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随随随随随随随随随随随随随随随随随　想想想想想想想想想想想想想想想想想 企業内若手技術者の人材育成への取り組み

富山県工業技術センター　　　　　　　　　　　
次長・機械電子研究所長　杉　森　　　博

　富山県には、県内産業界の有志によって昭和６０年に誕生し
た「若い研究者を育てる会（通称「若研」）」（事務局：（公財）
富山県新世紀産業機構）という団体がある。この会では、産
学官が連携して共同研究形式で企業内若手技術者の育成を行
っている。会は、電気、機械、プラスチック、金属製品、化
学工業等の異業種企業１３社の会員企業で構成されている。
　ここでは年度当初に会員企業や関係者（工業技術センター
をはじめ、会の趣旨に賛同いただいた富山大学や富山県立大
学の先生方等）から提案された研究テーマに対して、この指
とまれ方式で、参加する会員企業を募集し、約１年間実施す
る複数テーマを決めている。参加企業は、原則週に１日、自
社の若手技術者を研究活動場所（最近は主に工業技術セン
ターで実施。過去に富山大学や高志リハビリテーション病院
でも実施。）に派遣し、派遣先の職員と一緒に研究を行ってい
る。研究は、目標達成に向けて計画し、それに基づいた実験、結
果の考察といったプロセスを繰返して進められており、派遣
された若手技術者にとっては、研究開発の手法を実地で経験
できる場となっている。研究期間中に最終発表会、中間発表
会等、計４回の（会員企業や大学の先生方等関係者の前での）
発表の機会があり、そのうえ研究成果を（学会の論文形式で）
論文にまとめることとなっている。これによって、表現力向
上のトレーニングにもつながっている。また、複数企業によ
る共同での取り組みや、発表会での交流等を通じて、（受入れ
機関の職員との交流も含め）他の企業の人との交流が図られ
ている。派遣元の企業からは、「社内での様子を見ると若研に
参加することで成長してくれている。」、「若い時に他の会社の
人との交流がもて、また受入れ機関の人とのつながりができ
て非常に良い。」などの声もあがっており、こうした仕組みの
良い面が表れていると思われる。
　さて、この会で最近取り組まれているエネルギー関連の研
究テーマと言うと、⑴MDF木屑からのバイオエタノール抽出
技術の開発、⑵極低容量水力発電システムの開発、⑶（有機

薄膜太陽電池による）ウェアラブル電源の開発、⑷有機無機
ペロブスカイト太陽電池の開発、⑸エネルギーハーベスタ利
用システムに関する研究等があげられる。国のエネルギー事
情は、現在多くを化石燃料に頼っており、そのほとんどを海
外から得ている。東日本大震災以降ますますこの傾向が強く
なっており、将来に向けた再生可能エネルギーを含めてさま
ざまなエネルギー開発への取り組みがなされている。上にあ
げたテーマは、こうした時代背景を反映した、広い意味での
再生可能エネルギーに関連したものと言える。⑸のテーマは、
力が作用すると電気を発生する材料（圧電材料）を用い、こ
れを定常的な振動源（ここでは回転ポンプ）に取付けてエネ
ルギーを発生させるシステム開発に取り組んだ例である。１
年足らずの短い期間で、ポンプの振動をエネルギー源として、
その設置場所の温度・湿度を無線で離れた場所のパソコンに
データ転送するシステムを完成させた。ここでは素子の作製
からエネルギーを最大限に取り出す方法（振動源、方向、シ
ステムの共振周波数の調整等）まで、いろいろと検討して目
標のシステムを実現している。
　若研で取り組むテーマは、人材育成を目的としたもので、
（中には製品化に至ったものもあるが）実用化を意識したも
のではない。必ずしもすぐに役にたつテーマではないが、参
加企業から「実施していた時は会社にとってあまり必要だと
思っていなかったテーマが、時を経て自社での取り組みに役
立ったものもある。」という声を聞いており、長期的なスパン
で何らかの貢献をしているものもあるようである。
　昨年、この会の活動も３０周年を迎えた。記念誌を作成する
にあたって会員企業からご意見をうかがったが、ある企業の
オーナーから「若研は、参加企業と指導機関の熱意がないと
続かない。参加企業は、間接的な実利を得ているという実感
があるが、短期的にはそれがわからない。」と仰っておられた。
我々受け入れ側としては、これからもこうした企業側の熱意
に応えて、地道に応援していきたいと考えている。
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平成２９年度
エネルギー管理功績者・優良事業者等決まる

　平成２９年度のエネルギー管理功績者およびエネルギー管理優良事
業者等が決定し、中部経済産業局長表彰をはじめとする各表彰が省エ
ネルギー月間（平成３０年２月）に行われました。

