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研究背景

現代社会においては、情報、交通、宇宙、エネルギー、環境、安全、
防災などの面で多くの課題を抱えているが、中でも振動、騒音は大
きな課題の一つである。また、情報関連機械、精密機器において
は、ナノスケールの領域になってきており、わずかな振動でも大き
な問題となる。さらに宇宙往還機、航空機、あるいは発電機におけ
るタービンにおいては高温高応力下での振動減衰が最大の課題と
なっている。上記の社会および産業界からの防振化というニーズに
対し、材料サイドから解決法を提供することをねらい、①原子分子
設計に基づく高強度または高比強度高減衰能材料の創製、②原
子分子設計に基づく高温または高温高応力下における高減衰能
材料の創製、③高減衰能評価方法の研究ならびに実機への応用
の確立、④創製した材料の実機への応用と材料減衰を考慮した防
振設計法の確立を目的としている。
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新技術の基となる研究成果・技術

近年、我が国の精密機械装置及び技術が他国に移転さ
れたことに鑑み、新規材料と超精密機械装置をドッキング
した超精密機械装置を開発し、新たなる機械装置産業を
開拓しようとするものである。すなわち長年の高減衰能合
金開発の研究成果と平成10年度から平成14年度日本学
術振興会未来開拓学術研究推進事業の研究成果に基づ
き、新規に開発した高減衰能材料を超精密加工装置に応
用して、高精度で高速で動作可能な超精密機械装置を実
現する。この新技術は、新規高減衰能材料の開発と、有
限要素法による防振のシミュレーションのアルゴリズムの
開発によって防振効果を予測できることを示した点である。
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従来技術とその問題点
振動を減衰させる方法には、以下の方法が挙げられる。

• システムダンピング（系減衰）：固体の摩擦力、流体の粘性抵抗力、電磁
気力などの利用。コイルばね、オイル・ダンパー、エアー・ダンパーなど。

• ストラクチュラルダンピング（構造減衰）：固体材料の組合せた構造体の
持つ減衰の利用。リベット工法、軟構造体、金属と高分子の組合せ技術
など

• マテリアルダンピング（材料減衰）：材料自身が持つ大きな減衰を利用す
る。制振合金、高減衰能合金、吸振合金の利用など

従来はシステムダンピングの手法が用いられてきた。例えば位置決め制御

の場合の防振化には線形制御や高次フィードバック系制御などソフト的な

対応が行われ、既に実用化されているものもあるが、 スペクトルが多く存

在する場合には、対応できないなどの問題があり、広く利用されるまでには

至っていない。
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 高減衰能材料は主に軍事用に開発されてき
たものが多い。今回、民生用に対応できる高
減衰能材料を開発し低コスト化に成功した。

• 本技術の適用により、防振効果をシミュレート
できるため、試作装置による試行実験を必要
とせず製造コストを1/2～1/3程度まで削減さ
れることが期待される。
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ポリマー 自動車部品 その他

PA
（Polyamide）

シリンダーヘッドカバー、

エアーダクト、各種チューブ、

オイルレベルゲージ、各種コネクタ

ベアリングリテーナ、歯車、人工芝

歯ブラシの毛、サインペンキャップ

網、テグス

PC （Polycarbonate） ドアアウターハンドル

クラスタ、燈火レンズ

アイロンタンク、ゴーグル、哺乳瓶保
護メガネ

PBT  （Polybutilene
telephthalete）

リアウィンドルーバ、タイヤキャップ

ディストリビュータ、ベーゼル

イグニッションコイル

カメラの外装、時計ケース

水道メータ

PET  （Polyethelene
telephthalete ）

オートアンテナ、レギュレータケース

ディストリビュータキャップ

スイッチ、ベアリングスリーブ

ライターケース、ペットボトル

POM（Polyacetal） ドアロック、バルブ類

シートベルト部品

アルミサッシの戸車、自動販売機

ファスナー

ABS  （Acrylonitrile
ButadieneStyrene）

インストゥルメントパネル

ランプカバー

テレビ・ラジオのハウジング

エアコン部品

Table.      Selected polymer and their application
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評価に用いた
高分子材料
の種類
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比較のために、純Mg、Mg合金、鋳鉄、インバー鋳鉄、窒化珪素のデータも
掲載してある

