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JSTも事業の成功にひとまず安堵しているはず
である.

1.はじめに(プレベンチャー事集とは)
プレベンチャー事業とは,科学技術振興きJ';業川
(JST)が行なっている研究助成の一つである.
正式名称は「新規事其志向型研究開発成果展間m
業」であった.
アメリカでは大学発ベンチャー企業が数多く出
現し,産業のスクラップアンドビルドに貢献して
いるといわれる.景気低迷が長く続いているわが
B]でも,欧米の例にならい,大学等に埋もれてい
るシーズを基にベンチャー企業を3年間で1000
社作るという目標(平沼プラン)が掲げられてい
る.これまで, JSTは主に学術研究を助成して
いたが,大学等のシーズを基にベンチャー企業を
立ち上げるまでサポートする事業を始めてはどう
かとの議論があり,プレベンチャー事業をスター
トさせたようである.
平成11年度にプレベンチャー事業の募集が初
めて行なわれた.筆者は,それまで共同研究を続
けてきた小俣公夫氏と共同でプレベンチャーm文

t

に応募し, 10件の募集枠に採択された.ちなみ
に競争率は約20倍であった.毎年約8千万円の
'助成を3年にわたり受け,・実際に販売できる製品
を作るものである.プレベンチャー事業終了後に
会社を立ち上げることが求められるが,それは自

I

2.シュリ ンクフ イ ツタ とは
(なぜトライボロジーなのか)
プレベンチャー事業へ応募するキーテクノロジ
ーとなった「シュリンクフイツタ」について簡単
に説明する.シュリンクフイツタとは,熱膨張係
数の異なる二つの材料の締りばめを行なうための
機械要素である.
1980年代にいわゆるニューセラミックスが話
題になった.当時,珊者は東北大学の萱場孝雄教
撹,加藤康司助教授の研究室の助手をしていた.
ちなみに,岩手大学の岩測明教授とは助手仲間で
あった.そこで,セラミックス軸と金属円筒の放
きばめの結合強度を予測する研究を始めた.金属
円筒内面の表而粗さ(表面微小突起)の変形が,
焼きばめ強度をどの程度低下させるかを予測する
方法を確立する研究である.表面微小突起の荷
苑一変形特性の評価には実験式を用いた.求めた
強度予測式は,実験結果ともよく一致し,まずは
めでたしという結果になった2).
しかし,世の中そんなに甘いものではない.セ
ラミックスは耐熱性がよい材料で,高温下で使用
されることが多い.したがって,焼きばめされた

I
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己資金でまかなわなければならない.
筆者らは,プレベンチャー事業の第1期生であ
るが,この原稿をfitいている時点では, 1期生
10チームのうちすべてのチームがベンチャー企
軸業を立ち上げている1,.これは,かなりの拭い碓
率でベンチャー企業ができたことを示しており,
■
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I
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部分も高温となる.セラミックスは金属に比べて
熱膨張係数が低いので,セラミックス軸と金属円
筒の組合せでは,わずかの虹度上昇でも焼きばめ
強度がかなり低下してしまう.どんなにきつく倣
めても,百数十度の温度上昇で抜けてしまう結果
となった. ・これには,非常にがっかりした.そこ

一
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で, itfiii一ト.でも蜘空が紙下しない炊きはめjj法を

俣公‑x一氏と.LIJ.会った.小俣氏はレーザ7ヒイモ系につ

考えた.これが,シュリンクフィ・・/タを′上み出す

いて研究間党をしており,ポリゴンミラー(レ‑

きっかけとなった.

ザを>¥i:tEするための多1/11純)をSiC空気動I,両軸

匝11は,シュリンク7ィ.ソタの働きを示したも

一之に接合する問題を抱えていた.そこにシュリン

のである3'.セラミ・・/ク7,jfi と金城IJffiの間に,

ク7イt・/タを適用した.その射i'礼ジッタとifii刷

I'M材料より熱膨舶係数のl'"Jいけ料でできたリング

れを大幅に改蝣¥ff.することができた'".)

を挿入する〔1*11(a)).しかL,ふ度が士H・L

レーザ′t‑JE装椛は,レーザをviii'たさせるポリゴ

t=場fT.このままではセラミ・・/クスとシュリンク
7ィ.ソタの間では,かえってすきまが(l三じてLま

ンミラ‑と.皐I:
II像ifiiにレ‑ザをm光させるレン7,I
糸より肌収される.そこで.ポリゴンミラーに次

う.そこで,シュリンク7ィ・./タの半拝Jjnに71

いで九‑r*レン7:を也稲‑・密に鋭r.7jに接合することが.

りットを数的所入れる.こiLにより,シュリンク

次のfi)f究間発目標になった.

7イ・・/タの・'mjj向の熱Wy'Akのみを利川して詛 h'j

従来の光学レンズの取付け)JU‑をl.ズ12に示T7).

(IIII I、.でh'j卸空が低下Lをいようにすることができ

レンZ:のIllllfllをリン9":¥kの71べ‑サで押さえるこ

ら.

