測定計測

パワーデバイスの故障予測を可能にするモニタリング技術
１．事業者の概要
組織名 ： 九州工業大学
所在地 ： 福岡県北九州市戸畑区仙水町１－１
電話/FAX： 093-884-3485／093-881-6207
メール ： office@ccr.kyutech.ac.jp
研究者情報 ： 渡邉 晃彦 助教（大学院工学研究院 電気電子工学研究系）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 2016JP073445
活用した助成金 ： JST研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）等
産学官連携実績 ： 企業からの受託研究および各種助成金等

渡邉 晃彦 助教

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】

【今後の展開】
以下のような用途が想定される
・パワーデバイスの故障解析
・故障予測・寿命予測
・パッケージ材料の劣化・耐久性試験

電力制御用の半導体素子であるパワーデバイ
スは、EVや家電から電車、送電システムでの電力
制御等に用いられており、高い信頼性が求められ
ている。信頼性を担保するため、パワーサイクル
試験（チップ自己発熱による加速試験）が行われ
ているが、従来の試験方法は、破壊時のダメージ
により、破壊を引き起こす現象の特定が困難で
あったり、破壊に至るプロセスを遡って解析するこ
とが不可能等の問題がある。このため、故障の原
因となる現象の発生から故障に至るまで、故障の
プロセスを解明する新しい故障解析技術の開発
に取り組んでいる。

【事業化や販路開拓における課題】
・膨大なデータ（画像データ１TB、波形データ数十TB）
を高速に処理する技術が必要
・人間では判別できない画像変化の特徴を抽出する技
術が必要
・抽出した特徴から破壊リスクをインデックス化する技
術が必要
・本手法に特化したデータ処理抽出技術の開発
・マシンラーニングによる特徴抽出技術の開発
・特徴をパラメータ化する技術の開発

・加速試験とデバイスの劣化観察を同時に実施
・故障プロセスをリアルタイムでモニタリング

５．企業へのメッセージ
３．技術・製品の概要と強み
【技術・製品の概要】

以下のような内容について、共同して研究に取り組
める企業を希望しています。

パワーデバイスの新しい故障解析技術。リアル
タイムモニタリングをベースとした故障解析技術で
あり、特に動作中デバイスのパッケージ内部構造
の劣化を非破壊で捉える技術は世界で唯一。パ
ワーデバイスの故障の早期発見、故障予測、寿
命予測への応用が可能であり、パッケージ構成材
料の劣化・耐久性試験への応用も期待できる。

・本手法に特化したデータ処理技術の開発
・マシンラーニングによる特徴抽出技術の開発
・特徴をパラメータ化する技術の開発
・材料分析に関する共同研究
・新しい活用方法の開拓
・汎用検査装置としての製品開発

【技術・製品の強み】
本技術は、パワーデバイスが故障にいたる過程
での状態変化を時間軸で捉えることを可能にし、
従来の故障後および抜取りサンプルによる故障
解析と比較し、故障原因の早期特定が可能であ
る。また、パッケージを開封しない故障解析である
ため、実際の動作状態と同等の環境での故障解
析が可能である。

図１ 開発中
の複合型リア
ルタイム故障
解析システム

・動作中デバイスの内部劣化を観察できる
・故障にいたるプロセスの連続データを取得可能
・内部劣化の定量化が可能

図２ 故障前
後の内部変化
の様子
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測定計測

社会基盤を支える海洋、航空、医療ロボットの開発
１．事業者の概要
組織名 ： 国立大学法人 長崎大学
所在地 ： 長崎県長崎市文教町1-14
電話/FAX： 095-819-2512／095-819-2534
メール ： iyamamoto@nagasaki-u.ac.jp
研究者情報 ： 山本 郁夫 教授（海洋未来イノベーション機構）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第4814692号
Practical Robotics and Mechatronics: Marine, Space and Medical Applications
(IET, UK, 2016.7, ISBN 978-1-84919-968-1,pp.1-192)
山本 郁夫 教授
活用した助成金 ： 総務省SCOPE、科研費基盤B、長崎県ファンド他
産学官連携実績 ： 北九州市立大学（教授）、九州大学（教授）、JAXA（宇宙ロボット研究会代表）、
JAMSTEC（研究主幹）、FAIS、長崎県工業技術センター、三菱重工業（株）他
２．研究開発の目的やきっかけ
【研究開発の目的】
高度で実用的なロボット、メカトロニクスの開発を
行っており、300km自律航走水中ロボット、10000m
潜水ロボット、民間航空機、水中翼艇、魚ロボット、
振動翼発電装置、マルチロータヘリ、医者に使い
やすく患者に優しい医療機器等世界初の技術を
多々創出し、実用化して社会基盤を支える。

４．今後の展開や課題

【始めたきっかけ】
当研究室では水中ロボット、飛行ロボット、宇宙
ロボット、医療ロボットおよびIoT統合システム、知
能化システムの開発を行っている。総務省SCOPE
研究等では日本で初めてマルチロータ型飛行ロ
ボットの開発に成功した。生物運動型ロボットであ
る魚ロボットは弾性振動翼推進システムの研究か
ら始まり、1995年の鯛ロボットを皮切りにイルカロ
ボット他16種類以上開発。弾性振動翼推進システ
ムの原理はアオコ対策船型ロボットや柔軟低圧把
持鉗子等の医療機器にも技術適用が行われ実用
化されている。

【事業化や販路開拓における課題】
大学の研究のため、得られた成果を民間企業の様な
営業活動、製造販売、保守契約を行えない点が事業化
の課題。支援する組織が整えば社会展開できる。

３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ

【技術・製品の概要】
水 中 ロ ボット は Suibot 、 Seabot 、Kenbot など の
ROV（Remotely Operated Vehicle）による海中構造
物検査が可能。国交省ダム検査、海洋ロボコン最
優秀賞など多々実績を上げている。飛行ロボット
（Vespinae、Akabot）は橋梁検査、赤潮検査用に活
用されている。マルチロータ型気球ロボットもトンネ
ル検査用に開発。

企業のニーズに合わせて様々なロボット開発が可能
で、品質保証や運用体制を整わせることで社会に有用
な製品を提供できる。

【今後の展開】
IoTや人工知能機能取り込み、産学官の様々な要望
に応えることが可能な高度で実用的な統合型ロボット
技術を開発する。併せてロボット分野の実践的エンジ
ニアの人材育成も行う。

【技術・製品の強み】
研究室で独自開発のためニーズに応じて様々な
ロボットに発展させることが可能。水中ロボット、飛
行ロボットは実フィールドでの実験を通して測定計
測分野で実用化可能レベルである。サメ肌鉗子、
攝子は外科手術効率を全体的に50%向上できる。
上肢リハビリロボットは臨床効果が認められた。

Seabotとｲﾙｶﾛﾎﾞｯﾄ
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Akabotによる
海水ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ実験

測定計測

直進型サイクロン式粉塵濃度測定器による健康的な職場づくり
１．事業者の概要
組織名 ： 産業医科大学
所在地 ： 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1
電話/FAX： 093-603-1611内線4679／093-691-7518
メール ： chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp
研究者情報 ： 明星 敏彦 教授 （産業生態科学研究所 労働衛生工学研究室）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 特開2016-121913
活用した助成金 ： 文科省科学研究費補助金（平成23年度～平成25年度）
産学官連携実績 ： 柴田科学株式会社

明星 敏彦 教授

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
既に実用化されている粒子分離装置には、サイ
クロンがあるが、構造的に複雑で、粒子分離性能
がよくない等の問題があり、大流量で使用できる
可能性はあるが、分離装置としては広く利用される
までには至っていない。

【今後の展開】
• 本技術の特徴を生して、浮遊粒子分離のためのコ
ンパクトな集塵装置が考えられる。
• 掃除機、ミスト分離装置など、インラインの粒子除去
装置への応用が期待される。
• 本技術の分離粒子径はこれまでの試験から1mm程
度まで可能である。

