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１．はじめに

　近年，様々な分野でイノベーションの源泉と期待され
る共通のキーテクノロジーとしてナノテクノロジーが注
目されてきた [1][2]．この状況を受け，文部科学省は大学・
国立研究所が保有するナノテク関連最先端機器を企業含
め広く一般に解放する機器共用事業，ナノテクノロジー
プラットフォーム事業（以下NPJ 事業）をスタートさせ，
今年で 4年目を迎えている．
　本事業では多様な分野への利用支援を目指している．
そこで，科学技術振興機構（以下，JST）に所属する産学
官連携推進マネージャーを全国 5地域に配し，各地域の
特性に合わせて潜在ユーザーニーズの収集や啓発・利用
支援活動を行ってきた [3]．その一員として，地域の研究・
開発現場の皆様とお話をしていると，ナノテクの幅広い
応用可能性にも関わらず，少し分野や業種が変わると「自
分達には関係ない技術」と感じてしまう方々が多い印象
を受けた．また，その傾向は地域の中小企業でより顕著
に思われる．
　そこで，自身が担当する北海道地区では JST がこれまで
協力関係を築いてきた中小企業を良く知る公設試験場や中
小企業基盤整備機構（以下，中小機構），地域大学等と協
働し，地域の特性に合わせて様々な活動を企画してきた．

例えば，食と健康分野の研究開発に力を入れている北海道
地区において「食・農・医に役立つナノテク！」セミナー [4]
を開催し，一見，ナノテクには関係ないと感じられる人が
多かったライフサイエンス分野の企業や大学研究者に対す
るNPJ 事業の利用者拡大に寄与している．また，機器が
不足しがちなベンチャー企業が入居する中小機構等のイン
キュベーション施設と協力して啓発活動を行ったり，地域
で開催される関連学会やものづくり系企業が集まる展示会
等でNPJ 事業を紹介するなど，地域のイノベーションエ
コシステム [5] を最大限生かし鍵となる機関と協働して効
率的な啓発・利用支援活動に努めてきた [3][4]．
　これらの活動が定着し始めたある日，かねがね NPJ 事
業の活動にご協力いただいていた方から連絡が入った．
「ナノ素材を使った特殊材料開発に関する分析で困ってい
る企業さんがいるので開発者に会って話を聞いてもらえ
ないか？」とのこと．早速，工場を訪問し，お話を伺う
ことにした．

２．地域の中小企業（株）NJS とその独
自技術

　訪問したのは北海道美唄市にある（株）NJS・北海道
SPS センター（平成 25 年当時（株）太田精器の 1部門）
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（左）図 1a　SPS 装置の全体像　（右）図 1b　SPS 装置の原理

である．同社は，放電プラズマ焼結法（SPS 法：Spark 
Plasma Sintering）の生産用技術確立と産業界への普及を
目指し，「技術コンサルティング」「試作試験・加工・生産」
「装置の設計販売」「メンテナンスサービス」「技術者派遣」
「消耗品販売」など，SPS 技術に関わる事業を幅広く行い，
新製品開発から事業化さらには量産化までをトータルに
考える R&D型事業を展開している [6]．
　SPS法とは，機械的な加圧とパルス通電加熱とによって，
被加工物の焼結・接合・合成を行う加工法である．ホッ
トプレス焼結法や熱間等方圧加圧（HIP）法に用いられる
熱的および機械的エネルギーに加えて，パルス通電によ
る電磁的エネルギーや被加工物の自己発熱および粒子間
に発生する放電プラズマエネルギーなどを付加するもの
で，SPS 法は焼結の駆動力に熱力学的な効果と電磁力に
よる効果を複合して利用できる点に大きな特徴がある（図
1a，b）．
　北海道 SPS センターでは，SPS 法が誕生した住友石炭
鉱業（株）（現，住石ホールディングス）時代から超硬
（WC-Co）材料を SPS 法で焼結する技術を有し，近年では
微粒子炭化タングステン（nanoWC）の超微粒子特性を研
究し，SPSにおける最適超硬プロセスを確立する事により，
ノーバインダーの超硬材料を製作し販売してきた．Co 等
のバインダーを含まない，あるいは含有量の少ない超硬
として希有の材料であり，従来の超硬合金と比較して飛
躍的に特性を向上させた「新超硬素材」として開発，展
開してきている．この新超硬材料は，SPS 法を用いる事
で従来の超硬合金素材と比較しても粒成長を極限まで抑
えたものであり，高硬度・高強度・高温耐久性・耐熱性・
耐腐食性に優れたものである．この類まれな高温特性を
生かし，非球面ガラスレンズ金型やプレス金型等で使用
されている（図 2）．
　SPS 法は，難焼結性のセラミックスや熱電変換材料，粒
成長を嫌うコンポジット材料やナノ構造材料の焼結に極

