
 

鏡支持体及び鏡支持機構 

【シーズ提供元：三菱電機株式会社】 

 

光学望遠鏡や光学観測機器の鏡の支持体や支持機構を 

工夫することで鏡面精度の悪化を低減できる技術です。 

技術概要 

⚫ 鏡支持体及び鏡支持機構は、鏡（光学望遠鏡の主鏡や副鏡の反射鏡）の自重による変形が無視でき

ない場合でも、補助の機構で支持することができます。 

 

❚ 鏡面精度の悪化の低減 

⚫ 光学望遠鏡や光学観測機器の鏡が天頂を向くときは鏡支持体が鏡を力等分で支持し、鏡が水平線を

向くときは、天地軸を境にした左右対称構造で鏡支持体が鏡を支持することで、鏡面精度の悪化を

低減できます。 

⚫ 鏡支持体は、二つのロッド部が一組となり、それぞれ三か所のアーム部を支持します。ロッド部は、

下図のようにフランジ部とフランジ部との間に三つの板バネ部が配置されている簡便な構造です。 

 

鏡支持体 

開発の経緯 

⚫ 鏡の支持体には、ベアリングを使ったシーソーのような梃子方式のウィッフルツリー構造が採用さ

れていることが多いです。このような構造は、ベアリングのガタや摩擦による非再現性などが発生

し、鏡面精度に影響する場合があり、さらにウィッフルツリー構造の構成も複雑となる課題があり



 

ます。 

⚫ そこで、ウィッフルツリー構造を板バネなどの部材で構成する、簡便な構造の新たな支持体を開発

しました。この支持体の配置により、いずれの方向に鏡が向いても鏡面精度の悪化を低減できる効

果を得ることができます。 

活用例 

⚫ 支持体を構成する三か所のアーム部に接続された二つのロッド部が、次の関係を満たすように配置

することで効果をえることができるので、光学望遠鏡や光学観測機器の鏡を支持する機構があるも

のであれば、大型から小型のものまで適用範囲が非常に広いです。 

⚫ 二つのロッド部の関係「一方のロッド部及び他方のロッド部の傾斜角度を、一方のロッド部を鏡の

方向に延伸させた第１仮想線と、他方のロッド部を鏡の方向に延伸させた第 2 仮想線とが交差する

点が鏡の重心がある仮想平面上に存在する角度とする。」 

 

 

活用企業イメージ 

⚫ 天体望遠鏡などの光学望遠鏡や光学観測機器のメーカー又は光学部品メーカー 

⚫ レーザー加工機や半導体露光装置などの光学要素支持部分のメーカー 

提供ライセンス 

ライセンス方式 関連特許･意匠･ノウハウのライセンス（非独占的通常実施権） 

関連特許・意匠 特許第 6559386号 

意匠第 1665753号、意匠第 1665754 号、意匠第1665755 号 

 



  

濃縮貯蔵によるオンデマンドオゾン供給技術 

【シーズ提供元：三菱電機株式会社】 

 

濃縮オゾン、間欠注入方式等による 

省エネオゾンソリューション技術です。 

技術概要 

❚ オゾンを濃縮・貯蔵する 

⚫ 高効率高濃度オゾナイザと吸脱着特性を利用することにより、オゾンを選択的に分離濃縮（50vol%

以上）します。 

⚫ これにより、その自然分解性のために従来技術ではオンサイトでの製造及び利用に限定されていた

オゾンガスの長期安定貯蔵（例えば日・週単位）を実現します。 

 

❚ オゾンをオンデマンドに使う 

⚫ オゾンガスの長期安定貯蔵の実現により、負荷の変動（連続／非連続）に追従したフレキシブルか

つ低コストなオンデマンド供給を実現します。 

 



  

活用イメージ 

⚫ 水処理、衛生管理用途などへのオンデマンド（連続／非連続）適用 

⚫ オゾン貯蔵によるオゾンマルチユース化、新規オゾンガス輸送 

⚫ 化学反応設備／容器の設計または製造技術を保有される企業様、水環境ソリューション事業（設備

／エンジニアリング）に携わる企業様、衛生環境ソリューション事業（設備／運用サービス）に携わ

る企業様等に広くお使いいただけます。 

 