【始めたきっかけ】
吸入性粉じんは、ヒトの肺などの呼吸器系に沈
着して健康に著しい影響を与える恐れがある。粒
子サイズにより人体への影響が異なるため、特定
の粒子径で分離して気中粉塵濃度を測定すること
は、健康的な職場づくりを進める上で重要な課題
である。

【事業化や販路開拓における課題】
商品化を検討している企業がすでに１社あるが、多く
の企業に本技術を使用いただき、現場に広めたい。

３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ

【技術・製品の概要】
空気中の粉塵を粒子径に応じて分粒する直進型
サイクロン式小型粒子分級捕集装置。

産業医科大学は、働く人の健康と快適な労働環境を
つくるために産業保健分野の様々な研究を実施してい
ます。また、この分野で活躍する人材の育成を進める
日本で唯一の大学です。お困りのことがあれば、研究
支援課（093-280-0532）までご相談下さい。

特 徴
• 同心円の構造のため配管の一部として粒子分
離部を組み込むことができる。
• 流入速度と胴部の径によって分離する粒子径
を調整できる。
• 粒子径に対してシャープな分離曲線を持つ。

【技術・製品の強み】
• 従来のサイクロンの問題点であった、嵩張る部
分をコンパクトに改良することに成功した。
• 従来のサイクロンに比べても同等以上の粒子
分離性能を示すことを確認した。
• 2.5mmで50%の粒子分離性能を示す。
• 従来のβ線吸収式PM2.5測定装置とよい相関
を示した。
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直進サイクロンをハイボリウム
エアサンプラに取り付けた状態

測定計測

燃料電池の発電性能の診断装置
１．事業者の概要
組織名 ： 公立大学法人北九州市立大学
所在地 ： 福岡県北九州市若松区ひびきの1-1
電話/FAX： 093-695-3367／093-695-3368
メール ： k-arizono@kitakyu-u.ac.jp (連絡先 企画管理課 有薗 和子)
研究者情報 ： 泉 政明 教授（国際環境工学部 機械システム工学科）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2016-177184号
活用した助成金 ： 競輪の補助
産学官連携実績 ： 大分大学 准教授 後藤雄治

泉 政明 教授

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
固体高分子形燃料電池は自動車や家庭用コジェ
ネレーションの原動機として期待されていますが、
更なる発電性能の向上、長寿命化およびコスト低
減などの課題があります。なかでも、PEFCの発電
性能・寿命の向上にとって、燃料電池内部の物質
移動、その物質移動と密接に関連する電流分布を
明らかにすることは重要な課題です。 本研究は、
非接触でPEFC電極面内の電流分布を計測する技
術を確立することを目的にしています。

【今後の展開】
平成29年度 磁界測定法の改善
診断精度・分解能の向上等
平成30年度～ 実用化に向けた開発
平成32年度～ 燃料電池メーカへのデモ機の提供
ユーザの要望に対する改良
平成34年度～ 事業化（企業による製造・販売）

【始めたきっかけ】
環境問題やエネルギー資源の問題などは２１世
紀の大きな問題です。次世代発電機として注目さ
れている燃料電池の研究・開発を通して社会に貢
献したいと希望しています。

【事業化や販路開拓における課題】
燃料電池の製造時の検査用、開発時の計測ツール、
運用時の性能検査用として有用な装置で、販売対象企
業として、燃料電池本体の製造会社、燃料電池を組み
込んだシステム製造会社・運用会社、家庭用燃料電池
製造会社・運用会社、及び燃料電池自動車製造会社・
販売メンテナンス会社、等が考えられる。企業との連携
を通して研究開発を加速したいと希望しています。

３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ

【技術・製品の概要】
１．発電時に燃料電池内部を流れる電流により誘
起される電池周囲の磁場を測定します。
２．この磁場から、磁場と電流との相関関係より、
燃料電池内部の電流分布を求めます。
燃料電池の発電により形成される磁界は微弱
で、燃料電池以外の周囲環境により歪む、逆問
題解析による異常箇所の推定精度が低い、等
の課題がありましたが、空間磁場の補正、電流
スイング法の対策により課題を解決し、精度の
良い異常部分の検出が可能となりました。

自動車あるいは家庭用コジェネレーション用途として
期待されている固体高分子形燃料電池では、電池内
部の電流分布を非接触で計測できる装置の開発に取
り組んでいます。電流分布の計測は、電池性能や寿命
の改善に有用であるばかりか、将来の燃料電池普及
時には発電状態診断用としてメンテナンスに活用でき
ます。
【求める企業】
・磁界測定装置メーカ
・磁気センサメーカ
・これから燃料電池分野への参入を検討している意欲
のある企業

【本計測方法の利点】
・非接触測定が可能です。
・燃料電池の発電状態を乱しません。
・燃料電池の構造を大きく変えずに測定できます。

燃料電池性能の診断
中の写真
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膜電極接合体の電流
分布（左角の部分が欠陥
箇所と検出できた例）
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食の安全安心のための細菌計測センサの開発
１．事業者の概要
組織名 ： 公立大学法人北九州市立大学
所在地 ： 福岡県北九州市若松区ひびきの1-1
電話/FAX： 093-695-3367／093-695-3368
メール ： k-arizono@kitakyu-u.ac.jp (連絡先 企画管理課 有薗 和子)
研究者情報 ： 礒田 隆聡 准教授 （国際環境工学部 環境生命工学科）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2017-022253号、他
活用した助成金 ： 学内研究推進支援プロジェクト経費
産学官連携実績 ：

礒田 隆聡 准教授

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
食品加工業者、給食業者、食品卸売・小売業者、
レストラン等においては、食品の安全検査、消費期
限検査等に大きなコストと人手がかかっており、人
手不足の折、食品業界の不安要素となっています。
本学で開発したセンサ技術は、様々な細菌の酵素
活性を高速で簡易に定量するための要素技術です。
今後の製品化や事業化などの産学連携活動を通じ、
食の安心・安全に貢献することを目的としています。

【今後の展開】
人手不足の折、中小、零細企業の食品業界では、食
品検査にかかるコストと人手が問題となっており、ひい
ては食の安心・安全が懸念されています。本技術では
センサ技術で、高速、且つ簡便に細菌の酵素活性を測
定することにより食品鮮度と安全性を管理できます。
食品業界、装置業界の企業様と連携により本技術を
社会実装することを希望しています。

【始めたきっかけ】
本研究室では小型携帯性に優れた無線センサ測
定器の製品化を追求してきました。（右下写真） こ
のような機器はネットワーク化（IoT）できることが特
長です。IoTシステムでは膨大な情報を収集し、有
益な信号を瞬時に抽出できます。この優位性を生
かして、食品鮮度や安全監視のセンシング技術に
展開しています。

【事業化や販路開拓における課題】
①食品加工業者、食品小売業、スーパー、コンビニ、運
輸業等と連携してニーズの把握、試作品の性能評価を
行います。
②装置製造メーカーと連携して食品加工、流通、小売
業等のニーズに合致する製品仕様確定を行います。
③販売形態、販路開拓等。

３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ

【技術・製品の概要】
本方法は細菌に含まれる特徴的な酵素を検出す
る方法です。（例 大腸菌群はβガラクトシダーゼを
検出）そのため以下の点が特長です。
･細菌数の計測ではないため、菌の培養工程が不
要。
・食品サンプルそのものに含まれる菌中の酵素を
測定するので、短時間。
・測定結果はIoTデータ通信で収集し、膨大な情報
から菌の有無の判定や菌数を自動推算。
＜用途＞
・大腸菌、ブドウ球菌、O１５７等の細菌の検出と定
量による食品の安全性管理

社会実装までには解決しなければならない課題が多
く残っていますが、課題克服の為の共同研究において
は、大学と企業が協力して公的マッチングファンドに申
請することも可能です。
【求める企業】
・基本的な装置は、既存の半導体関連の企業に製造
委託することで製造することができますが、食品業界、
小売業界、運輸業界のニーズの把握や性能評価、装
置メーカーとの製品仕様の確定、装置の販路開拓、等
プロジェクト全体を統括し事業主体となる企業様を探し
ています。