めて有効な焼結法で，平成 18年 6月 13 日施行「中小企
業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」の平成
25 年度制定指針中において，「粉末冶金技術における高
度化目標の達成に資する特定研究開発方法」として認定
された技術でもある．

３．企業担当者とのヒアリングによるニー
ズの把握

　工場内の SPS 装置を横目に 2階にある事務所を訪れ，
担当者である安藤氏に話しをお聞きした．以下，当時の
やり取りである．

（安藤氏）「ナノ粒子の材料を SPS 装置で焼結して超硬
材を作っているのですが，どうしても強度が弱い部分
が出てきてしまい歩留まりが悪くなる要因になってい
ます．どうもナノ粒子の一部が凝集して大きな塊にな

図 2　超硬材製品（非球面ガラスレンズ金型）
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図 3　FIB-SEMの外観と内部構造

り，全体として物性が不均一な部分ができているよう
です．その不均一部分と他の部分とで焼結状態が変わっ
てしまい強度に影響を与えてしまっているのではと予
想しています．まずは現状分析という事で高解像度の
顕微鏡で焼結した後の材料内部の状態を詳細に観察で
きないかと考えているのですが，
①高解像度で材料表面のみならず内部を深さ方向の幅
をもって観察するのが難しい
②ナノレベルでの観察のため，観察用試料作りの際に，
試料面の状態が，元々あった状態なのか試料作りでで
きてしまった状態なのかを見分ける判断が難しい
といった不安があります．なにかナノテクプラット
フォームの方でアドバイスをいただけないでしょう
か？」

　この話を聞いて，自身が担当している北海道大学・微
細構造解析 PF の事例を思い出した．同 PF は腐食・防食
関係の材料分析を得意としており，材料の表面や内部観
察に適した先端機器を多数そろえている [7]．以前，メッ
キしたある部品の内部を詳細に分析し不良になった部分
の状態を明らかにした事例を思いだした．

（東）「それでしたら，試料を削りながらそのまま内部
観察したらどうですか？　NPJ 事業には FIB-SEMとい
う装置があります．通常の走査型電子顕微鏡（SEM）
の試料ホルダ内に加工用のビームと元素分析用のプ
ローブを備えた複合装置です．ビームで材料をけずり
ながらリアルタイムで材料内部を直接観察 /元素分析
ができますよ．これだと削りながら直接観察するので，
試料作りでできたものなのかそうでないかも判別でき
ると思われます．状況にもよりますが 3次元トモグラ
フィーによる立体構造の観察も可能になるかもしれま
せん．」

（安藤氏）「私も SEMや透過型電子顕微鏡（TEM）は結
構使ってきましたが，今ではそんな複合装置もあるの
ですね．是非試してみたいです．」

　その後，上記の内容に加えて様々なお困りごとについ
て話を聞く事になった．ここでは紙面の関係で割愛する
が，直接お話しを聞く事で NPJ 事業に対する敷居を引く
し，信頼関係構築に努めると同時に，対話の中から新し
い研究開発の芽が育つよう心掛けていきたい．早速，本
件を札幌に持ち帰り，北海道大学・微細構造解析 PF の松
尾氏と相談を行った．