開発した高減衰能ポリマー
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Table 代表的な制振合金

分類 合金系 実用合金 備考

複合型 Fe-C-Si 片状黒鉛鋳鉄 FC15，FC20，FC15
(一般構造用材料)

Al-Zn Cosmal-Z ダイカスト合金

強磁性型 Ni TDニッケル 耐熱合金

Fe-Cr 13%クロム鋼
Fe-Cr Fe-8 Al 大阪市立工業試験所

Fe-Cr-Al サイレンタロイ　(Fe-12 Cr-3 Al) 東芝

Fe-Cr-Al-Mn トランカロイ　(Fe-12 Cr-1.36 Al-0.59 Mn) NKK
Fe-Al-Si セレナ　(Fe-2.4 Al-0.54 Si) NKK
Fe-Cr-Si-Al ウエルカーム　(Fe-3 Cr-2 Si-2 Al) 新日鐵

Fe-Cr-Mo ジェンタロイ　(Fe-12 Cr-2 Al-3 Mo) 電気磁気材料研究所

Co-Ni NIVCO 10　(Co-22 Ni-2 Ti-1 Zr) Westinghouse社
転移型 Mg

Mg-Zr
Mg-MG2-Ni
Mg-Cu-Mn MCM　(Mg-4 Cr-2 Mn) 理科大　(ダイカスト合金)
Fe-Ni-Mn DAW鋼　(Fe-15 Mn-5 Ni) 法政大，三井造船

双晶型 Mn-Cu ソノストン　(Mn-32 Cu-4.25 Al-3 Fe-1.5 Ni) Manganese Marine社
Cu-Mn-Al インクラミュートⅠ　(Cu-40 Mn-2 Al) INCEA
Cu-Mn-Al-Sn インクラミュートⅡ　(Cu-40 Mn-2 Al-2 Sn) INCEA
Cr-Al-Ni (Cu-14 Al-4 Ni)
Cu-Zn-Al プロテウス　(Cu-26 Zn-5 Al)
Ni-Ti ニチﾉｰル 米国

K1X1合金　(Mg-0.6 Zr) Dow Chemical社

表3.1　代表的な制振合金

Ref. 制振工学ハンドブック、コロナ社、2008年5月26日，全1258頁
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Fig. Dow Chemical社 (1958年
G.F.Weissman and W.Babington)

Fig. Tokyo University of Science
(1987年 K. Nishiyama）

Mg系高減衰能合金

従来合金

開発合金
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Prof. Dr. K. Nishiyama

開発合金
高減衰能鋳鉄
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セラミックス系高減衰能開発材料



15

適用例：新型コンピュータスケールの制振化

研究室で開発した
高減衰能材料

金属音（騒音）がしない機械装置の設計が可能

極めて高い減衰能を示す（双晶境界の移動による）．

制振合金

自然減衰波形

（a）従来品 （b）新製品

SUS304 SUS304HD

（a）従来品 （b）新製品

SUS304 SUS304HD
S.D.C.=0.1%, 10Hz S.D.C.=80%, 10Hz
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Fig.  ねじり型動吸振器（上）、片持ち梁型動吸振器（下）

適用例：高減衰能材料の原子炉配管への応用
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計算値と
実測値が
合わない

計算値と
実測値が
合う→効
果の予測
が可能

適用例：シミュレーション
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想定される用途

• 本技術の特徴を生かすためには、精密機械
製造分野に適用することで他国との差別化を
実現することができると考えられる。

• 上記以外に、プリンターや超SLI半導体作製
装置の低騒音化・低振動化による高速化の効
果が得られることも期待される。

• また、超精密ロボットの医療分野に展開する
ことも可能と思われる。
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想定される業界

• 利用者・対象
精密機械製造メーカー、DTFメーカー、半導体メー
カー、ワイヤーボンディングメーカー、計測機械メー
カー、医療ロボット、航空・宇宙産業、防衛産業等

・ 市場規模

精密機械工場数：６千社（長野県のみ）→8500億円の
市場規模（販路を含む、日本工作機械工業会）
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実用化に向けた課題

• 現在、種々の機械装置に適用可能な高減衰能
材料が開発済み。しかし、どの高減衰能材料
をどのメーカーが製造するかという点が未解決
である。

• 今後、高減衰能材料をどのような機械装置に
適用するかについてケースバイケースで検討
する必要がある。

• 実用化に向けて、シミュレーションによる防振
効果の検討するとともにコストメリットについて
も検討する必要もある。
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企業への期待
高減衰能材料は下記の様なカテゴリーに属するものが