【本計測方法の利点】
＜優位性＞
・いつでも・どこでも・誰でも操作簡便
＜斬新性＞
・生鮮食品中に含まれる菌を、培養なしで計測
・世界最小装置
＜性能＞
・複数の試料/測定時間 最大１５秒
・極微量（数ミリグラム）のサンプリングで測定可能

最小機器で食品鮮度を
数値化
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いつでも・どこでも・誰
でも簡単操作

測定計測

IoT・AI（人工知能）応用による劣化診断・監視システムの開発
１．事業者の概要
組織名 ： 早稲田大学 理工学術院大学院 情報生産システム研究科
所在地 ： 福岡県北九州市若松区ひびきの2-7
電話/FAX： 093-692-5176/093-692-5176
メール ： inujima-hiroshi@waseda.jp
研究者情報 ： 犬島 浩 教授（情報生産システム研究科 犬島研究室）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 特開2009-281955；蓄電池劣化診断システム、
蓄電池劣化診断装置、蓄電池劣化診断方法およびプログラム
活用した助成金 ： 地域イノベーション研究開発事業（平成19年度～平成20年度）
産学官連携実績 ： 三菱電機（株）、三菱電機プラントエンジニアリング（株）、
東京ガス、カナデン、東芝三菱電機産業システム（株）

犬島 浩 教授

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
従来の診断・監視では、センサの設置に限界が
あり、状態判断が困難な場合が多い。そこで当研
究開発では、センサの設置、IoT手法の導入、観測
されたデータの信号処理法の研究で状態判断を容
易にする。つぎにAIの手法を研究して、診断・監視
対象の稼働中常時診断・監視手法を開発する。

【今後の展開】
以下の領域での劣化診断・監視システムの展開を目指
している。
①電動機、配電盤、ケーブル診断などの重電分野
②橋梁、道路、トンネル、下水道、河川管理などのイン
フラ
③プラント運転員、高齢者の状態監視、ストレス把握
④自動車の自動運転支援

【始めたきっかけ】
当研究室の専門は、計測技術と信号処理である。
教員は、約30年にわたり企業で電気設備診断技術
にかかわってきた経験がある。大学に移籍してから
は、広く劣化診断・監視技術の研究開発を求めら
れた。
電動機劣化診断手法、橋梁の劣化診断手法など
の研究実績がある。また、産業医科大学との連携
で、人体・生体の監視研究にも研究実績がある。

【事業化や販路開拓における課題】
①事業化においては、導入対象の実データを収集して、
評価・検証が必要である。
②適切なセンサおよび、観測信号の適切な信号処理も
必要である。
③劣化診断の場合は、特に統計量が重要で、統計的に
どの程度の確率で劣化しているという判断になる。
５．企業へのメッセージ

３．技術の概要と強み
【技術の概要】
① 劣化診断のためのセンサ検討
② センサで観測された信号を最適化するアナログ
フィルタの設計・試作
③ IoTおよびクラウドコンピュータ接続手段の評価
④ 劣化診断の特徴を抽出する信号処理手法、統
計解析手法の検討
⑤ 抽出された特徴量から、劣化を判断する人工知
能の評価検討

【技術の強み】
① 劣化診断のためのセンサ検討は、種々のセン
サに経験があり、計測系の経験も豊富である。
② センサで観測された信号アナログフィルタの設
計にも長年の関わりがある。
③ IoTは、無線センサの評価に経験がある。クラウ
ドコンピューティングにおいては、導入する種々の
アルゴリズムの蓄積がある。
④ 劣化診断の特徴を抽出する信号処理手法、統
計解析手法の経験があり、実績もある。
⑤ 抽出された特徴量から、劣化を判断する人工知
能には学内に専門家が存在している。

当研究室では、これまでも電動機の診断・監視や橋梁
の診断・監視といった事業化の成果につなげており、各
企業との連携・共同研究に積極的に取り組んでいます。
配電盤、ケーブル、変圧器、遮断機などいわゆる重電
機器の劣化診断システム開発への参入を検討する企
業との連携に力を入れていきたいと考えています。
橋梁・トンネルなどの構造物の診断監視も重要な分野
と考えています。また、プラント運転員、高齢者の状態
監視にも、産業医大との連携を通じて力を入れていきた
いと考えています。
企業の皆様の力となり、九州産業の活性化に寄与で
きればと考えています。
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低損失高効率・低騒音な次世代電気機器開発のための磁性材料評価・活用技術
１．事業者の概要
組織名 ： 日本文理大学
所在地 ： 大分県大分市一木1727
電話/FAX： 097-524-2636／097-593-2071
メール ： wakabayashids@nbu.ac.jp
研究者情報 ： 若林 大輔 助教（工学部機械電気工学科 若林研究室）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 電気学会論文誌A：任意方向交番磁束条件下
での3次元磁気歪みとベクトル磁気特性
活用した助成金 ： 科学研究費助成事業若手研究（B）（平成27年度～平成29年度）
産学官連携実績 ： 宇宙航空研究開発機構JAXA・他、津川モーター研究財団

若林 大輔 助教

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
モーターや変圧器などの電気機器の低損失化・
高効率化・低騒音化が求められており、電磁鋼板
の詳細なベクトル磁気特性と振動源である二次元
磁気ひずみ特性を同時に評価可能な測定システ
ムを構築し、測定結果に基づいた解析手法の提案
を行っている。これらの評価技術により鉄心の新
規開発、設計・製造支援技術の開発を目指してい
る。

【今後の展開】
本技術は、材料評価に留まらず、材料開発や機器開
発に欠かせないものとなり、現在、本測定技術を基に
「ベクトル磁気特性制御材」を用いた機器開発やJAXA
との共同研究などを実施中である。
また、本測定システムの小型化や非接触式センサー
の活用により、実機鉄心評価や製造ラインへの展開も
可能と考えている。
【事業化や販路開拓における課題】
現在、使用している測定センサは接触式のため、製
造ライン等への本技術の適用は困難である。非接触式
センサーを用いることでその可能性はあるが、測定シ
ステムの改良と、企業と連携し、求められる測定精度も
考慮しながら構築する必要がある。

【始めたきっかけ】
ベクトル磁気特性は、榎園正人教授（ベクトル磁
気特性技術研究所、日本文理大学特任教授・大
分大学名誉教授）が提案している技術で、若林研
究室では、その技術を継承し日本文理大学おいて
研究体制を構築している。
３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ

【技術・製品の概要】
構築している測定システムは、磁束密度と磁界
強度をベクトル量（ベクトル磁気特性）として測定可
能で、また（二次元）磁気ひずみは伸びと縮みを同
時に評価することができる。この測定により、実機
鉄心を模擬した材料評価を行うことができ、この結
果を用いた解析により、機器鉄心の鉄損及び磁気
ひずみ分布の評価が可能になった。

当研究室では、電磁鋼板の磁気特性評価だけではな
く、機器モデル鉄心の局所磁気特性評価、永久磁石着
磁評価、磁気センサ校正、磁界解析も行っています。
モーターや変圧器などの電気機器の開発環境が厳し
さを増すなか、当研究室の技術が企業の皆様のお役
に立てると考えています。研究室情報や活動情報など、
下記ホームページにて発信していますので、一度、ご
覧いただけると幸いです。

【技術・製品の強み】
第一に、電磁鋼板の詳細な特性評価を行えるこ
とにある。鉄損や磁気ひずみの大小に加え、磁気
異方性をより詳細に評価可能で、材料選定や材料
開発の指針を得ることができる。
第二に、詳細な測定データに基づく磁界解析に
より、低鉄損・低磁気ひずみとなる鉄心形状の設
計を行うことができる。
この技術を基に、「ベクトル磁気特性制御材」を
新に開発した。既存の方向性電磁鋼板に二次処
理を施した物で、鉄損は最大約50%、磁気ひずみ
は最大約30%低減を本技術により確認した。

若林研究室ホームページ
（ http://www.nbu.ac.jp/~wakabayashids/index.html ）

Iron loss[W/kg]

2
1.5

7

before(Wx)
before(Wy)
before(W)
after(Wx)
after(Wy)
after(W)

1
0.5
0
0 30 60 90 120150180
θB[deg.]

