
1.  株式会社フォトンデザイン 

2.  株式会社アスペクト 

3.  株式会社ＮｅｊｉＬａｗ 

4.  株式会社メトロール 

5.  ＦＳテクニカル株式会社 

6.  ユニパルス株式会社 

7.  株式会社ＳＩＪテクノロジ 

8.  株式会社相馬光学 

9.  株式会社新興セルビック 

10.  株式会社テクノス 

11.  株式会社アタゴ 

12.  太洋塗料株式会社 

13.  株式会社エリオニクス 

16.  ＭＳＩ．ＴＯＫＹＯ株式会社 

17.  ノーラエンジニアリング株式会社 

18.  グラパックジャパン株式会社 

19.  株式会社田野井製作所 

20.  株式会社セキュリティージャパン 

21.  株式会社田代合金所 

22.  株式会社テムテック研究所 

23.  株式会社井口一世 

24.  株式会社ＯＮ－ＡＲＴ 

25.  株式会社アミテック 

産業技術分野 
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SiC半導体評価装置「SemiScope」 

【特 徴】 

世界で初めてフォトルミネッセンス（PL）  

イメージング法を用いたSiC半導体評価装置 

・SiCウェハの結晶欠陥を可視化 

・非接触、非破壊検査 

・PLイメージング法のため短時間測定が可能 

・省エネ効果の高いSiCパワー半導体の品質

向上とコストダウンに貢献 

・SiCが普及するとパワー半導体の省エネ効

果で電力節減が可能（原発８，９基分） 

【効 果】 

【PLイメージング法の原理】 

Tokyo Venture Technology Award 

PLイメージング法 

SiCウェハ 

紫外線励起光 微弱発光＝PL 

顕微鏡画像 PLイメージング画像 

顕微鏡画像とPLイメージング画像の比較 

（ウェハの試料番号部分） 

【SiCウェハの測定データ】 

ウェハ全面測定画像 

結晶欠陥部の拡大画像 
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株式会社 フォトンデザイン 

Tokyo Venture Technology Award 

株式会社 フォトンデザイン 

清水 良祐 

1999 

10,000,000円 

10 

〒115-0043 東京都北区神谷2-17-1 

Tel. +81-3-5249-5705 

Fax.+81-3-5249-5706 

 

sales@photondesign.co.jp 

http://www.photondesign.co.jp/ 

会社名  

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

 

e-mail 

URL 

 

会社概要 

事業概要 

 PLイメージング装置の開発・販売 

 PLスペクトル・イメージング装置の開発・販売 

 PLスペクトル測定装置の開発・販売 

 ラマン測定装置の開発・販売 

PLスペクトル・イメージング装置 PLスペクトル測定装置 ラマン測定装置 
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粉末焼結積層造形装置 
「ラファエロ® (     ®)」 

【特 徴】 

・樹脂や金属の粉末をレーザーで溶かし固めながら積層し、立体を作る高速造形装置 

・大型ワークサイズ（最大55×55×50cm） 

・最小肉厚造形0.204mm（ファイバーレーザー搭載時） 

・３Ｄデータから直接製作できるので、金型が不要（一品生産、小ロット生産向け） 

  時間短縮・コスト削減に寄与 

・試作品だけでなく、少量多品種で付加価値の高い最終製品（Ｆ１カーや航空機の部品や 

 手術シミュレーション用頭蓋骨など）の生産向き 

・切削加工や、金型成形とは異なる新しい加工法で、複雑形状や内部構造もそのままで製 

 作可能 

【効 果】 

【積層造形の原理】 

Tokyo Venture Technology Award 

第2層の焼結 完成 

レーザー レーザー 

第1層の焼結 

レーザー 

テーブル 

第1層の形成 

テーブル 

スキャナー 

粉末材料 

0.1mm 

以下 

粉末材料 

テーブルを1層分 
下降し、第2層を形成 

スライス処理 

N層にスライスされた 
数値データ 

三次元CADで入力 
された形状データ 

STLデータ表現 

STL変換 

第1層 

第2層 

第N層 

0.1mm以下 
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株式会社アスペクト 

Tokyo Venture Technology Award 

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

 

e-mail 

URL 

 

