でファ
イバーの伸縮性能を損なわないように、ニットとの貼り合
わせを行った。これらの方法で得られた複合シートは、ナ
ノファイバーの性能を保持したまま十分な実用強度を達成
した。これらの性能を活かして、サージカルテープ、貼付
剤、包帯等への展開を進めている。

富山県工業技術センター 生活工学研究所
生産システム課 課長 金丸 亮二

、

生体適合性材料担持ナノファイバーの開発

ナノのサイズ ⁻⁹～ ⁻⁶メー
トル）は、医学・薬学・生物学で
は、とても重要な大きさの領域で
ある。それは、細胞の機能や活動
に深く関係する生体機能性分子、
すなわち、タンパク質など生体を
構成する高分子、ホルモンや増殖
因子など細胞制御因子、細胞が周

囲を認識する受容体などがナノサイズに多く存在するから
である。本研究では、ナノ材料を応用し、かつ生物由来材
料、生物活性機能材料を添加・融合し、設計・成形するこ
とで、医療やバイオ、医薬の研究領域へ使えるナノテクの
実現を目的とする。細胞生物学、幹細胞生物学や再生医療、
がんの研究用の 次元培養器材や、新たな医薬品の薬効や
毒性検査用キットなどの研究開発ツールへの応用・展開を
目指す。

富山大学 大学院理工学研究部（工学）
教授 中村 真人

ガス透過性ナノインプリント用
モールド材料と微細加工技術の開発

ガス透過性ナノプリント用モール
ド材料や水溶性ナノパターニング材
料により、機能性プラスチック材
料・有機無機ハイブリッド材料・バ
イオマス複合材料の表面に微細加工
を行い、高付加価値化を地域企業と
の産学連携により進めている。ガス
透過性ナノプリント用モールド材料
は、モールドが巻き込む空気のかみ

込みによる成型不良が改善できるだけでなく、溶剤や水等
の揮発性成分を含むナノ成型に適している。また、水溶性
ナノパターニング材料は、有機溶媒やアルカリ現像液を不
要とできるだけでなく、細胞足場材や特殊分離シート等の
医療・電子フィルムのナノ加工に適している。

富山県立大学 工学部 医薬品工学科
教授 竹井 敏

セルロースナノファイバーとナノ粒子の
ハイブリット化による高強度・高熱伝導性
樹脂の開発

セルロースナノファイバー（Ｃ
ＮＦ）に添加するだけでＰＰやＰ
Ｅなどの疎水性ポリマーに分散可
能な植物由来の疎水化剤のコー
ティング技術で疎水性ポリマーに
易分散する技術を開発した。易分
散ＣＮＦを共同研究企業と事業化
するとともに、透明・高強度・

富山県立大学 工学部 機械システム工学科
教授 真田 和昭

高熱伝導などの性能・機能を付与した新規ＣＮＦナノコン
ポジットを自動車部品、 電機・電子製品、 各種包装材料、
Ｄプリンター造形材料などへの事業化に向けたＲ ＆ Ｄ

を積極的に推進している。
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地域イノベーション戦略の中核を担う
研究者による研究開発テーマの紹介
➀ガス透過性ナノインプリント用材料の開発 （富山県立大学）
➁高強度・高熱伝導ナノ複合樹脂の開発　　 （富山県立大学）
➂生体適合性材料担持ナノファイバーの開発　　 （富山大学）
➃高機能医療用材料の開発　　　 （富山県工業技術センター）
➄スキンケアベース材料の開発　 （富山県工業技術センター）
➅微細化技術の高度化　　　　　 （富山県工業技術センター）

共同出展企業の技術シーズの紹介
➀株式会社スギノマシン
　「バイオマスナノファイバー “BiNFi-s”」
➁ケーシーアイ・ワープニット株式会社
　「ナノ不織布と経編生地の貼り合せ素材」
➂株式会社北陸エンジニアプラスチック
　「高機能3Dプリンタ用フィラメント」
➃日本カーバイド工業株式会社
　「超精密微細金型から成型された樹脂シート」