提供ライセンス 

ライセンス方式 関連特許及び技術図書（濃縮貯蔵システムの基本設計書）のライセンス（非

独占的通常実施権） 

関連特許 特許第 5892904号、第 5950790 号ほか 

技術指導 条件次第で設計・製造指導も相談可 

 



 

ペットの被毛回収技術 

【シーズ提供元：三菱電機株式会社】 

 

ペット（特に猫）にストレスを与えることなく、 

ペットの被毛を回収する技術です。 

技術概要 

❚ デザインと機能性を兼ね備えた形状 

⚫ 猫のシルエットを模した形状です。 

⚫ 猫が怖がらない大きさ、女性が握りやすい寸法・重さです。 

⚫ 猫に風が当たらない・人の手で風路を防がない設計です。 

⚫ 吸い込み口を波形にすることにより毛の回収性能を向上させ、また毛の絡まりを防止します。 

⚫ 猫以外の動物の被毛回収への展開も可能です。但し、その場合は動物ごとにファンの仕様（風量・

騒音値）を最適化・チューニングする必要があります。 

 

❚ 低騒音 

⚫ シロッコファンの採用による低騒音化を実現します。 

 

 



 

開発の経緯 

⚫ 猫好きが集まった社内のプロジェクトで、ペット、特に猫さまのためにできることはないか考えま

した。猫の健康維持・健康チェックの手段としてブラッシングがあり、ここをターゲットにしまし

た。猫側の視点としては、ブラッシング時に毛が引っ張られることに対するストレスをなくしたい、

という点。飼い主側の視点としては、ブラッシング時に毛が飛散してしまうことがストレスであり、

これを解決できないかという点。これらを同時に解決できる手段として、本技術を開発しました。 

⚫ 猫が掃除機などの大きな音を怖がったり、人が聞こえないような小さな音に敏感に反応したりする

といった猫の飼育経験から得られる体験談に基づき、特に低騒音化にはこだわって開発を進めまし

た。筐体の形状（ネコ型シルエット）はプロジェクトメンバーの想いに加えて、社内外の愛猫家/猫

好きさんの意見を取り入れて決定しました。 

活用イメージ 

⚫ ペットオーナー向けの製品を取り扱っているメーカー 

提供ライセンス 

ライセンス方式 関連意匠・ノウハウのライセンス（非独占的通常実施権） 

関連意匠 意匠第 1638088号、意匠第 1638089号ほか 

技術指導 条件次第で相談可 

 



 

誘電加熱技術 

【シーズ提供元：三菱電機株式会社】 

 

非接触・直接加熱を実現する誘電加熱装置です。 

技術概要 

❚ 高周波による誘電加熱装置 

⚫ 高周波による誘電加熱の原理を用いて、被加熱物に接触することなく直接加熱することができます。 

 

 

 

❚ 加熱効率の向上 

⚫ 誘電加熱のための電極と高周波供給部との間に、電気的には結合するが熱は断つ素子を備えること

で、加熱部から熱伝導で熱が逃げることを防止します。これにより局所加熱の効率が向上します。 

 

❚ ３つの電極により電界漏洩を低減 

⚫ 高周波による誘電加熱では電界漏洩がしばしば問題となりますが、本技術では、3つの電極により

電界を局所的に閉じ込めることで外部への電界漏洩を低減できます。 



 

活用イメージ 

⚫ 限られた電力下での加熱装置（小型な加熱装置、バッテリー等）、加熱箇所以外の温度上昇が許され

ない装置等への適用が考えられます。 

⚫ 電界漏洩が少ないため、電磁ノイズへの耐性が弱い場所（無線通信装置の一部、特定の電子部品の

近く等）への適用が見込めます。 

提供ライセンス 

ライセンス方式 関連特許のライセンス（非独占的通常実施権） 

関連特許 特許第 6463570号、特許第 6861902 号ほか 

 