会社概要 

事業概要 

○粉末焼結積層造形装置     ®の開発・販売・保守  

○粉末焼結積層造形装置用粉末材料の開発・販売  

○粉末焼結積層造形装置を使用した受託造形サービス  

○粉末焼結積層造形技術の用途開発や共同研究開発  

○ソフトウェア開発  

 

株式会社アスペクト 

早野 誠治 

1996 

30,000,000円 

41 

〒206-0802 東京都稲城市東長沼3104-1-101 

Tel. +81-42-370-7900 

Fax.+81-42-370-7901 

 

rq@aspect.jpn.com 

aspect.jpn.com 
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株式会社アスペクト 

Tokyo Venture Technology Award 

特許8件取得済み 

立体データ 

複雑形状もラクラク作製 

過酷なレースに耐える 
F1カーやバイク部品を 
直接製作 

人工関節や歯冠など 
患者一人ひとりに合わせた 
究極のオーダーメイド 

・高出力CO2レーザー ⇒ 約2倍高出力 

・高速デジタルガルバノメーターミラー ⇒ 約1.5倍高速 

・ジグザグ走査(特許取得済み) ⇒ 走査ベクトル数を約半減 

当社従来機比約２倍の生産性 

従来のラスター走査 ジグザグ走査 

造形するエリア 

始点 

ジャンプ走査 

露光走査 

始点 ① 
② 

③ 
④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

① 

② 

③ 

④ 
終点 終点 

露光走査 

開発中のジルコニア製歯冠 
写真提供：北海道大学大学院歯学研究科 

     上田康夫先生 
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株式会社アスペクト 

Tokyo Venture Technology Award 

・極限まで絞ったビーム径(ファイバーレーザーも搭載可能) 

・多点の高精度温度センサー 

・ベースヒーター(特許取得済み) 

・赤外線センサー部の汚れ防止機構  

優れた造形精度 高精細･高精度 

幅: 0.204mm 

造形 

金属粉末焼結積層造形装置      Vシリーズ 

・10-3Pa真空造形環境(アルゴン雰囲気下も可能) 

・高出力QCWファイバーレーザー 

・クォーツヒーター 

・デジタルガルバノメーターミラー 

・チタン等、酸化や窒化しやすい難加工性金属の造形が可能 

0.200 

水が染み込んでく～ 
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・ネジの緩み・脱落等による重大事故の防止 

・増し締め等のメンテナンス作業の大幅な軽減 

・汎用性が極めて高く、既存の螺子からの置き換えの他、 

 リベットや溶接の代替も期待される 

・ 従来の螺旋構造を持つ螺子と異なり、L/Rボルトは螺旋構造でなく左右どちらの雌ね
じでも螺合できる構造を持つ 

・ 左ねじナット、右ねじナット双方を螺合し、さらにナット同士を機械的に結合させる
ことで、緩むことがなくなる 

・ 任意の位置でのナット固定や、繰り返しの着脱、一方向螺合なども可能である 

Ｌ／Ｒネジ 

効果 

特徴 

Tokyo Venture Technology Award 47 



株式会社NejiLaw 

Tokyo Venture Technology Award 

株式会社NejiLaw 

道脇 裕 

2009 

527,550,000円 

20 

〒113-0033 

東京都文京区本郷3-23-14 ショウエイビル4F 

Tel. +81-3-6712-8820 

info@nejilaw.com 

http://www.nejilaw.com 

１. 高機能型締結部材の企画・開発・製造・販売 

２. 高機能型締結部材の技術指導・支援、ライセンス供与 

史上初。緩むことのないネジ 

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

e-mail 

URL 

平成24年度 経済産業省 戦略的基盤技術高度化支援事業 採択 

2011年度 東京都ベンチャー技術大賞 大賞（東京都知事賞）受賞 

2011年度 グッドデザイン賞 金賞（経済産業省）受賞 

2015年度 日本イノベーター大賞 優秀賞受賞（日経BP社主催） 
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右螺旋と 
左螺旋の 