➄中越パルプ工業株式会社
　「セルロースナノファイバー“nanoforest”」
➅株式会社リッチェル
　「樹脂製マイクロチップ」
➆立山マシン株式会社
　「“非”半導体材料用プラズマエッチング装置」
➇株式会社タカギセイコー
　「微細形状による表面機能の制御」

産学官連携による
ＣＮＦ関連研究開発テーマの一部紹介
➀事例概要紹介
➁漆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
     　　　　　　　　　　　　 （伝統工芸高岡漆器協同組合）
➂ＣＮＦ添加によるＣＦＲＰの疲労寿命向上の開発
                                            （株式会社スギノマシン）



平成２６年７月、「とやまナノテククラスター」
が文部科学省の地域イノベーション戦略支援プロ
グラムに採択され、同年８月に事業がスタートし
ました。
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ます。本事業は、
地域の産業が有する優れたコア技術と、素材、 、
バイオなど広い分野で応用展開可能なナノテクノ
ロジーを融合し、ものづくりの高度化・高付加価
値化、競争力のある新技術・新製品の創出など、
ナノテクを活用した「もの
づくり産業の集積エリア」
の形成を目指します。

とやまナノテククラスター事業

共同出展企業の技術シーズ

産学官連携によるＣＮＦ関連研究開発テーマの一部紹介

株式会社リッチェル
Richell Corporation 〒 富山県中新川郡上市町正印

樹脂製マイクロチップ

・射出成形による樹脂製マイクロチップの
量産技術

・独自樹脂により、微細形状を忠実に転写

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。
独自樹脂により、 ～100μmの凸凹を忠実に転写させることが
でき、ご希望の流路形状チップの作製が可能です。

出展
内容・製品

ＰＲポイント

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

〒 富山県射水市七美中野

各種プラスチック素材、加工品、
純国産3Dプリンター用樹脂フィラメント
素材から加工品まで
幅広く取揃えております。

弊社はプラスチックの素材・加工品と国産３Ｄプリンター用樹
脂フィラメントの製造メ―カ―です。
素材調達から加工、販売まで一貫して行い、幅広いサ―ビスを
ご提供致します。

出展
内容・製品

ＰＲポイント

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

＜グループの構成＞
・伝統工芸高岡漆器協同組合
・ ・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

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（ ）」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。

中越パルプ工業株式会社
Chuetsu Pulp & Paper 
Co., Ltd.

〒 富山県高岡市米島

nanoforest(セルロースナノファバー)

自社でパルプ化した植物繊維からナノ解繊
して得られるナノフォレスト(nanoforest)

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、両親媒性（疎水性と親水性）を有して
いいます。

出展
内容・製品

ＰＲポイント

 
≪ナノフォレストの特徴≫
製造条件の調整により品質のコント
ロールが可能で用途に応じた作りこみ
が出来、安全性にも優れています。

株式会社スギノマシン
Sugino Machine 
Limited

〒 富山県魚津市本江 番地

バイオマスナノファイバー BiNFi-s

当社独自の超高圧技術により製造される、
直径約20nmの長さ数μmの極細繊維です。

（ビンフィス）は、セルロース・キチン・キトサン等の
バイオマスを由来としたナノファイバーです。繊維長の異なるタ
イプや、フィルム、粉末化品などもラインアップしています。

出展
内容・製品

ＰＲポイント

株式会社タカギセイコー
Takagi Seiko 
Corporation

〒 富山県高岡市二塚

微細形状による表面機能の制御

精密切削による金型加工技術、微細形状
にて表面機能を付与した成形品の紹介

◆自動車などのプラスチック製品およびその金型の製造・販売
メーカーです

◆プラスチック製品の高精度化・高機能化要求に応え、中長期的
視点から新しい加工技術の開発や実用化に取り組んでいます

出展
内容・製品

ＰＲポイント

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

〒 富山県滑川市大島

超精密微細金型から成型された
樹脂シート
超精密微細形状を有する金型の作製、
金型の複製（電鋳）、樹脂成型までを
自社内で一貫して対応可能。

再帰反射シート製品で培われた技術を融合し、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ナノレベルの表面粗さを有する超精密金型
②最大 ㎜幅の連続成型シート
③シート両面に超精密形状を成型

出展
内容・製品

ＰＲポイント

立山マシン株式会社
Tateyama Machine 
Co., Ltd.