会場月　　日表彰区分

富山電気ビル（富山市）２月８日㈭
中部経済産業局長表彰
富山県知事表彰
日本電気協会北陸支部会長表彰（富山）

金沢東急ホテル（金沢市）２月１６日㈮日本電気協会北陸支部会長表彰（石川）

福井商工会議所（福井市）２月９日㈮
福井県知事表彰
日本電気協会北陸支部会長表彰（福井）

■表彰式日程■

【中部経済産業局長表彰】

高　橋　裕　宣 氏
　勤務先　フクビ化学工業株式会社（福井県）

長谷川　一　巳 氏
　勤務先　立山科学工業株式会社（富山県）

高　澤　嘉　一 氏
　勤務先　三協立山株式会社　石川工場（石川県）

【一般社団法人　日本電気協会　北陸支部会長表彰】

エネルギー管理功績者
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山　口　大　作 氏
　勤務先　ＰＦＵライフエージェンシー株式会社（石川県）

壷　内　大　輔 氏
　勤務先　福井鋲螺株式会社（福井県）

朝日電子株式会社

【富山県知事表彰】

　代表者　代表取締役社長　中井　富雄
　所在地　富山県朝日町

・地中熱（井水）利用の空調システム導入による使用電
力量の削減

・照明のＬＥＤ化による消費電力量およびメンテナンス
費用の削減

エネルギー管理優良事業者等

日東シンコー株式会社

【福井県知事表彰】

　代表者　代表取締役社長　相澤　泰之
　所在地　福井県坂井市

・圧空配管のループ化工事及び吐出圧力低減化による空
気圧縮機の電力使用量削減。

・蒸気使用機器（バルブ、減圧弁）の保温強化による安
全対策と放熱ロスの低減
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北陸森紙業株式会社　小矢部事業所

【一般社団法人　日本電気協会北陸支部会長表彰】

　代表者　事業所長　岡本　礼輝
　所在地　富山県小矢部市

・照明のＬＥＤ化による消費電力量およびメンテナンス
費用の削減

・コルゲータラインのドレン回収方法の見直し（オープ
ン回収→クローズド回収）による重油使用量の削減

ＳＷＳ西日本株式会社　宇ノ気工場

　代表者　宇ノ気工場長　山田　春一
　所在地　石川県かほく市

・工場内の環境整備（設備の高さ１．４ｍ以内化）に伴い
不要な照明器具撤去と空調効果の向上による使用電力
量の削減

・圧縮空気配管系統の見直しと不要な空気圧縮委の停止
による使用電力量の削減
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石川県工業試験場　電子情報部　

吉　村　慶　之

１．はじめに

　石川県工業試験場では、県内の電子情報通信業界におけるEMC（電磁両立性）評価として、電波無響室、エミッション測定

機器、及び、ESD（静電気放電）、バースト、雷サージなどのイミュニティ試験機器を整備し支援を行っています。また、EMC

ノイズ対策に関する産学官連携による共同研究を実施しています。ここでは、石川県工業試験場におけるEMC評価設備の紹介

と、これまで実施してきたノイズ対策に関する技術開発の一部を報告します［１］。

２．EMC評価設備

　工業試験場では、平成元年～２年度にかけて簡易電波暗室、

スペクトラムアナライザ等エミッション測定に関わる評価装

置、ESD、雷サージ、インパルスノイズ、電源変動試験に関

わるイミュニティ評価装置を導入しました。その後、県内企

業のEMCに対する関心への高まりとともに強いニーズを受

け、経済産業省や公益財団法人JKAの補助により３ｍ法電波

無響室や規格に準拠したエミッション、イミュニティ設備（表

１）を導入し、EMCに関する技術支援を行っています。これ

らは開放試験設備として、所定の料金で企業の方が自由に利

用できる体制となっています。

３．EMCノイズ対策に関する研究開発

３－１　メタマテリアル電波吸収体

　電波の混信や不要電波によるEMC対策として、電波（ノイ

ズ）を吸収させることによりこれらを抑制する材料（電波吸

収体）があります。電波吸収体は古くから開発されていまし

たが、材料の厚みや重さの点で課題がありました。そこで、

樹脂に矩形の金属パッチを配列し金属板を裏打ちした“メタ

マテリアル電波吸収体”と呼ばれる電波吸収体を開発しました。

　矩形金属パッチの１辺の長さｗ=１５．５㎜、パッチ間隔ｇ=１０㎜、基材の比誘電率εr’ =２．３、厚みを１ ㎜とした際、誘電正接tan

δの違いによる吸収量を電磁界シミュレータ（CST製MW-Studio）で計算した結果を図１に示します。これより吸収を得るに

は基材の損失項が重要であり、また、最適な誘電正接が存在することが推察されます。本結果を踏まえ、εr’ =２．３、tanδ=０．０６、

厚みが１㎜の樹脂を用いて、２種類の電波吸収体（ｗ=３５．０㎜、ｇ=１．０㎜とｗ=１５．５㎜、ｇ=１０．０㎜）を試作し（図２）、吸収

表１　石川県工業試験場のEMC評価設備
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量を測定しました（図３）。これまでに開発したゴム系電波吸