ハイブリッド・ 

ボルト 

右ねじナットと 
左ねじナットを 

１本のボルトに螺合 

右ねじナットと 
左ねじナットが 

機械構造的に結合 

ワンウェイ・ロックタイプ パーマネント・ロックタイプ リムーバブル・ロックタイプ 

【原理、構造】 

螺旋構造を持たない 

ボルトボディー 
相互結合可能なナット 機械構造的に結合 

株式会社NejiLaw 

Tokyo Venture Technology Award 49 



NejiLaw Fastener : L/Rネジ（パーマネントロックタイプ） 

(1)右ねじナットに右回転力が作用すると･･･ (2) 右ねじナットに左回転力が作用すると･･･ 

(4) 左ねじナットに右回転力が作用すると･･･ 

パーマネント・ロック タイプのロッキング・メカニズム 

右ねじナット 

左ねじナット 

(3)左ねじナットに左回転力が作用すると･･･ 

株式会社NejiLaw 

Tokyo Venture Technology Award 50 



エアマイクロスイッチ「DPA-A2」 

【特 徴】 

【効 果】 

【原理、構造、既存製品との比較等】 

Tokyo Venture Technology Award 

◼ 空気マイクロメータの原理を応用非接触でワークの密
着・着座確認を行い（OK／NG）、加工不良を防止する。 

 

＊工作機械内でワークの着座検出に使用可能 

＊繰返し精度±1μm（検出可能距離2μm〜80μm）の 

  『精密着座』が可能。 

＊クーラントや切粉がかかる悪環境下でも使用可能 

◼ ±1μm(1/1000mm)の繰返し精度 

従来の空圧式ギャップセンサの１０倍の精度を達成 。
超精密加工の実現、加工不良を防止する 

◼ IP67(防水防塵)の保護構造 

工作機械内に設置可により、エア配管の短縮で 

応答速度の向上 

Ex) 5μmの隙間を許容範囲とした場合                      ◼ ダイカストのエンジン部品を加工する事例  ︎

精密着座センサ【DPA-A2】の２つの強み 
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株式会社メトロール 

Tokyo Venture Technology Award 

株式会社メトロール 

松橋 卓司 

1976 

40,000,000円 

126 

〒190-0011 東京都立川市高松町1-100 

立飛リアルエステート25号棟5階 

Tel. +81-42-527-3278 

Fax.+81-42-528-1442 

touchsensor@metrol.co.jp 

http://www.metrol.co.jp/ 

 

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

 

e-mail 

URL 

 

会社概要 

事業概要 

 電気式が当たり前の工業用センサ業界で、世界でも他に例を見ない「精密機械式センサ」を開発。 
クーラント・切粉が飛び散る悪環境から、半導体製造のクリーン環境下まで、高い精度を発揮する、 
オリジナリティの高い様々なセンサーを開発・製造・販売しています。  
 
 工作機械業界においては、刃先の摩耗を検知する「ツールセッタ」として、延べ世界１７ヶ国・７０社以上 
の工作機械メーカーに採 さ︎れ、世界トップクラスシェア。自動車、工作機械、半導体、ロボット、 
医療機器、スマートフォン製造など、様々な産業機械の精度の向上・コストダウンに貢献。 
 他社のモノマネをしない製品開発で、世界のモノづくりを陰で え︎ています。 
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株式会社メトロール 

Tokyo Venture Technology Award 

【超小型高精度タッチプローブ“RC-K3Eシリーズ”】 

◼ ノイズに強い、新無線通信方式!! 