〒 富山県富山市下番

“非”半導体材料用
プラズマエッチング装置
ガラス、樹脂、チタンなど多様な
非半導体の機能性材料の微細加工に
特化した小型・低価格のエッチング装置

画像認識，センシング，ナノプロセスなどのコア技術をベースに，
ＦＡシステムの提案から開発・設計製造・保守まで，また精密装
置のＯＥＭ生産を提供します。独創的な真空・プラズマ装置の開
発・設計製造・販売も行っています。

出展
内容・製品

ＰＲポイント

ＣＮＦ添加による
ＣＦＲＰの疲労寿命向上の開発

炭素繊維強化プラス
チック（ＣＦＲＰ）に、
機械的性質の改善を図
る添加材として、セル
ロースナノファイバー
（ＣＮＦ）を活用、そ
の最適条件を明確化し、
ＣＦＲＰの曲げ疲労寿
命を大幅に改善した。
高付加価値構造部材へ
の適用を見込む。

＜ グループの構成＞
・株式会社スギノマシン ・同志社大学

ケーシーアイ・ワープニット株式会社
K.C.I WARP KNIT 
CO., LTD.

〒 富山県南砺市林道

PUナノ不織布と
経編生地のボンディング素材、他経編
衣料から資材用途まで
ナノ不織布と経編生地の貼り合せ素材で
幅広く用途対応可能です。

当社は衣料から産業資材まで多様な生地を提供する経編メーカー
です。生地単体ではなく他素材と貼り合せることで、新たな用途
が生まれます。ニットと ナノ不織布で伸びが必要な用途に最適
です。

出展
内容・製品

ＰＲポイント

ＣＮＦ ＰＰ樹脂複合材料の開発と自動車樹脂成形部品への
適用 （株式会社タカギセイコー）

ＣＮＦを複合化した３Ｄプリンター用樹脂フィラメントの
開発

最適化された３次元細胞組織培養用マイクロモールドの開
（日本カーバイド工業株式会社）

ＣＮＦ複合中間膜を用いた高耐衝撃性合わせガラスの開発
と構造最適化 （新光硝子工業株式会社）

ＣＮＦを用いた導電性複合機能材料・シートの開発
（中越パルプ工業株式会社）

バイオマスナノファイバーを用いた整髪料の開発
（五洲薬品株式会社）

産学官連携によるＣＮＦ研究開発事例
（代表機関）

（株式会社北陸エンジニアプラスチック）

発
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評価技術課 課長 岩坪 聡
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
凝集が起こり、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
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向上することや、患部へ効率の
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評価技術課 課長 岩坪 聡
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
品の開発を行っている。セルロースナ

ノファイバーを混合することによって補強、保形効果と
触感改良効果が確認され、良好な触感を持つとされる市
販スキンケアベースと同等の特性を持つものを作製する
ことができた。その複合化スキンケア材料の安全性評価
も行っている。

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
つ特徴を有する一方、強度不足と
いう問題がある。そこでセルロー
スナノファイバーやニット生地な
どを組み合わせ、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。当研究によってセルロー
スナノファイバーの均一な付帯法を確立した。一方でファ
イバーの伸縮性能を損なわないように、ニットとの貼り合
わせを行った。これらの方法で得られた複合シートは、ナ
ノファイバーの性能を保持したまま十分な実用強度を達成
した。これらの性能を活かして、サージカルテープ、貼付
剤、包帯等への展開を進めている。

富山県工業技術センター 生活工学研究所
生産システム課 課長 金丸 亮二

、

生体適合性材料担持ナノファイバーの開発

ナノのサイズ ⁻⁹～ ⁻⁶メー
トル）は、医学・薬学・生物学で
は、とても重要な大きさの領域で
ある。それは、細胞の機能や活動
に深く関係する生体機能性分子、
すなわち、タンパク質など生体を
構成する高分子、ホルモンや増殖
因子など細胞制御因子、細胞が周