 

加湿空気の渦輪搬送技術 

【シーズ提供元：三菱電機株式会社】 

 

加湿空気を渦輪状にして遠方に搬送する技術です。 

技術概要 

❚ 加湿空気の渦輪搬送 

⚫ 加湿空気に渦輪を発生させ搬送します。この技術により、蒸気量の増加、低振動での遠方まで搬送、

渦輪吹き出し方向の調整等を実現できます。 

 

❚ 加圧室のカビ・雑菌の抑制 

⚫ 加圧室内が加熱手段で乾燥されるため、結露水の残留によるカビや雑菌の繁殖を大幅に抑制するこ

とができ、きれいな加湿空気の送風が可能になります。 

 

 

渦輪搬送の実験写真 

 



 

活用イメージ 

⚫ 加湿空気を活用した製品の製造、ビジネスを展開する企業で幅広く活用いただけます。 

提供ライセンス 

ライセンス方式 関連特許のライセンス（非独占的通常実施権） 

関連特許 特許第 4808239号、特許第 5071463 号、特許第5179543 号ほか 

 



カラス等害獣排除技術 

【シーズ提供元：三菱電機株式会社】 

  課題   環境対策｜防災｜社会インフラ保全｜害獣対策   テーマ  農業｜快適 

 

超音波搬送技術を利用して 

カラス等の害獣を排除する技術です。 

技術概要 

❚ カラスの本能に訴えかける人工音声を生成 

⚫ 本技術では、害獣排除のための音声信号として、カラス等の害獣が危険や恐怖を感じたときに発す

る原音声（忌避音声）の周波数特性と発声パターンを解析した結果を元に生成した人工音声を用い

ます。 

⚫ 危険回避本能に直接的な影響を与えることができるため、害獣の行動や発声パターンを考慮せずに

生成した人工音声とは異なり害獣が音声に慣れにくく、長期間に亘って害獣を排除することができ

ます。 

 

❚ 強力な音圧レベルを発信する超音波放射手段 

⚫ 直進性に優れ、強力な音圧レベルを発信できる超音波放射器から、害獣の発する忌避音声を元に生

成した人工音声などを重畳させた超音波信号を放射することで、離れたところにいる害獣にも忌避

音声を直接搬送します。これにより、害獣は危険が迫っていることを身体で感じて逃避行動をとる

ため、効果的に害獣を排除できます。 

⚫ 実験においては、電線に止まっているカラスに対して超音波信号を放射したところ、カラスが電線

から飛び立って逃避行動を行うことが確認できました。 

 



 

超音波放射器 

 

  

実験の様子：超音波信号の放射によりカラスの逃避行動が確認された 

活用イメージ 

⚫ 屋外向け音響機器、環境対策関連製品、農機を取り扱うメーカーなどでご活用いただけます。 

提供ライセンス 

ライセンス方式 関連特許・ノウハウのライセンス（非独占的通常実施権） 

関連特許 特許第 5976039 号ほか 

技術指導 条件次第で別途相談可 

 

放射前 
逃避行動 

放射後 



 

冷蔵庫内のモニタリング技術 

【シーズ提供元：三菱電機株式会社】 

  課題   食品ロス｜IoT 導入｜衛生対策 

 テーマ  家庭｜店舗｜スマートフォン｜画像解析 

 

冷蔵庫内の様子をスマホ等に表示するとともに、 

食品の期限を推定して食品ロス改善に貢献する技術です。 

技術概要 

❚ 冷蔵庫内の収容物をモニタリングし、食品在庫を把握 

⚫ 冷蔵庫内の収容物をカメラで撮影し、その撮像画像を冷蔵庫内の通信装置からユーザーのスマホ等

に送信し、ユーザーがスマホ等でモニタリングすることを可能にします。 

⚫ 自宅内外で冷蔵庫内の収容物を視覚的に確認することにより、食品在庫を把握できます。これによ

り、献立提案、外出先での買い忘れや重複買い防止等に役立てることができます。 

 