1
0.5
0
0

測定システム（一例）

Iron loss[W/kg]

2
1.5

30

60

90
120
θB[deg.]

150

180

ベクトル磁気特性制御
材の鉄損特性

測定計測

自律移動ロボットの不整地長距離踏破を可能にする動画像処理・誘導手法の開発
１．事業者の概要
組織名 ： 日本文理大学
所在地 ： 大分県大分市一木1727
電話/FAX： 097-592-1600/097-593-2071
メール ： fujitakk＠nbu.ac.jp
研究者情報 ： 藤田 浩輝 准教授（航空宇宙工学科 藤田研究室）
論文掲載、知的財産取得情報 ：
活用した助成金 ： 科学研究費補助金（基盤研究(C)）（平成22年度～平成24年度）
産学官連携実績 ：

藤田 浩輝 准教授

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
地球外惑星において未知環境の探査を目的とし
た無人探査ローバーは、不整地において極力少な
いエネルギーで長距離にわたり踏破する必要があ
る。そこで、ローバーが搭載するカメラとコンピュー
タにより周辺の地表面（土壌）環境を自動で認識し、
スリップ(skid)やスタック(stuck)といった障害を自律
的に回避する誘導手法を構築する。

【今後の展開】
まず、提案する地表面特徴分類手法に基づいた移動
ロボットの誘導・制御則の導出・実装を進める。
また本技術は、惑星探査ローバーに限らず、一般的
な自律移動ロボットに応用可能である。例えば、震災現
場等、様々な土壌が混在する状況において作業が必
要な、車両型移動ロボットの自律誘導・制御に利用可
能である。

【始めたきっかけ】
無人ローバーを用いた惑星探査ミッションは、未
知の地表面環境(特に土壌の滑り易さや沈下し易
さ)が原因となって広範囲にわたる探査が非常に困
難な状況にある。本研究では、移動ロボットの踏破
性能を改善するために、走行中に得られる惑星地
表面動画像を用いた地表面特徴分類を実現する
新たな手法を提案しようと試みた。

【事業化や販路開拓における課題】
提案手法は、原理的に、カメラとコンピュータを組み
合わせることで非接触での計測システムが構築できる
利点がある一方で、最終的なロボットの誘導則を得る
ために必要な特徴分類を実現するにあたり、走行中の
地表面動画像の特徴と走行中の滑りや沈下といった車
両(車輪)との動的干渉を対応付ける明確な尺度の定義
が必要となる。また、信頼性の高いデータベースの構
築も必要である。そのような、地表面画像特徴データ
ベース作成に関わる作業が事業化における重要な課
題になると考えている。

３．技術・製品の概要と強み
【技術・製品の概要】
無人探査ローバー(車両型移動ロボット)に固定さ
れたカメラによって、特定の運動状態(例：等速直
線運動)から得られた進行方向の地表面動画像を
処理することにより、画像空間の動特性モデル(状
態空間モデル)パラメータに基づく特徴分類を行う。
予め上記動特性モデルと関連付けられた特徴的
な土壌から得られるモデルパラメータをデータベー
スの形で保存し、実際の動画像に対するモデルパ
ラメータを用いた指標(尺度)計算により、周囲にあ
る土壌の特徴を自動認識し、かつ、本認識手法を
逐次繰り返すことで、踏破可能な経路への誘導を
行う。
【技術・製品の強み】
一般的に輸送車両や移動ロボットの地表面に対
する機械的性質を調べるためには、実際の車輪と
土壌を用いた機械的接触による予備実験が必要
であるが、本提案手法では、その場の環境におい
て土壌と車輪の間の機械的な特性を実時間、かつ、
非接触で推定できることに特徴がある。このような
技術は、従来遠隔操作のような人間の介在が必
要だった無人機の走行技術において自動化・自律
化を高める上で非常に有用である。

５．企業へのメッセージ
当研究室では、航空宇宙工学分野において必要でか
つ新規性の高い基礎技術を他分野へ応用することに
積極的に取り組みたいと考えています。
企業の皆様の力となり、九州産業の活性化に寄与で
きればと考えています。

テストベッド構成図
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短時間計測と高い周波数分解能を両立した分析手法の開発
１．事業者の概要
組織名 ： 日本文理大学
所在地 ： 大分県大分市一木1727
電話/FAX： 097-524-2748／097-592-0911
メール ： fukushima@nbu.ac.jp
研究者情報 ： 福島 学 教授（工学研究科 福島研究室）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 特公平7-83977：応答特性計測装置
活用した助成金 ：
産学官連携実績 ： 株式会社ジェイテック

福島 学 教授

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
異常検知において従来の周波数分析では、長時
間計測による周波数分解能の向上または、短時間
計測による時間分解能の向上が行われていたが、
その両立が機械診断および異常検知において必
要不可欠である。特に従来は大きなレベルの信号
により微小なレベルの信号が埋もれ、検出を困難
にしている。そこで、信号分析手法を開発すること
が目的である。

【今後の展開】
計測信号はその環境における様々な情報を含んでお
り、微小な信号を埋もれずに検知できることで、それらの
情報を収集することが可能となる。これによりビッグデー
タを構成することが可能であり、隠れた関係性を含めた
分析が可能になると考えている。
また、対象がセンサ計測可能であればいずれの計測
値に対しても適用可能であるため、複数の計測手法によ
り収集したデータを統合して情報抽出が可能であると考
えている。

【始めたきっかけ】
当研究室は、伝送特性に関する研究開発に取組
み、従来法で不可避な分析結果に生じる歪を発見
し、解決に取り組んでいる。一方、機械診断はオン
サイトでの計測かつ異常につながる予兆が微小信
号として初期段階で生じる。この初期段階を検出す
るために本研究に臨んだ。

【事業化や販路開拓における課題】
小規模の実証実験は実施可能であるが、事業化には
規模的または対象の条件に関して実証事例の積み上げ
が必要である。

３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ

【技術・製品の概要】
PLATE 法 （ Phase based seeking LCM time
window length of in-term signals by Adapting
Time-window length for DFT Extension method：位
相情報規範最小公倍数周期探索型DFT）は自己相
関関数の位相スペクトルに着目し、 T ｎLCM をMWSTFTと同様にLSE解が成立する直交座標空間で
探索することで高い周波数分解能を提供する。ま
た当研究室の研究成果であるDLR法を併用するこ
とで、一般に外来雑音と呼ばれる混入信号の性質
とレベル推定が可能であるため、短時間計測でも
的確な分析を可能としている。

計測データは種々の分析を経て何かを判断するのに
使用されます。このため、計測データから如何に情報を
抽出するかが重要な課題であると考え、研究に取り組ん
でいます。時々刻々と変化する現象において、分析結果
赤枠で示すように見落としや判別誤りを少なくします。
これまでに、計測値を分析しても違いがデータとして現
れないが、現象として変化しているケースや、現象が短
時間の過渡的であり詳細が見える化できないケースの
ご相談をいただき、測定計測および分析をしております。
計測時に「ノイズ（分析しても情報として利用できるよう
にならないデータ）」として捨てられているデータから情報
を抽出することで、産業のみならず、人々の安心・安全
な生活に寄与できればと考えています。

【技術・製品の強み】
本技術の強みは下記３点が挙げられる。
①短時間計測（時間追従性）
DLR法によるモニタ技術により実現している。
②高い周波数分解能
最適周波数記述空間探索により実現している。
③実装の柔軟性
計測機で標準搭載されている機能のアルゴリズ
ム改良のため、実装／換装が容易である。