囲を認識する受容体などがナノサイズに多く存在するから
である。本研究では、ナノ材料を応用し、かつ生物由来材
料、生物活性機能材料を添加・融合し、設計・成形するこ
とで、医療やバイオ、医薬の研究領域へ使えるナノテクの
実現を目的とする。細胞生物学、幹細胞生物学や再生医療、
がんの研究用の 次元培養器材や、新たな医薬品の薬効や
毒性検査用キットなどの研究開発ツールへの応用・展開を
目指す。

富山大学 大学院理工学研究部（工学）
教授 中村 真人

ガス透過性ナノインプリント用
モールド材料と微細加工技術の開発

ガス透過性ナノプリント用モール
ド材料や水溶性ナノパターニング材
料により、機能性プラスチック材
料・有機無機ハイブリッド材料・バ
イオマス複合材料の表面に微細加工
を行い、高付加価値化を地域企業と
の産学連携により進めている。ガス
透過性ナノプリント用モールド材料
は、モールドが巻き込む空気のかみ

込みによる成型不良が改善できるだけでなく、溶剤や水等
の揮発性成分を含むナノ成型に適している。また、水溶性
ナノパターニング材料は、有機溶媒やアルカリ現像液を不
要とできるだけでなく、細胞足場材や特殊分離シート等の
医療・電子フィルムのナノ加工に適している。

富山県立大学 工学部 医薬品工学科
教授 竹井 敏

セルロースナノファイバーとナノ粒子の
ハイブリット化による高強度・高熱伝導性
樹脂の開発

セルロースナノファイバー（Ｃ
ＮＦ）に添加するだけでＰＰやＰ
Ｅなどの疎水性ポリマーに分散可
能な植物由来の疎水化剤のコー
ティング技術で疎水性ポリマーに
易分散する技術を開発した。易分
散ＣＮＦを共同研究企業と事業化
するとともに、透明・高強度・

富山県立大学 工学部 機械システム工学科
教授 真田 和昭

高熱伝導などの性能・機能を付与した新規ＣＮＦナノコン
ポジットを自動車部品、 電機・電子製品、 各種包装材料、
Ｄプリンター造形材料などへの事業化に向けたＲ ＆ Ｄ

を積極的に推進している。
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富山県

問い合せ先
〒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：0766-24-7112　FAX：0766-24-7122　E-mail:info-nano@tonio.or.jp

http://www.tonio.or.jp/nanotech/とやまナノテククラスター

地域イノベーション戦略の中核を担う
研究者による研究開発テーマの紹介
➀ガス透過性ナノインプリント用材料の開発 （富山県立大学）
➁高強度・高熱伝導ナノ複合樹脂の開発　　 （富山県立大学）
➂生体適合性材料担持ナノファイバーの開発　　 （富山大学）
➃高機能医療用材料の開発　　　 （富山県工業技術センター）
➄スキンケアベース材料の開発　 （富山県工業技術センター）
➅微細化技術の高度化　　　　　 （富山県工業技術センター）

共同出展企業の技術シーズの紹介
➀株式会社スギノマシン
　「バイオマスナノファイバー “BiNFi-s”」
➁ケーシーアイ・ワープニット株式会社
　「ナノ不織布と経編生地の貼り合せ素材」
➂株式会社北陸エンジニアプラスチック
　「高機能3Dプリンタ用フィラメント」
➃日本カーバイド工業株式会社
　「超精密微細金型から成型された樹脂シート」

➄中越パルプ工業株式会社
　「セルロースナノファイバー“nanoforest”」
➅株式会社リッチェル
　「樹脂製マイクロチップ」
➆立山マシン株式会社
　「“非”半導体材料用プラズマエッチング装置」
➇株式会社タカギセイコー
　「微細形状による表面機能の制御」

産学官連携による
ＣＮＦ関連研究開発テーマの一部紹介
➀事例概要紹介
➁漆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
     　　　　　　　　　　　　 （伝統工芸高岡漆器協同組合）
➂ＣＮＦ添加によるＣＦＲＰの疲労寿命向上の開発
                                            （株式会社スギノマシン）
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