４．北海道大学・微細構造解析 PF との
連携と FIB-SEMによる分析

　松尾氏からは包括的な助言に加え，北海道大学・工学
部で材料の腐食・防食関係で FIB-SEM を使った分析を得
意とする遠堂技術職員を紹介された．分析についてやっ
てみないとわからない部分も多く，（株）NJS が地域の中
小企業で NPJ 事業を利用した経験もなかったので，初め
てのユーザーにその使い勝手を体感していただくために
資金援助ができる試行的利用事業 [8] に応募する事にな
り，無事採択の運びとなった．
　ここで改めて FIB-SEM について触れておく．FIB-SEM
とは集束イオンビーム加工装置 - 走査型電子顕微鏡の略称
で，FIB 加工と FE-SEM画像の同時取得ができるため，デー
タ取得が比較的短時間でおこなえる．さらに北海道大学・
微細構造解析 PF では元素分析を可能とするエネルギー分
散型 X線分析装置（EDS）も同時搭載する事で材料内部
の元素分布も測定が可能となる至れり尽くせりの複合分
析装置である（図 3a，b）．しかも，同装置はかなりの時
間稼動しメンテナンスも十分行われており安心して利用
する事ができる．
　このマシンを担当している技術職員の遠堂氏にも触れ
ておきたい．同氏は専門の無機固体（セラミックス／金属）
といった工業材料の分析はもとより，ライフサイエンス
系試料の分析にも取り組む [9] など多様な分析ノウハウ
を持っている．同時にネットワークを組んでいる NPJ 事
業内の他機関に研修に行く事で常にスキルアップを行い，
安心して相談ができる方である．こういった全国規模の
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図 4　FIB-SEMの取得データ

ネットワークによる技術職員の方々の技術力向上活動は
NPJ 事業の大きな特徴である．
　早速，（株）NJS の安藤氏に北海道大学にお越しいただ
き FIB-SEMを用いて平均粒子径 0.2m大炭化タングステ
ン超微粒子を SPS 焼結したバインダーレス超硬材料（製
品名：M78）の組織分析を行った．当初，分析する鏡面
研磨加工面には加工傷の残りがあり，高倍率では観察の
弊害になっていたが（図 4a），FIB-SEMではこの鏡面研磨
加工面より 10mから 50m彫り込んだ部分の側壁面焼
結組織を分析することができた（図 4b）．
　この観察面には，加工傷の残痕が全くなく焼結組織粒
がある程度見え，データからも焼結体として粒体が相応
の結合状態になっている事が確認できた．ただ一方で，
焼結された組織間の粒径差が著しい箇所には粒子間空隙
がある事がわかり（図 4c），さらなる材料の緻密化への必
須課題と，原料粉末内の粗粒子徹底排除が重要な事を示
唆する観察結果となった．
　以下，安藤氏のご利用時の感想である．
　「材料破壊プロセスで進む研削加工等の影響がない組
織を，SEMの新技術 FIB-SEMでできた事は，バインダー
レス超硬等の機械的脆性物の品質を語るうえで，大変意
義のある事と感じています．一方で，この分析を通して
弊社バインダーレス超硬材料の焼結組織粒子間には約

0.1m程の粒子間空隙がある事がわかってしまい，製品
販売上では頭が痛いところですが，R&D事業を展開する
弊社のスタイルに則すと，「不幸中の幸い，知っていてよ
かった」的な観点で捉える事ができました．自社に比較
的近い所での分析作業ができるのも大変有利です．この
ように FIB-SEM の分析により，粉末の調整に問題がある
のか，焼結条件にも問題があるのか，原因が明確になり
現在の商品製造プロセスの改善に繋がっています．」
　また，支援を担当した北海道大学の遠堂氏は，
「（株）NJS 様には試行的利用をきっかけに 3年ほど金銭
で継続利用して頂いており，当時のサンプルについては
実際の製品として展開されているとのお話を聞き，測定
データをご活用頂けているようで大変光栄に思います．
北海道大学ナノテクプラットフォームとしても，超硬合
金の FIB 加工ノウハウを蓄積することができ，支援範囲
を拡大することができました．」と話している．
　ご利用いただいた（株）NJS の製造プロセスにおける
品質向上への貢献はもとより，サポートを行った大学実
施機関側にも通常の研究だけでは得られないノウハウが
蓄積され NPJ 事業として技術力が上がるなど，両者に相
乗効果を生みながら事業が進展しているのは何よりであ
る．
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５．NPJ 事業利用による共同研究への足
掛かりと PF間連携