提案法による分析結果
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従来法による分析結果

測定計測

偏光情報を用いた表面プラズモンセンサによる微小屈折率変動の検出
１．事業者の概要
組織名 ： 熊本高等専門学校
所在地 ： 熊本県合志市須屋2659-2
電話/FAX： 096-242-2121（代表）／096-2426063（ダイヤルイン)
メール ： tmatsu@kumamoto-nct.ac.jp
研究者情報 ： 松田 豊稔 教授 （情報通信エレクトロニクス工学科）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 米国特許 8,976,360号 日本国特許第5900970号
活用した助成金 ： 科学研究補助費(一般研究C）（平成19年度～平成21年度）
産学官連携実績 ： 無し

松田 豊稔 教授

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
表面プラズモンセンサは、屈折率変動を in-situ
に測定する光センサで、抗体抗原反応を検出する
バイオセンサや濃度測定を行う化学センサとして
実用化されている。従来の表面プラズモンセンサ
では、測定試料に光を照射し、その反射光強度か
ら試料の屈折率変動を測定している。本研究では、
屈折率変動の検出感度と精度の改善を目的として、
反射光の強度ではなく、反射光の偏光状態つまり
位相情報から屈折率変動を検出するセンサである。

【今後の展開】
提案センサの測定原理は、屈折率の微小変動を検出
するものであり、特定の試料の屈折率を選択的に測定
するにはセンサヘッドに感応膜を作成する必要がある。
例えば、水素ガス検出には、回折格子表面へのパラジ
ウム膜の製膜により測定感度と精度が向上する。

【始めたきっかけ】
筆者は、回折格子に励起する表面プラズモンを
研究しており、表面プラズモンが発生するとき反射
光のp波成分とs波成分の位相差が無くなることを
つきとめた。本研究は、この性質（p波とs波の位相
差が零）を測定原理とする表面プラズモンセンサで
ある。
３．技術・製品の概要と強み
【技術・製品の概要】
提案する表面プラズモンセンサは、金属でできた
回折格子の表面に試料を置いて、レーザ光を照射
し、その反射光の偏光パラメー
タ（楕円率tanχやストークスパ
ラメータS3）が零となるように入
射光を調整する。この状態で、
試料の屈折率が変動すると偏
光状態が変化するので、偏光
パラメータの値から、試料の屈折率変動が検出さ
れる。
【技術・製品の強み】
○ 感度改善：測定信号の最小値検出ではなく、零
点検出により、これまで最小値が見つけにくかった
試料に対して測定感度の改善を実現する。
○ 非駆動化を実現：従来のセンサにある入射角
特性を測定するための装置を必要としない。
○ 高精度測定：小数点以下4,5桁目の屈折率変動
を、非接触でin-situ計測できる。

【事業化や販路開拓における課題】
提案センサの応用（実用化）には装置の小型化・低価
格化が鍵となる。本センサは、入射光部、センサ部、光
検出部からなり、特に光検出部の簡易化により提案セ
ンサの小型化と定価格化が可能となる。現在、表面プ
ラズモンセンサの小型化と低価格化を目的として、ス
トークスパラメータS3を測定する光検出部を作製してい
る。センサの小型化により、卓上型からセンサネット
ワークまで利用が可能となる。
５．企業へのメッセージ
当研究室では、企業との連携・共同研究により提案セ
ンサの実用化を目指しています。特に、バイオセンサや
気体液体の成分濃度分析への応用を考えており、関
係分野の企業との連携を希望します。なお、当研究室
では光関係の測定装置を所有し、また電磁波の数値計
算もやっておりますので、測定や理論計算でのご協力
も可能かと思います。
企業の皆様の力となり、九州産業の活性化に寄与で
きればと考えています。

提案する表面プラズモ
ンセンサの試作機
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水素ガス検出の測定例
H2屈折率：n2=1.000 138
(0°, 1気圧) 理科年表

測定計測

ディープラーニングを用いた研削工具評価手法の開発
１．事業者の概要
組織名 ： 佐世保工業高等専門学校
所在地 ： 長崎県佐世保市沖新町1-1
電話/FAX： 0956-34-8494／ 0956-34-8494
メール ： sakaguch@sasebo.ac.jp
研究者情報 ： 坂口 彰浩 准教授 （電子制御工学科）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 砥粒加工学会誌Vol.56,57,59,60,61
活用した助成金 ：平成29～31年度「科学研究費助成事業」
平成28年度工作機械技術振興財団「試験研究助成Ａ」
平成23年度ＪＫＡ財団「小型自動車等機械工業振興事業補助事業」

坂口 彰浩 准教授

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
研削加工は、研削工具表面に固着されている砥
粒が、被削材を微少量ずつ削り取っていくため、そ
の砥粒の形状や分布が加工精度に大きな影響を
与える。しかしながら、工具全域のその状態を定量
的かつ自動的に評価する実用的な手法はほとん
どないのが現状である。そこで、本研究では画像
処理とサーボ技術を用い、工具作業面の状態を数
値的に評価する手法および計測評価装置の開発
を行う。

【今後の展開】
オンマシンでの工具の計測評価が実現できれば、工
作機械の高度化につながると考えられる。これまでの
手法の高機能化を図るとともに、オンマシンを実現する
ための研究を進めていく予定である。

【始めたきっかけ】
非常に狭い範囲の計測は、従来までも行われて
きたが、工具全域を自動で評価できないかと考え、
サーボ制御技術と画像処理技術を組み合わせた
計測装置を作製し、計測評価手法の開発を始めた。

【事業化や販路開拓における課題】
近年、非常に小さい粒径の砥粒が固着された工具や
複雑な形状の工具など、工具にも高付加価値が求めら
れるようになっている。このような工具の評価は従来の
画像処理では難しいと考えられ、ディープラーニングを
用いた評価手法をこれまで以上に検討しなければなら
ない。

３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ

【技術・製品の概要】
開発した計測評価装置は、カメラと工具間の位置
をXYZ軸は1[µm]、θ軸は72万分割の精度で制御
可能なサーボ制御機構と、工具作業面の画像を取
得するカメラから構成されている。取得した画像を
画像処理により砥粒部分だけを抽出することが可
能で、その大きさ・欠損の程度・固着位置などを自
動的にデータ化可能である。したがって、研削過程
において、砥粒の変化形態を追跡して計測・評価
することも可能である。

これまで、ダイヤモンド砥粒が固着された工具表面
状態を定量的かつ自動的に計測評価する手法および
装置の開発を行ってきた。開発したシステムおよび計
測結果について学会等で発表し、有益であるとの声を
頂いている。今後は、ダイヤモンド工具以外の工具表
面の状態を定量的に評価する手法の開発を行う予定
である。なお、所有されているダイヤモンド工具の表面
の状態を計測評価したい場合は、本研究室のプロトタ
イプ機で評価可能ですのでお尋ねください。
ラインカメラ

【技術・製品の強み】
開発した装置を用いることで工具表面の状態を
定量的に評価できることから、工具出荷時におけ
る品質保証、ツルーイングや工具交換のタイミング
の適切な判断などに用いることができると考えられ
る。また、新製品の開発過程における工具表面の
状態が、加工精度や加工能率に与える影響などを
数値的に評価できると考えられる。このように、
メーカー側およびユーザ側それぞれの立場で評価
でき、研削加工の分野の発展に寄与できると考え
られる。

エリアカメラ

Z軸

工具
光源
X軸
Y軸

Θ軸

技術内容や機材等
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計測ＰＣ

測定計測

プラズマアクチュ―エータによる輸送機器の空力特性改善
１．事業者の概要
組織名 ： 都城工業高等専門学校
所在地 ： 宮崎県都城市吉尾町473-1
電話/FAX： 0986-47-1177／0986-47-1184
メール ： shiraiwa@cc.miyakonojo-nct.ac.jp
研究者情報 ： 白岩 寛之 准教授（機械工学科 熱工学研究室）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 実験力学会誌，Vol.17，No.3 (2017)，pp.245-249
活用した助成金 ： (公財)JKA 機械振興補助事業（平成28年度～平成30年度）
産学官連携実績 ： なし