開発されている。材料を提供できる企業を求めている。

（１）金属系（転位型、双晶、強磁性、複合型）

（２）プラスチック系（未強化型、強化型、フィラ―）

（３）セラミックス系（形状記憶合金、熱弾性型）

（４）ハイブリッド系（金属/高分子ポリマー/セラミックス）
（５）塗料系（板状結晶、板状フィラ―）

（６）グリース系（金属錯体、軟質金属）

• 超微細加工装置を開発中の企業、他国（欧州、アジア）へ
の展開を考えている企業には、本技術の導入をご検討い
ただければ差別化が可能。
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• 権利者 ：学校法人東京理科大学

• 発明者 ：西山 勝廣、富安 健

• 発明の名称 ：有限要素法による振動解析方法

• 出願番号 ：特願2001-327864
• 登録番号 ：特許第3550118
• 権利者 ：西山 勝廣

• 発明者 ：西山 勝廣、尾股 宣忠



23

産学連携の経歴
• （１）文部科学省未来開拓学術研究推進事業「高減衰能材料の研究開発」（平成10年度～平成14年度）
• （２）科学振興事業団平成12年度独創的研究成果育成事業「Al-Bi系焼結合金の研究開発」（平成12年度）
• （３）株式会社日立製作所中央研究所「高減衰能SUS材の開発研究」、「非混和系合金の研究開発」
• （４）株式会社日立製作所機械研究所「遠心分離器用軸受材の開発研究」、「ハイダンピング材の研究開発」

• （５）株式会社日立製作所高崎工場「超LSIリードフレーム金型＆パッケージング離型に関する研究開発」
• （６）オリンパス株式会社「非球面レンズ金型材料に関する研究開発」（1984年～1985年）、「海綿骨の弾性係数」
• （７）三菱レーヨン株式会社「ハイダンピングポリマーに関する研究」（1989年～1993年）
• （８）東洋鋼鈑株式会社「硬質材料の創製および都政評価法に関する研究」（平成13年~）
• （９）リアネット組合（長野県岡谷市）「超微細硬質顔料研究開発」（平成14年~）
• （10）株式会社トヨタ自動車「自動車用制振材料の研究開発」（平成14年度～平成15年度）
• （11）細川洋行株式会社「食品包材の開発」「水性印刷機の改良」（平成13年度～平成20年度）
• （12）日本青銅株式会社（長野県岡谷市）「脱鉛青銅系軸受材料の研究開発」（平成18年~）
• （13）株式会社イシダ「高性能食品機械装置の研究開発」（平成16年度~）
• （14）リアルプラスチック株式会社「高減衰能ポリマーの研究開発」（平成18年度~）
• （15）安曇精工株式会社（長野県安曇野市）「アスベストの無害化技術の研究」（平成17年度~）
• （16）株式会社ガスト（長野県岡谷市）「アルミ系動圧軸受材料の研究開発」（平成17年度~）
• （17）三恵技研工業株式会社「高質塗膜材＆メッキ材の研究開発」（平成17年~）
• （18）大新加工株式会社「高温高圧グリースの研究開発」（平成19年~）
• （19）牛山家具製作所（長野県茅野市）「オルゴールの接点材料の研究開発」（平成19年～平成20年~）
• （20）スタンダード電気株式会社（長野県岡谷市）「ハイダンピングポリマーの研究開発」（平成19年~）
• （21）アスリートFA株式会社（長野県諏訪市）「ボールはんだ」（平成21年～）
• （22) ニチワ工業「ハイブリッドレーザーソー」（平成21年度～）
• （23）下諏訪商工会議所/三協オルゴール/奏明館（長野県諏訪市）「新しいオルゴールの開発」（平成21年~平成22年）
• （24）東京理科大学発ベンチャー企業「日本ボロン」代表取締役社長（平成8年～平成13年）
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お問い合わせ先

信州大学

ナノテク・材料 , IT分野 コーディネーター

宮坂 秀明

〒380-8553 長野県若里4-17-1

ＴＥＬ : 026-269-5627

ＦＡＸ : 026-269-5630

E-mail : miyasaka＠shinshu-u.ac.jp