・無線電波状況を常にサーチし、最適な 

チャンネルを自動的に選択。従来の 

赤外線通信に対し電波干渉に強く、 

遮蔽物やクーラントの影響を受けません。 
 

・赤外線通信が困難な、五軸加工機や 

大型複合機での高精度計測も可能。 
 

◼ １μmの繰返し精度!! 
四点支持の独自メカニカル構造で、ソフトウェアによるロービング現象の補正が不要。 

1μm（2σ値）の繰返し精度を実現します。 

【CNCマシニングセンタ用ツールセッタ】 

◼ CNC工作機械の加工精度向上が実現!! 
 CNCマシニングセンタに搭載し、ツールのプリ
セット、摩耗・折損検知、熱変位補正に使用。加工
精度と生産性の向上が実現。 

５０万台の採用実績で、世界トップクラスシェアを
誇ります。 
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株式会社メトロール 

Tokyo Venture Technology Award 

世界最小級!!M5×17mmで、 
機械の小形化が実現。1μmの 
繰返し精度 
PT-タッチスイッチ 

アンプ不要で0.0005㎜繰返し精度 
IP67保護構造で悪環境に強い!! 
高精度MT-タッチスイッチ 

Ｍ５コンパクト設計で低価格!! 
位置決めスイッチのベストセラー 
CSタッチスイッチ 

１台２役!!ストッパーボルトにスイッチを内蔵 
ストッパボルトによるワークの停止と、 
確認信号を出力。 
ストッパボルトスイッチ 

◼ 1976年、トヨタ自動車と共同開発！！ 

スパッタ・クーラント・切粉がかかる悪環境下の自動車製造 

ラインにおいて、超高精度位置信号を安定出力できるスイッ
チとして、トヨタ自動車と共同開発。 

◼ ±0.5µm繰り返し精度で、加工不良の発生を確実に防止!! 

 信号点のバラツキが小さく、切粉の噛み込みによる、ワークの浮
き上がりを確実に検知 
◼ IP67クーラント保護構造 
 工作機械内に、センサの設置が可能。 

エアノズルまでのエア配管短縮で、応答速度が速くなり、生
産性が向上します。 

 
 

【超小型 高精度位置決めスイッチ】 

【エアマイクロセンサDPA-SR1】 
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FS コラム工法 

【特 徴】 

・ビルの内外壁に使用する石板の新しい固定技術 

・従来の石板を剥がして行う改修工事に比べて、施工コストを約1/3にコストダウン 

・壁内空隙部写真 

【効 果】 

【原理、構造、既存製品との比較等】 

Tokyo Venture Technology Award 

・空隙部にスプリングを介して樹脂柱を形成し、固定する技術 

・十分な固定強度があり、最大で１０ｃｍ離れた石板も固定可能 

・仕上面（石板）に合わせ塗色したピンを挿入することで意匠性も向上 

・施工手順 

・従来工法との比較写真（施工後） 

【FSコラム工法】 

・低騒音、低振動、無粉塵の専用ドリルを用いることで環境に配慮した工事が可能 

【従来のアンカー固定工法】 
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 FSテクニカル株式会社 

Tokyo Venture Technology Award 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. +81-3-5671-3134 

Fax.+81-3-5671-3090 

 

http://www.fs-tec.co.jp 

会社名  FSテクニカル株式会社 

代表者  藤田正吾 

設立年  ２００３年 

資本金  ３，０００万円 

従業員数 ２０名 

本社   〒125-0054 東京都葛飾区高砂1-22-15 

 

 

e-mail    office@fs-tec.co.jp 

URL 

 

会社概要 

事業概要 

 

低騒音ドリルの製造及びリース 

FST工法の管理 

FSコラム工法の管理 

ニュークイック工法販売代理店 

あと施工アンカー（拡底型アンカー・注入口付アンカーピン）の製造及び販売 
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会社名 FSテクニカル株式会社 

Tokyo Venture Technology Award 

【 商品紹介 】 

 ・新概念拡底型あと施工アンカー：DGアンカー（建築・設備工事用） 
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会社名 FSテクニカル株式会社 