白岩 寛之 准教授

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
プラズマアクチュエータ（以下、PA）を車両表面に
設置することにより、表面形状の変更によらず、空
気のはく離を抑制し、空力特性を改善する取り組
みが注目されている。本研究では、風洞実験や計
算流体力学解析を通して、はく離抑制のためのPA
の形状、車両への設置位置等の最適化について
検討することを目的とし、同科の藤川俊秀准教授と
学内共同研究を行っている。
【始めたきっかけ】
車や飛行機等の輸送機器が推進する際に生じる
抗力を低減するための効果的な取り組みとして、
輸送機器の表面形状の変更による空力特性の改
善が積極的に行われているが、近年行き詰まりを
見せている。このような背景から、本研究の着想に
至った。

【今後の展開】
本研究によってPAの実用性が向上することで、各瞬
間の流れ場に応じた流体制御技術を必要としている航
空機、鉄道はもとより、風力発電、冷却設備、ビル風の
抑制等、空気の流れが関わるあらゆる局面で採用され
ることが期待される。また、PAに寄らない表面吹出し方
法として、エアダクトを車両表面に設けることで、PAと同
等の効果を得られれば、現在の製作技術でも実用化
が可能であり、今後の量産車両等への実装につながる
ことが期待される。また、学会発表等を通して積極的に
情報発信を行うことにより、PAの応用（特に輸送機器
表面のはく離抑制）に関連する分野の研究の進展に寄
与することが期待される。
【事業化や販路開拓における課題】
現時点では、PAの誘起流速が小さく、はく離抑制の
ために十分な流速が得られていない。

３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ

【技術・製品の概要】
PAとは、誘電体を挟んだ2枚の電極間に高周波・
高電圧の交流を印加すると、上部電極から下部電
極に向けてプラズマが発生し、このプラズマの力で
気流を発生させる装置である。PAは、箔状の電極
2枚の間にテープ状の誘電体を重ねることで構成さ
れるため、非常に薄く作製できる。そのため、車両
表面に取り付けることにより、表面近傍にのみ流
れを付与することができ、表面極近傍の流れの逆
流により生じるはく離を抑制することができると考
えられる。しかし、実際の車両に設置することを前
提としたPAの最適取付位置の評価や、PAから誘
起される流速を考慮した研究事例は少なく、PAの
誘起流速が小さいといった問題等が指摘されてい
る。
【技術・製品の強み】
本研究は、PA本体の誘起流速向上を目指すと同
時に、実際の車両に設置する際の最適な設置位
置に関する普遍的な法則性を検討するものであり、
今後の実用化に大きく寄与するものと考えられる。
これまでに、車両まわりの流れ場を計算流体力学
で解析した後、模型実験で検証し、車両表面に吹
出流速を与えることによるはく離抑制に最適な流
速領域が存在することを確認している。

当究室では、これまで、自然冷媒を用いたデータセン
ターの冷却装置に関する研究開発や流下液膜式熱交
換器の高性能化に関する研究等で、企業との連携・共
同研究に積極的に取り組んでいます。特に省エネル
ギー・省資源を目的とした熱機器・熱的手法開発という
観点から、空調機器や発電事業、農業等に関連する企
業との連携に力を入れていきたいと考えています。当
研究室には、熱交換器評価装置や発熱量計、PIV計測
システム等を所有しています。
企業の皆様の力となり、九州産業の活性化に寄与で
きればと考えています。

PAの概略図
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可視化風洞実験の様子

測定計測

照明及び産業用次世代光源システムのための要素技術開発
１．事業者の概要
組織名 ： 都城工業高等専門学校
所在地 ： 宮崎県都城市吉尾町473-1
電話/FAX： 0986-47-1192/0986-38-1508
メール ： kmisono@cc.miyakonojo-nct.ac.jp
研究者情報 ： 御園 勝秀 教授（電気情報工学科 御園研究室）
論文掲載 ： 18th IDW, LITp/PHp-6 (2011), 13th LS, CP016 (2013)
活用した助成金 ： 忠実な色再現と好ましい色再現とを制御可能な可変色温度
の白色LED光源の要素技術開発 （パワーアカデミー, 2010年度）
産学官連携実績 ： (NDAがあるため非公開)

御園 勝秀 教授

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
照明および産業製品の技術開発に高性能な光
源システムは必須であり、紫外域～可視域～赤外
域までの広い波長範囲で、用途に応じた分光放
射強度を持つ光を効率よく生成・制御することが求
められている。そこで、本研究開発では照明及び
産業用途への応用を目指した次世代光源システム
の要素技術開発を行っている。

【今後の展開】
RYGB-白色LEDの要素技術は分光分布のカスタム
設計に応用できるので、植物の光形態形成や光合成
に適した光源システムの開発につながる。現在、植
物育成装置を開発中である。また、X線CTは医療や
工業製品の検査に利用されているが、取り扱いに制
約が多いため手軽に実験・実習できない。これに対
し、光CTは取り扱いの制約がないため、高専や大
学などの教育機関でCTの機構と画像再構成の原理
を被爆を気にせず実践を通して理解することができ
る。

【始めたきっかけ】
本研究者は長年に渡り企業で照明用および産業
用光源の技術開発に従事した後、高専の教員に
なった経歴を持っている。環境に優しく高効率な光
源、視環境に適した色再現、工業製品の生産や動
植物の育成に適した光源への需要と期待は大きい
が、学際的領域でもあり、解明すべき事項は多い。

【事業化や販路開拓における課題】
RYGB-白色LEDも光CTも事業化のためには協力企
業が必要であるが、現時点ではチャネルがないのが課
題である。

３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ
RYGB-白色LEDとその応用では、照明関連の企業
および農業試験所などと共同して実用化につなげた
いと思っています。また、光CTの技術とその応用
では、高専・大学・医療教育機関での実践教材とし
て利用したり、理科学教材を製造販売している企業
との共同開発も考えています。ご興味、ご関心のあ
る方のご連絡をお待ちしています。

【技術・製品の概要】
本研究室で取り組んできた一つ目の技術は、
赤黄緑青の4原色で白色光を得る、RYGB-白色
LEDの開発である。RYGB-白色LEDはユーザー
が「光の質」を自由に制御することができるた
め、従来の照明では実現できなかった光環境を
提供することができる。これまでに開発した要
素技術は、色彩のシミュレーション、分光計測
に基づく測光・測色、伝熱シミュレーション、
マイコン制御の駆動回路、視環境の官能評価な
どである。また、特殊な光の発生には放電プラ
ズマを利用することが多いため、放電プラズマ
の励起種密度分布を無侵入で計測できる光CT
の開発、および衝突・放射過程を取り入れたグ
ローバルモデルの開発も行ってきている。
【技術・製品の強み】
RYGB-白色LEDでは、忠実な色・好ましい色、
高効率、サーカディアンリズムに適した光を自
由に制御することができる。また、光CTでは
励起種の空間分布、時間変化を測定できるため、
プラズマの特性解明とモデル作成に有効である。
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RYGB-白色LEDによる
分光分布の例
（上段：色再現重視、
下段：色域重視）

光CTによるサイノグラ
ムと再構成画像の例

測定計測

簡易型非接触三次元スキャナの開発
１．事業者の概要
組織名 ： 佐賀県工業技術センター
所在地 ： 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114
電話/FAX： 0952-30-8237／0952-32-6300
メール ： nakano@saga-itc.jp
研究者情報 ： 中野 太郎 特別研究員（生産技術部）
論文掲載、知的財産取得情報 ： なし
活用した助成金 ： なし
産学官連携実績 ： なし

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
近年、CAD・CAM・３Dプリンタ等を活用した製造
プロセスのデジタル化が進み、デジタイジングシス
テムによる三次元形状計測の需要が増加している。
他方、高精度な三次元スキャナは大変高価な計
測装置であるため、安易に導入できるものではなく、
普及を妨げる要因の一つとなっている。
そこで、簡易的に利用できる廉価な非接触三次
元スキャン技術を開発する。

【今後の展開】
製造現場に導入し易い新たな計測技術であり、その
活用手法を提案することで、県内製造業における設計・
製造・検査工程のデジタル化が進み、製品の高品質化
や生産工程の省人化・効率化に貢献できると考えられ
る。