とによりレン7Iの軸心を‑一致させる.しかし,二

したがって.シュリンクフイツタは衣Ifll微′ト突
起の変形の帥究(接触I(欄IJtt)かォ>:‑

の.ノji去でレン7:の鰍L・を完全に‑・致させることは

まれた.ト

非常にむずかしい.たとえ職人技で軸心を合わせ

ライポオりエンテ・,ドな機械ォである.この子I'I

たとLてt,.温度がわずかに変化するとレン7,'と

時, 11mま新潟大学に移‑ノていたが,シュリンク
ブイ.・'タという名前は, li¥¥B状■りlL′上につけて?&
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鋭ftの熱膨張係数が‑%なるために,レンズの軸心

1*14は,シュリンクフイツタを用いてレンズを

がずれてしまう.シュリンクフィ.・'タmでは,放

取り付けた報ftの性能をホしたt)のである.サ,'i度

きばめでレンズを鏡絹に接合するので芥レンズの

変化があっても全滋禿城にわたりレ‑ザを微細に

光軸は一致する(図3).またi温度が変化してt),

絞り込むことができていることがわかる.

シュリンクフイ・・/タが過度に伸び縮みするために
レンズの締めft合はいつh‑'7」である.シュリン
ク7ィ.I/タを用いる前までは,レンズの炊きばめ
は光学の‑￨ll;非ではタブーとされていた.筆・抑ま俄

4.光学レンズをシュリ
で接合する

こ

ンクフイ

ツタ

との利点

ちょっと話は変わるが,図5は様々な観察装昔Yi

織の・サ;Vトにいてそのタブーを知らなかったので,

の視野と解像度の関係を示したt,のである8).観

何の紙IJtもなくレンズを焼きばめすることができ

裏蓑ii/'':の解像度がl'l'jくなると視野がH:・くなること

/J

がわかる.金属w待<k鏡等を梗川Lているときに,
対物レン7,'の倍率をl>'jL,ものに変えると手脚J'・がH:・
10.0
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くなるのはよく絡験することである.
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系のレ‑ザ71キャ十の概略を示し
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ク7イ・・/タが用いられている.シュリンクフィ・・/
タを川いることでil:い走査帖にわ1=リ微細なし‑
ザスポ・・/トを柑ることができる.このことは.帆
像度がl'l'jくて視野も広い新Lいタイ7の批m呈ift
を作ることができることを示している.シュリン
ク7ィ/タを用いてレンで‑r"取・)付ける刷,vはこ
こにある.LTlかつて.図5でL・うと解像度が高

くてなお'かつ視野のIiこい観容装;;・'fを作ることが"
能となる.
5.プレベンチャー事業の中身
川l"> ‑.rL‑J‑.t.リブシ光'[Ifた・lこ;;・蝣'‑ i悠九Ily、日川・iviiの例1

さて.フレベン+1・‑一事業(二'.」;暮しtl'",紬は.

印刷用l抑iliのi宗光装ii′t'Iを想定して1‑/J.>li仲鵬

>l>イ拍wはそれを多数つなげたときの純忠mであ
約80millで乙ボ・,トサイ7:が約12!imの九‑4>有
る. v‑一光近!膏とii‑Lでは,小月','.'のポリゴンミラー
装i蝣蝣*"I'M
iH.'i'It)施し.そiLを多数つなげることで.より
幅のIi:い感光仙こJt,対ifclようとするt,のである.
を脚目するために. teiEスピードが速くなる.
さて.現!i‑:(まレーザ止す巨装iWfrlUいてプリント
シュリンクフィ・・ノタを川いることで,80111111帖
にわ1=リ.安定したスポ蝣v!.行のレ‑ザビームを
回路基柚!(A射ivill'liyviifiを聞党Lているili*射鋤き

走4巨させることが=J能となる蝣iimなのは、・IIhV
を了j'・なった結‑m. I‑iiiiiynj刷Kfciのm九よりも需要が
(an.ISC
か変化しても71ポ・ソト行が帆:Jl:,されることである.
あり,今後2‑ 3年一蝣:‑il/瑞が;*/.ち上がるようであ

る.
これにより,特別なiii度管判!̲か4こmとなるために.
プリント基伽をm畏するには,回相を若き込/.,
装ftの製Vコストが純減できる.川7とL・ズ18は,
/jflIJiが必・要となる.その脱を感光剤の鞭‑,てある
プレベンチャーにf'
6暮したときに想定した一Iji一一)t
釧I!U(こ密着させ'Jft光する.その後エ・ノ′+ング処理
をすると,州■紬fJF三成さjLる. Mじ〕/[・鰯を大量生
産する場合はよいが,多品帥少量*rtを'M*うに

川il &妃日印.if価IlJL ‑‑ザ・L‑.Y/KIi′・'