Tokyo Venture Technology Award 

【 商品紹介 】 

 ・超高強度拡底型あと施工アンカー：SSアンカー（土木工事用） 
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スリップリングレス回転トルクメータ 

「UTMⅡシリーズ」 

【特 徴】 

■トルクを測定する電子回路を回転軸上に配置することで 

 スリップリングレス(非接触)を実現 

■非接触とした事で高精度かつ連続的なトルク測定が可能 

■幅広いレンジの機種をラインナップ(0.05Nm～10000Nm) 

■小型軽量ボディにより、制約の多い機器組み込み用途にも適用可能 

■低摩擦域の高精度トルク計測がエンジン、モーター、発電機の省エネ・効率化の技術革新に貢献 

【効 果】 

Tokyo Venture Technology Award 

【使用例】 【納入先】 

■自動車用部品メーカー、事務機器部品メー 
 カー、複写機メーカー、化学メーカー等 

TM201 

USBインターフェース  

TM301 

トルクモニタ  

TM500 

トルク波形モニタ  

角度(長さ)とトルクの関係を測定！ 
エンコーダオプション対応 

実験・研究での利用に最適！ 
測定データのPCへの取り込みが容易 

スタンダード1台！ 
使い勝手の良いシンプルシステム 

【専用トルクモニタ】 
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ユニパルス株式会社 

Tokyo Venture Technology Award 

                Tel.  +81-3-3639-6120 

                Fax. +81-3-3639-6130 

e-mail              sales@unipulse.com 

URL                    http://www.unipulse.com/en/ 

会社概要 

事業概要 
ユニパルスは、1970 年、得意なパルス回路技術を使って、ユニークな製品を創ろうという旗
印の下、現社長の吉本を含む若手技術者数人で設立しました。 
研究を重ねるうちに、トランジスタ増幅回路を常識はずれな使い方をすると、安定性もノイズ
も信じられないほど良くなることを発見しました。この発見をベースにロードセル用アンプと
して量産したものが、今日でもユニパルス製品の基本回路の一つになっています。 
現在ではロードセルアンプから発展して、世界初のウエイングコントローラ（液体や粉体を高
速に秤量できる、ロードセルアンプとコントローラが一体になったもの）や、生産現場の圧入
工程などで多用される高速な力の変化をモニターして、その波形から良否判定ができるインテ
リジェントインジケータなどを実用化し、現在の主力製品になっています。 
最近では、超高精度、超小型、高速回転対応を実現したスリップリングレス回転トルクメータ
を開発・製品化しました。これは、連続回転する軸のトルクを測定するセンサです。 
従来は、信号をスリップリングという摺動する電極を使って取り出していました。しかし、精
度や耐久性、最高回転速度に制限があり、用途は極めて限定的でした。この常識を斬新な発想
で突き破ったのが、回転トルクメータUTMⅡです。 
UTMⅡは、ストレンゲージ応用技術、アナログ回路技術、電源技術、機械設計技術など、ユニ
パルスの持つ技術を集大成して完成した極めてユニークな製品です。これが世の中のニーズを
見事に捉え、順調に販売は拡大しています。 
今後も、UTMⅡのような新製品を続々と世に出すために、様々な技術の種まきから刈り取りま
でを行っていきます。 

会社名            ユニパルス株式会社 

代表者            吉本 喬美 

設立年（西暦）        1970 

資本金            95,000,000円 

従業員数           150 

本社             〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町9-11 
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■ユニパルスの要素技術 

約50年に渡る当社独自の研究開発の歴史を通して、ストレンゲージ、微細加工、ローノイズアナログ回路、

高速デジタル回路、ヒューマンマシンインターフェイス、無線通信、パワーエレクトロニクス、ナノメート

ル計測技術、超精密位置決め技術、光学イメージ評価技術など多様な要素技術を獲得し、これらの基礎の上

に新製品の開発を行っています。 

 

 

 