【始めたきっかけ】
生産過程での製品三次元形状データを効率よく
取得し、製造プロセス全体を一貫してデジタル化す
るために、製造現場に導入し易い簡易型非接触三
次元スキャン装置の開発に臨んだ。

３．技術・製品の概要と強み

【事業化や販路開拓における課題】
計測した三次元形状データを実際の生産工程におい
て活用するためには、形状データの統合・変換などを
行うための高価な専用ソフトウェアが必要である。

５．企業へのメッセージ

導入のし易さや部品入手の容易性を考慮し、民生品
【技術・製品の概要】
のカメラとプロジェクタを組み合わせた、簡易型非接触
フーリエ変換位相シフト法を用い、カメラとプロ
ジェクタの対応点に相当する空間的な位相情報を、 三次元スキャナを開発しました。
本件に関心がございましたら、佐賀県工業技術セン
サブピクセル精度で検出する計測技術を確立した。
ターまでご連絡ください。
また、領域同士の高い連続性を得られる空間
コード化法を位相分布の連結に利用し、位相接続
の安定性を向上させた。

【技術・製品の強み】
• 計測装置を構成する機器類は、USBなどの一般
的なインターフェースによる接続を想定しており、
使用用途に合わせたカスタマイズに柔軟に対応
可能である。
• フーリエ変換位相シフト法や三次元形状復元ア
ルゴリズム等、三次元スキャンに係る機能を統
合したGUIアプリケーションを開発した。
• 撮影画像の画素分解能に近い高密度な三次元
座標データを取得できることを確認した。

スリット光平面

投影用
プロジェクタ

カメラの視線

撮影用
カメラ

三次元計測の原理
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試作機の装置構成

測定計測

化学分析の測定品質向上
１．事業者の概要
組織名 ： 大分県産業科学技術センター
所在地 ： 大分県大分市高江西1丁目4361-10
電話/FAX： 097-596-7100／097-596-7110
メール ： taniguchi@oita-ri.jp
研究者情報 ： 谷口 秀樹 主幹研究員 （工業化学担当）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 特になし
活用した助成金 ： 特になし
産学官連携実績 ： 特になし

谷口 秀樹 主幹研究員

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
センターに寄せられる様々な企業からの要望・
依頼・技術相談・共同研究などに即応できる環境
づくりを目的に、分析手法・分析操作の妥当性確
認のために不確かさを求めることとした。

【今後の展開】
不確かさ解析を継続して行い、産総研不確かさクラ
ブ、産議連分析分科会分析技術共同研究や他の学
会・団体等が実施するプロフィシエンシー試験に参加
し、分析技術の向上に努め、センター利用者への分
析ニーズに応えていく。

【始めたきっかけ】
環境水中のカドミウム濃度の規制が0.01mg/L
以下から0.003mg/Lに強化されたことと、日本工
業規格JIS K0102の改正によって新たにキレート
樹脂充填固相による分離濃縮が追加されたこと
から、測定の不確かさを指標に分析精度の向上
を目指した。

【事業化や販路開拓における課題】
試料量が十分でない場合や、偏析が予想される場
合でも、不確かさを添えて報告することで、繰り返しの
平均値だけではない結果として分析結果の信頼性を
付与することができる。

３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ

【技術・製品の概要】
不確かさとは、測定の結果に付随した、合理的に
測定値に結び付けられ得るばらつきを特徴づける
パラメータであり、化学分析ではいわゆる前処理と
呼ばれる試料の溶液化や分解などの操作や機器
分析において不確かさが生じ、これらを合成して分
析の不確かさが得られる。

測定はすべて、何らかの不確かさを抱えており、測
定結果は、「測定の不確かさの表明」を伴ってはじめ
て完全なものとなります。
不確かさの主要因を見つけ、測定品質の向上を図
り、センター利用者の、さまざまな分析依頼や技術開
発要望に対応していきます。

【技術・製品の強み】
分析対象試料の濃度や試料量によって主たる不
確かさ要因が異なる。例えば、次の①～④ではそ
れぞれ主たる不確かさ要因が異なる。これを認識
して分析をすることが重要である。
①水質分析の微量元素分析
主要因・・検量線から得られる濃度
②固相抽出前処理による極微量元素分析
主要因・・前処理（ばらつき）
③バルク金属中微量元素分析
主要因・・検量線から得られる濃度
④微量試料中の微量元素分析
主要因・・前処理（ばらつき）

合成標準不確かさ
前処理に起因する不確かさ
（前処理のばらつき）
（前処理のかたより）
検量線から得られた濃度の不確かさ
（検量線の濃度の不確かさ）
（検量線の縦軸の不確かさ）

不確かさ要因解析結果例
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測定計測

安全なドローン社会のための評価技術研究開発
１．事業者の概要
組織名 ： 大分県産業科学技術センター
所在地 ： 大分県大分市高江西１丁目4361-10
電話/FAX： 097-596-7100／097-596-7110
メール ： shimoji@oita-ri.jp
研究者情報 ： 下地 広泰 主任研究員 （電磁力担当）
論文掲載、知的財産取得情報 ：
活用した助成金 ： おおいた地域資源活性化基金助成金（平成27年度～平成29年度）
産学官連携実績 ： ciDrone株式会社、大分大学

下地 広泰 主任研究員

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
近年、ドローンが社会的に広く普及するなか、農薬
散布や荷物運搬などの産業用途に使用できる大型ド
ローンの要求が高まっている。大型機になると墜落時
の経済的影響や、人災を招く恐れがあり、堅牢かつ
徹底した品質管理が求められる。しかしながら、品質
管理においては定量的な測定がなされず効率的な開
発が出来ない状況である。そこで本研究では、ドロー
ンを飛ばすことなく地上で精密に計測できる評価シス
テムの研究を目的とする。

【今後の展開】
ドローン性能評価システムは、ドローンメーカーに高い需
要が見込まれるだけでなく、今後の法令化が見込まれるド
ローン検査制度の標準ベンチとしての位置付けも狙う。大
分県産業科学技術センターにおいては、ドローン中央団
体の安全ガイドライン検討委員会に参加中であり、本研究
開発の検査項目を義務検査項目としての規格化も狙うも
のである。世界的にも新しい産業スタイルの実現を目指す
ことから、県内に新しい産業をもたらす可能性が高く、モデ
ルケースになることを目指している。

【始めたきっかけ】
当センターでは、これまでドローンの定量的な評価
を目的に、モータとプロペラを一対として性能評価を
行なうプロペラ特性測定装置を開発した実績がある。
一方、大型ドローンの産業化が急速に進み、大型ド
ローンの安全性担保が急務となり、ドローン全体での
評価技術ニーズが高まり、本研究に臨んだ。

【事業化や販路開拓における課題】
研究開発したドローン性能評価システムの試作機を基
に、「簡易ドローン性能評価システム」、「故障診断システ
ム」、「品質管理システム」を開発し、新型ドローンの開発
期間短縮、ドローンの信頼性向上、メンテナンス事業への
参入が必要であり、ドローン事業の製造からサポートまで
を一気貫通で実施できる事業展開が必要である。

３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ
ドローン機体製造会社にはこれまで以上に堅牢に設計
することと、品質管理の徹底が望まれる。研究開発の成
果によりそれらを可能にすることで、以下の新市場が生ま
れると考えられる。
 新開発ドローン市場
 ドローン定期メンテナンス市場
 ドローン機体検査市場
 ドローン機体監視市場
 ドローン機体修理市場
これらの市場は全て本研究開発の成果を用いることで、
機体の性能評価の時間短縮が可能になり、大規模ビジネ
スベースになりうる。またドローン機体修理市場では修理
ノウハウが構築されるため、数年後には新規参入が難し
い業態である。