L/lT 'r.f.1‑:た'L‑!たユニ '一')凧蝣"ft川
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シュリンクフイツタで締結した大行roレンズ
(レンズ外托180111Ill)

I.ズ1川iftMJ空%??‑糸によるレ‑ザ穐榔>)¥u:ym

・・'タによりl.'.1定している.
また.共Iff.点'f.'Jのレ‑ザ71キャ十にCituljする
ことができる. mnはプロトタイプ機であるが,
10111111の‑JL査[帆二わたり3/川lのえーt: 卜径を
保証するものである. w来A'Jには, lo;;CIpiの
解像度をもつ7.キャ十の開発が夢である.
6.おわりに(今後の予定や将来の夢)
トライポオりエンテ・・/ドな機械要素であるシュ
リンク7イ・・/タを川いて,レーザスキャナ用の光
Mil

レンズを接介する技術のl.[>川矧3日をイj‑'なってい

シュリンク7イタを川いて開党Lいの
レ‑ザスキャナ

る.将米は.新潟大'7:にレ‑ザ71キャナ研究所を
作り.俵繊I//‑だけではなく医学, /;呈学,理学な

は向いていない.そこで,特殊な感光材を&・

た

どへレーザ7.キャ十の応川範間をIi;げていきたい

携板にili接レ‑ザで回輪をr&光していくのが, If'".

と考えている.

接IIHll'lJ装‑;rcである. lPI路の設計が&‑わったサ>, fk

トライボロジーへのi'i"敵としては. Ii;視野・高

を作らなくても,プリント&板がI*製できる. I*1

解像度のL新Lい組容装ii′'':をVli供できればと‑考えて

9は.試作したmiの概観でS)る川I.

いる.さ1.)には,微細JJIH二を行なう装;;′'':としてL

さて,仕川するレーザの‥ワ‑を上げれば,柄

LDうtfJjifiiの特性改Hi二itJIJできるかもしれない.
早くそこまでT=どリ着きたいと思一ノている.

二1'.を行なうこともできる.たとえば,波・1主】061
川11のYAG (Yttriunl AlLInuniuill Garnet)レ一一

′廿者は.同体のす獅Jill.1り;出を剖=/Iとwr:先Lている

ザを用いてレ‑ザ微細))¥Ll二葉nを作ることができ

が.その中か1‑I,生まれたシュリンク7イツタを川

る. ftll(Jは.あるプロジェクトで試作Lt=レ‑‑

いて.トライボロジー一にHi状することができれば

ザ加二J二葉ii'Vの概観である. 100111111 )iのてil'り戊に

一幸いて3・)る.

わたり. 2日/Lnlのレ〜ザ乙ボ.ソトを帆hi;するも
のである.かなり大きなレンズをシュリンク7ィ
‑‑

l

‑‑‑

330

i*.‑.],

‑

・V. Iパ'!主,

蝣JIMIi!

,

文

献

抑

/:.リン

・サ蝣‑i*V'J'f朝一;.;・.く
7""'.;

1,'j‑V戟1/芋圭

1 ' f;「';:柁mm'ォ・1v?>川. tltLl):'/uu・仏事し只>.j￨> Kit川

.i ‑

リ

<li)8!M ..IS.

インサー!・リン

7‑I一用いf=右i'.・リ

いIiWt己・Ili( fりHJi: ′If /ク′
‖ト/二一I=う三

・・,いた・}'s;;′

抑il ')',:‑、(1り

J・てこ, ''" l: ^W^fviiリ.'【巾
様&
い

frill

<c砧. 59, :>:>リ
りj・.

‑′f ・グ

新田

i;iilii' I‑'ォ!サ.

卜'>.・'!;, '・''′

り99:い

y‑‑A一用い1二

接触FI:I)′'Hiの.汁0.I‑一
詫XX

:ti>; ,卜IL,::・‑:);蝣川'J'f)こJ'「 /.・リ/ I/
用いたホりコ/

ニ二・日のttf.'iWK'fr l>Ut

経のl'I帥'蝣}蝣Mf‑ivm‑ヒi‑y二^'・I'n'iii":!"と>.l‑l‑w<
詣;Cfl.ii. 62. :,

月いイ二犯'f'

州'̲'i .!∵.

壮丁ライアン乙. 13.

川I'̲71 」7.

日目日日日日Hilll日日著者プロフィール川日日日日=日日muni
リン'/

'′ー'.・i^M,の<<u'i:tyiの̀'蝣・'l

i㍊i!i<「佃蝣I'ii.秩.品IC薄Ii. 56.

グ

絹Y惟ITL‑‑サー‑'.キ,:チ

,′4,'こ実と̀Ii

娘も:'.:Hi .蝿,.ォ(C砧. 55. ."Hi lT.

'J

aiWJt

Hi'抑11 <))・,H.′さ公n蝣骨'JT'りVIA : !正犯けH.if‑(i附目し・一寸

蝣蝣'/てと東城のmiり:rわのr.:,!.1.指'iO'a‑i'i(二m‑r‑Miiì穏
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