Super Cell  

壊れない新発想ロードセ
ル 

広範囲・高精度変位測定を実現 
広い測定範囲：50mm 
最小分解能：2.5μm 

■ユニパルス製品アピール 

 FS2000 

高応答デジタルインジケー
タ  

ULE-50 

接触式リニアエンコーダ  

圧入・加締め時の合否判定に最適！ 
25kHzの高速応答！ 
波形表示で荷重＆変位の変化が一目瞭然！ 

高剛性・高応答ロードセル 
耐負荷500％ 
高い応答性 
ロボットケーブル採用 
交換時の較正不要 

アプリケーション例： 
圧入時の荷重－変位特性の測定 
 
荷重と変位の2入力での品質管理が
実現できます。 
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ＵＴＭⅡ 回転トルクメータ 
 

機器組込に最適な超小型設計 

高精度・スリップリングレス回転トルクメータ 

 

■0.03％の高精度 

■極微小な初動トルク 

■アナログ帯域 １kHz、 

 サンプリング周波数6kHzの高速応答 

■許容過負荷500％ 

■卓越したセロ点の安定性 

■回転パルス出力標準装備（4パルス/回転） 

■トルクリップル測定可 

■最高回転数25000rpm（10Nmまで） 

■電源系統と信号系統を絶縁し、ノイズの影響を大幅にカット 

■外付けアンプ不要 

ＵＴＭⅡ仕様 

 

 

アプリケーション例 
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超微細インクジェット 

【特 徴】 

・既存のインクジェットと比較し、液体の体積が1000分の１以下の液滴吐出を実現 

・微細な電子部品（半導体の回路等）を印刷で作成可能 

・小型装置で多品種少量のものづくりに貢献 

・金属ナノ粒子や有機半導体など様々な材料の吐出が可能 

・偽造防止印刷、バイオセンサーなど幅広い用途への応用可能 

【効 果】 

【製品外観と描画例】 

Tokyo Venture Technology Award 

＜製品外観＞ 

＜電子回路パターン描画＞ 

線幅10マイクロメートル以下 印刷で回路をつくる 

（プリンテッドエレクトロニクス） 

60cm 

70cm 85cm 
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株式会社ＳＩＪテクノロジ 
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株式会社SIJテクノロジは、独立行政法人産業技術総

合研究所の研究成果を基に超微細インクジェットの研

究開発を進めています。 

超微細インクジェット技術は、フェムトリッターレベ

ルの塗布量制御が可能な特徴を活かせる分野への応用

等、様々な応用展開が考えられます。受託加工[開発

受託、研究開発用の装置の販売] を通して、スーパー

インクジェット技術の特徴をご確認いただいた上で、

新たなビジネスパートナーとしての関係へとステージ

アップさせて頂きます。 

 

（独）産業技術総合研究所ナノテクノロジー研究部門

で開発されたスーパーインクジェット技術は、現在市

販されている家庭用インクジェットプリンターに使わ

れているインクジェットヘッドの吐出できる液滴サイ

ズに比べ、およそ1/10以下、(体積で1/1000以下)の超

微細液滴の吐出が可能です。 

会社概要 

株式会社ＳＩＪテクノロジ 

村田 和広 

2005 

25,000,000円 

13 

〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 

Tel.  +81-29-896-5110  

Fax. +81-29-896-5111 

 

info@sijtechnology.com 

http://www.sijtechnology.com/ 

会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

 

e-mail 

URL 

 事業概要 
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◇最少吐出量0.1フェムトリットル 
 

◇高粘度液(10,000cps)非加熱吐出 
 

◇立体構造体(ピラー)形成 

■サブフェムトインクジェット加工装置は、独自開発のスーパーインクジェット（SIJ）ヘッドを搭載し、超微
量・高粘度吐出を可能にしました。現在市販されている家庭用インクジェットプリンターに使われているヘッ
ドの吐出できる液滴サイズに比べ、体積で1/1000以下の超微小液滴の吐出が可能です。 
 