【技術・製品の概要】
ドローン性能評価システムはロボットアームを有し、
ドローン本体を把持したままドローンを浮上させ、浮
上力、ペイロード、航続時間などのドローン性能を評
価する。ドローンをロボットアームで把持するので、安
全に屋内で試験でき、有線による電源供給も可能で
ある。つまり、耐久試験にも使用可能である。
これまでのドローン開発工程での試作～試飛行～
ラボ内での再チューニング…を繰り返すといった一連
の作業をこのドローン性能評価システムで完結できる
ので、開発コストや期間を大幅に短縮でき、勘と経験
も必要なく、自動車などと同じ工業製品として開発で
きるようになる。つまり、ドローン開発時に必要なモー
タ性能、推力性能、消費電力、発熱量、放熱量、およ
び振動特性などの評価を可能とするものである。
【技術・製品の強み】
本技術・製品の強みは下記３点が挙げられる。
①フルパワーでの耐久性試験
機体強度や電力供給など実飛行中では実現できな
い高負荷状態での試験が可能
②飛行状態を模擬した耐久試験が可能
実飛行データを元に、地上で飛行再現試験が可能
③機体メンテナンスの大幅なコストダウン
実際に飛行させることなく、各種データから故障箇所
の特定ができ、安全かつ短期間で評価可能
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遠隔監視装置利用による機械装置稼働効率の向上
１．事業者の概要
組織名 ： 長崎県工業技術センター
所在地 ： 長崎県大村市池田2丁目1303番地8
電話/FAX ： 0957-52-1133／0957-52-1136
メール ： taguchi@tc.nagasaki.go.jp
研究者情報 ： 田口 喜祥 科長（基盤技術部 機械システム科）
知的財産取得情報 ： 特開2017-170578(出願中)
工具認識機能を有した工作機械監視予測制御装置
産学官連携実績 ： 長崎県内企業

田口 喜祥 科長

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
既存の機械装置に取り付けることにより、機械装
置の稼働状況や異常を監視し、異常が発生した場
合にはスマートフォンなどへの通知を行う機能を有
する遠隔監視装置を開発する。

【今後の展開】
簡便に遠隔監視装置を機械装置に取り付けることと、
故障予測精度の向上のため以下の機能を追加する。
・センサーモジュールの無線ネットワークへの対応
・電池やエナジーハーベストによる長時間稼働
・AIの導入による診断、解析性能の向上

【研究を始めたきっかけ】
長崎県内の企業から機械装置の稼働時間を伸ば
し、生産効率を上げたいとの相談があっていた。特
にCNC工作機械で製造を行っている企業から、複
数の工作機械をできるだけ長時間動かしたいが、
人員の関係で動かせないとの話を伺った。
そこで、この解決手段として機械装置の稼働状況
を監視し、異常が発生した場合は通知を行う装置を
提案し、長崎県単独研究で研究開発を実施した。

【事業化や販路開拓における課題】
現状では、対象とする機械装置によりハードウェアや
ソフトウェアを変更する必要があり、製品化のための問
題となっている。そこで、共通的なハードウェアやソフト
ウェアをモジュール化し、モジュールの組み合わせによ
り多くの機械に対応できる監視装置を開発することが
必要である。

３．技術・製品の概要と強み

５．企業へのメッセージ
遠隔監視装置を導入することにより以下の効果が期
待できます。
１）不良率の低減
２）作業時間の短縮
３）昼夜連続運転の実現
また、遠隔監視装置による監視データが増えれば、
将来発生する故障を予測できる可能性が期待できます。
興味を持たれた方はご連絡下さい。

【技術・製品の概要】
機械装置に後から取り付けることができるセンサ
モジュール、複数のセンサモジュールから送られて
くるデータを収集し解析するサーバモジュール、セ
ンサモジュールやサーバモジュールからの信号に
より機械装置を緊急停止させるロボット機構から構
成された知的遠隔監視装置。
サーバモジュールで解析を行い、異常を検出した
場合には、スマートフォンなどへの通知を行う機能
を有する。
【技術・製品の強み】
本技術の特徴は以下のとおり。
１）既存の機械装置への取り付け
ネットワーク機能を搭載していない既存の機械装
置や生産設備に、後から取り付けることでインター
ネットを用いた遠隔監視が実現可能となる。
２）ロボット機構
ロボット機構を用いることで、機械装置の本体に
改良を加えることなく異常発生時に緊急停止が可
能。
３）導入コスト
安価な部品により装置を製造できるため、少ない
投資で導入可能。

遠隔監視装置の
システム構成
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機械装置に取り付けた
センサモジュール

測定計測

新方式の光学的非破壊・非侵襲計測技術 ～TFDRS～
１．事業者の概要
組織名 ： 長崎県工業技術センター
所在地 ： 長崎県大村市池田2丁目1303番地8
電話/FAX： 0957-52-1133／0957-52-1136
メール ： shimo@tc.nagasaki.go.jp
研究者情報 ： 下村 義昭 科長（基盤技術部 電子情報科）
論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第4714822号：光散乱体の非破壊測定装置
活用した助成金 ： 地域新生コンソーシアム研究開発事業
（平成18年度～平成19年度）
産学官連携実績 ： 長崎大学、産業技術総合研究所、㈱メカトロニクス

下村 義昭 科長

２．研究開発の目的やきっかけ

４．今後の展開や課題

【研究開発の目的】
従来の果実糖度の非破壊計測装置は、数百種
類の波長の光が必要でハロゲンランプや分光器
を備えた複雑なシステムで、重量が重く高価なも
のとなっていた。本開発では、果実糖度を数種類
のみの波長の光で計測することを目指した。これ
により、光源に発光ダイオードを用いて分光器が
要らない軽量で安価な非破壊計測装置が実現で
きる。

【今後の展開】
測定できる果実の種類を広げるなど現行製品の改良
による事業拡大を目指す。また、TFDRSは果物だけで
はなく穀物等の食品の品質測定、さらには生体の組成
計測等その適応範囲は非常に広く、非破壊・非侵襲測
定装置として食品分野やヘルスケア分野への応用展
開を目指していく。

【始めたきっかけ】
①県内外の果実生産者からの軽量で安価な非破
壊糖度計のニーズ。
②本研究者が保有する光計測技術。
③電子計測機器の設計・製造に強みを持つ地場
企業の協力。
３．技術・製品の概要と強み
【技術・製品の概要】
開発した非破壊計測技術は、光ファイバを用い
て被検体の１箇所から光を照射し、入射位置から
異なる距離２箇所で反射光を検出する空間分解
分光法でTFDRS（Three-Fiber-Based Diffuse Refl
ectance Spectroscopy)と呼ぶ(図1を参照)。TFDR
Sでは相対吸光度比と呼ぶ新たな物理量を非破壊
計測の指標として用いる。この相対吸光度比は３
種類の波長の反射率から算出され、被検体での
散乱や夾雑物の吸収、さらには被検体の温度変
化による測定誤差を回避することができる。
【技術・製品の強み】
①数種類のみの波長の光を用いた果実糖度や生
体組成の非破壊・非侵襲計測が可能。
②発光ダイオードなどの単色光源を用いた分光器
不要の非破壊・非侵襲計測装置が可能。
③TFDRSを用いて商品化した非破壊糖度計(写真
1を参照)では、光源に発光ダイオードを使用して
重量200gの小型・軽量化を実現。

【事業化や販路開拓における課題】
特に、ヘルスケア分野への応用展開では医療認証や
臨床評価等を行うため医療機器メーカや医療機関との
共同研究・開発が必要となる。また、製品化では特定
波長光源の特注等、初期投資の確保が課題となる。

５．企業へのメッセージ
TFDRSは果実の糖度だけではなく、穀物等の水分や
タンパクなどの品質計測、さらにはヘモグロビン、脂肪、
蛋白などの生体のマルチ組成計測とその適応範囲は
非常に広く、非破壊・非侵襲計測装置として食品分野
やヘルスケア分野への応用展開が可能です。

照射用
光ファイバー

受光用
光ファイバー

ir

is

果実、生体等

図1 非破壊計測手法
TFDRSの概略図； 被検
体の１箇所から光を照射
し、異なる距離２箇所で
反射光を受光する

18

写真1 TFDRSを用いて商
品化した携帯型糖度計；
光源に発光ダイオードを
使 用 し て 重 量 200g の 小
型・軽量化を実現した