収体（εr=１９．５－j５．４）は２．４５GHz（無線LAN）用で７．３㎜厚、

５．８GHz（ETC）用で３．０㎜厚でありましたが、メタマテリア

ル電波吸収体とすることで厚みが１ ㎜という薄型化を達成す

ることができました。

３－２　差動線路のノイズ対策

　電子回路の高速化に伴い低電圧で動作する差動線路が多用

されてきています。差動線路のディファレンシャルモードの

信号に、線路の非対称性による不平衡が生じるとコモンモー

ド電流が発生し電磁ノイズを放射します。そこで、グラウン

ド端に線路がある場合のScd２１（コモンモードのＳパラメータ）

とノイズとの関係を電磁界シミュレータで解析しました。解

析にはFR４（ガラスエポキシ樹脂）基板を想定し、図４に示

すような線路長が６０㎜の差動線路モデルに１Wの差動信号を

入力しました。そして、この線路を上方向に移動させること

で、非対称性を評価しました。

　図５より、dy=０、すなわち、線路が基板端にある場合は、

両線路の電磁界の対象性が大きく崩れるためScd２１が増大して

いることが分かります。また、線路を内側（上方向）に移動

させることでScd２１が減少していくことが確認できます。図６は基板から３ｍ離れた地点におけるノイズ強度を計算した結果で

す。Scd２１が大きいほど放射ノイズは大きくなっており、差動線路においてScd２１を評価し、線路の不平衡性を抑えることがノイズ

対策に重要であることを確認し、その対策手法について提案しました［２］。現在、県内企業の回路設計に技術移転を図ってお

ります。

図２　電波吸収体の試作品

図３　試作品の電波吸収量

図４　解析モデル

図１　誘電正接の違いによる電波吸収量
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４．おわりに

　当場におけるＥＭＣ評価設備、ノイズ対策の研究の取り組み事例を紹介しました。現在、県内企業からのニーズを踏まえ、

IoT技術に欠かせないセンサのノイズ対策や、電子機器の高性能化に伴う電気信号の高速化に対応するための回路基板設計技

術の開発を行っております。本稿をお読みになった読者の皆様で、ご興味がありましたらご連絡いただければ幸いです。

お問い合わせ先

　石川県工業試験場　電子情報部

　〒９２０－８２０３　石川県金沢市鞍月２丁目１番地

　℡（０７６）２６７－８０８４

図５　Scd２１解析結果 図６　ノイズ強度解析結果
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合理化だよりは再生紙を利用しています

合理化だより　No．１３３　平成３０年３月２７日発行
発行所
　〒９３０‐０８５８　富山市牛島町１３－１５（百川ビル内）
　（一社）日本電気協会北陸支部内　北陸電気使用合理化委員会
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●工場・事業場　現地調査　　　１０月中
●表彰審査　　　　　　　　　　１１月中
●受賞者へ通知　　　　　　　　１月中
●表彰式　　　　　　　　　　　２月中

（各表彰は、２月の省エネルギー月間に行われる予定です。）

平成３０年度表彰運営日程（予定）

　北陸電気使用合理化委員会では，エネルギー使用合理化の成果が特に顕著な事業者等や個人の表彰を行なって
おり、平成３０年度の受賞者を次のとおりに募集する予定です。

【候補の対象】
●エネルギー管理優良事業者等
　　・電気使用の高度化ならびに合理化等を図り、エ

ネルギー使用合理化の成果が特に顕著な事業者
および工場・事業場

●エネルギー管理功績者（個人）
　　・電気使用の高度化ならびに合理化等の研究もし

くは実施を積極的に推進し、またその普及指導
に努めた方で、エネルギー使用合理化の功績が
特に顕著な方

【表彰の種類】
●中部経済産業局長表彰　　　●各県（富山、石川、福井）知事表彰
●一般社団法人　日本電気協会北陸支部会長表彰

【公 募 期 間】
●平成３０年９月末まで

【必 要 書 類】
●優良事業者等表彰／表彰申込書 　　　　 ●功績者表彰／表彰候補推薦書および推薦調書

【応　募　先】
北陸電気使用合理化委員会（北陸電力㈱　営業本部　エネルギー営業部内）TEL：０７６－４４１－２５１１
富山県電気使用合理化委員会（北陸電力㈱　富山支店　営業部営業担当内）　　TEL：０７６－４４１－３５１１
石川県電気使用合理化委員会（北陸電力㈱　石川支店　営業部営業担当内）　　TEL：０７６－２３３－８８８０
福井県電気使用合理化委員会（北陸電力㈱　福井支店　営業部営業担当内）　　TEL：０７７６－２９－６９８２

（応募様式等については、各県電気使用合理化委員会にお問い合わせください）
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