■サブフェムトインクジェット加工装置は、デスクトップに置けるほどコンパクトです。大気中・常温で、
フォトリソグラフ工法に匹敵する微細なパターンを直接描画し、短時間で簡単操作で試作可能です。 

■吐出量：0.1fl(フェムトリットル)～10pl(ピコリットル) 世界最少吐出量！ 
 ライン幅：0.6μm～数十μm 
 
■対応粘度範囲：0.5～10,000cps(非加熱) 高粘度液非加熱吐出！ 
 
■立体構造体(ピラー)形成 高精度な着弾位置！ 
 
■広範な種類の液種が吐出可能  専用インク不要！ 
 導電、絶縁、レジスト、接着剤、たんぱく質、溶剤系、UV系など 

■わずらわしいヘッドや供給系の洗浄不要 
■わずか10μlの微量充填により長時間使用可能。希少・高価な材料を無駄にしません。 
■簡単にインクの充填ができ、わずか3分でヘッド交換可能 
■専用ソフトウェアへの数値入力により、吐出量（ライン幅、ドット径）の変更が即可能 
■分解能0.1μm、繰返し位置決め±0.2μmの高精度試料ステージ搭載 
■塗布最中の映像をリアルタイム観察可能 
■CCDカメラにて再現良く位置合わせ可能（ソフトウェアによるθ補正機能付） 

装置・技術の概要 

特長 

高いユーザビリティ 

- 超微量 高粘度対応 立体構造体形成 - 

サブフェムトインクジェット加工装置 
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ライン／スペース 1μm 銀ペースト 回路例 線幅5μm 金ペースト 

Diameter=5u

m  

Height=20um  

ピラー径：0.6μm 

導電インク 

■最先端技術   ・プリンタブルエレクトロニクス ・太陽電池 ・タッチパネル ・ＬＥＤ 
 
■既存技術代替 ・部分めっき ・レジスト塗布 ・微量ディスペンス ・バンプ形成 
 
■オプティクス    ・フォトマスク形成 ・マイクロレンズ ・マイクロフィルタ 
 
■バイオ          ・たんぱく質のパターニング ・細胞の足場形成 ・超精密マイクロアレイ 

立体構造体形成 

用途例 

スーパーインクジェット用途例 
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太陽分光放射計 

ひだまりmini 

Tokyo Venture Technology Award 

【効果】 
・ 1 台でシリコン系、有機系等種々の太陽電池用光源の検査が可能 

・ 植物工場等での活用も期待される 

・ 小型・軽量化により製造ラインへの持込が可能 

・ 台湾・中国を中心にアジア市場を狙う 

ひだまりmini 従来品(他社製） 

波長範囲 300～1100nm 350～1100nm 

寸法・重量 W90×H110×D170(mm) 
1kg 

W50×H150×D250(mm) 
1.8kg 

価格 88万円 200万円 

手の平サイズの太陽分光放射計「ひだまりmini」 

【特徴】 

・ 太陽電池の検査に用いる擬似太陽光の光の性能を測定 

・ 従来品より広波長範囲測定を実現しながらも、独自技術を 
 いかして小型、低価格を実現 

測定風景（疑似太陽光源測定） 

ひだまりmini 

ひだまりminiにつながる 

反射板で受光 

受光部 

拡大 

測定結果はその場でパソコンで確認 
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会社名 

代表者 

設立年（西暦） 

資本金 

従業員数 

本社 

 

 

e-mail 

URL 

 

株式会社相馬光学 

浦 信夫 

1976 

10,000,000円 

28 

〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井23-6  

Tel. +81-42-597-3256 

Fax.+81-42-597-3208 

sales@somaopt.co.jp 

http://www.somaopt.co.jp/ 

事業概要 
 
太陽電池のスペクトル感度試験用の分光放射計などの評価デバイスを生産しています。また、
先端分光測定技術に基づく高速液体クロマトグラフとNIR関連の製品を生産しています。 

会社概要 

 

株式会社相馬光学 

Tokyo Venture Technology Award 68 