　（株）NJS が研究開発のために同装置を継続的に利用し
はじめた頃，他の啓発活動時に，北海道大学の松尾氏が
超硬材を使った微細金型の開発に取り組んでおり，パー
トナー企業を探している事を耳にした．これは（株）NJS
の超硬材を使った商品開発として連携できるかもしれな
いと感じた．そこで，松尾氏をお誘いして（株）NJS の
安藤氏を訪問して，協力関係が築けないか意見交換を行
う場を設けた．その結果，同社が製造する超硬材料を使っ
て微細金型の試作を行う事で協力をスタートすることに
なった．この際，金型加工時にNPJ 微細加工 PF の加工装
置を活用する事により材料の加工から評価まで一連の作
業を北海道大学 NPJ 事業で連続的に支援することとなっ
た．北海道大学の特徴として，微細加工・構造解析への
研究支援を分野横断的に実施できる体制を構築し，ユー
ザーの幅広い要請に迅速にこたえられる体制を整えてい
る．余談ではあるが，北海道大学のみならずNPJ事業では，
加盟の機関間で連携して 1機関を超えた複合的な支援を
行っており，ネットワークの効果を最大限生かして最善
の支援を提供している．微細加工で例をあげれば，東京
工業大学でしかできない微細部品を同大で作成し，比較
的様々な材料を持ち込める北海道大学のクリーンルーム
で全体を組みあげるといったことも可能で，正にオール
ジャパンの支援体制を構築している．必要に応じて微細
加工専門のコーディネータの支援も得られるため微細加
工に初めて挑戦する方でも安心して取り組める環境を提
供している．
　本題に戻ろう．現在，北海道大学において（株）NJS
がもつ SPS 焼結技術により作成されたバインダーレス超
硬材料（WC100）を，他社からの要望がある金属・ガラ
ス等へのインプリント用精金型作成のため，微細加工手
法を使って試作を進めている．微細加工においては超高

図 6　超硬材料に作製した円柱凸型構造

精度電子線描画装置やスパッタ装置，ICP-RIE ドライエッ
チング装置（図 5）を用いることで，これまでに 2イン
チ基板上へ mオーダーの凸型構造を作製することに成
功し（図 6），ガラスへのインプリントを実現している．
　これらの成果は東京で開催されたイノベーションジャ
パンにおいて展示 [10] された．また，ここで得られた基
礎データをベースとして，JST のマッチングプランナープ
ログラム [11] 等の研究開発資金への応募にもつながって
いると聞いている．これらのマッチングによる活動につ
いて，松尾氏からは以下の感想が寄せられた．
　「（株）NJS とのマッチングは，北大が持つ技術を活用
する機会を得ると同時に，さらなる技術力向上を行うモ
チベーションとなっています．このような企業との連携
は支援力向上にもつながることから 1企業に対しての利
益となるだけでなく，最終的には多くのユーザーへの利
益につながっていくと考えており，引き続き積極的に行っ
ていきたい．」
　NPJ 事業の利用をきっかけに様々な連携が生まれ，こ
れらの連携から大きな成果につながっていくことを期待
したい．

６．結び

　ナノテクと聞くと中小企業には縁のない技術と思われ
る方も多いと思うが，全国で様々な利用例が蓄積されて
きている．大学に直接相談するのはちょっと・・・と敷
居の高さを感じている方は是非 JST の産学官連携推進マ
ネージャーにご相談いただきたい．これまでに様々な案
件に対応してきており，実施機関や NPJ 事業の持つネッ
トワークを通して適切な解を一緒に見つけるお手伝いを
できればと思う．NPJ 事業は使い方によって複合的にサ
ポートを得る事ができて研究開発を飛躍的に加速できる．
また NPJ 事業は単に装置を利用するだけでなく，新しい
方々との出会いの場にもなって共同研究への足がかりに

図 5　超硬材料のエッチングに用いる加工装置（ICP-RIE 装置）
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もなっている．様々な出会いの中で優れた研究開発の芽
が生まれる手助けを少しでもできれば幸いである．
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