❚ 直観的でわかりやすいグラフィックユーザーインターフェース 

⚫ あたかも実際に冷蔵庫を見ているような視点で、冷蔵庫内の様子をスマホ等に表示します。 

⚫ 例えば、庫内の左右にある棚を見たい場合、スマホ等の画面に対して、指で左右にスワイプすれば、

左右の棚の撮像画像が見られます。 



 

 

 

❚ 食品の期限を推定 

⚫ 撮像画像に基づいた食材の劣化傾向から、賞味期限又は消費期限を推定します。これにより、ユー

ザーに期限前の消費を促し、社会課題の一つである食品ロスの改善に貢献します。 

活用イメージ 

⚫ 家庭用・業務用（食品小売、流通業界など）を問わず、冷蔵庫の収容物を管理するニーズのある製

品・サービスにおいて幅広く活用いただけます。 

提供ライセンス 

ライセンス方式 関連特許のライセンス（非独占的通常実施権） 

関連特許 特許第 6305122 号、特許第 6335847 号、特許第 6296908 号ほか 

 

 
スマホでの庫内表示例 



5G 通信向け 28GHz 帯 RF-IC 技術 

 【シーズ提供元：三菱電機株式会社】 

  課題   小型化｜コスト削減   テーマ  5G 

 

5G ミリ波のフェーズドアレーアンテナを 

独自開発できる RF-IC です。 

技術概要 

❚ 2 種類の高性能 IC を独自カスタマイズ可能 

⚫ 5G ミリ波帯信号の制御特性に優れる CMOS プロセスと、高出力・低雑音性能に優れる GaAs プロ

セスの両方を用い、高機能かつ高性能な IC を実現しました。 

⚫ 当社がライセンス供与する本 IC のレイアウトデータをそのまま使用することで、設計の手間と費

用をかけることなく、指定のファウンドリ・プロセスを用いた IC 製造が可能になります。この IC

をアンテナ基板に実装することで、任意の素子数の 5GRF フロントエンドを実現できます。 

⚫ また、独自仕様の装置の実現にあたり IC の電気仕様（周波数、利得、チャンネル数、制御インタフ

ェースなど）の変更が必要な場合、本 IC のレイアウトデータおよび回路図データを修正すること

で、自由に IC をカスタマイズできます。 

 

❚ アンテナ・RF モジュールの小型化を実現 

⚫ 28GHz 帯のフェーズドアレーアンテナ※1 を用いた 5G 基地局を低コストで実現するには、各アン

テナ素子に接続される RF フロントエンド部を平面実装可能な小型デバイスが求められます。 

※1 複数のアンテナ素子を配列し、各素子の振幅と位相を制御することで電波の送受信方向を変えることがで

きるアンテナ 

⚫ そこで、本 IC は、コアチップ IC※2 と増幅器 IC※3 の 2 チップ構成とし、これらを 28GHz 帯アン

テナ基板の裏面に平面配置することでアンテナ装置の小型化・低コスト化を実現しました。 

※2 4ch の送受信回路と 4 合成/分配器を内蔵した CMOS プロセスによる IC。送受信回路には 28GHz 帯の 6bit

移相器と可変利得増幅器が含まれ、各アンテナ素子の位相と振幅を独立に制御可能。 

※3 送信用高出力増幅器、受信用低雑音増幅器および送受切り替えスイッチを 1 パッケージに内蔵した GaAs



プロセスによる IC。 

⚫ RF デバイスの小型化・低コスト化を実現したことにより、屋外の大規模基地局から屋内の小規模

基地局まで、素子数に応じたスケーラブルな 5G 基地局装置開発に適用できます。 

 

 

アンテナ RF ユニットの例 

活用イメージ 

⚫ 5G 基地局装置メーカー 

⚫ 5G 基地局用アンテナ・RF フロントエンドモジュールメーカー 

⚫ 5G 通信装置メーカー 

提供ライセンス 

ライセンス方式 関連特許・設計データ（IC のレイアウトデータおよび回路図データ）のラ

イセンス（非独占的通常実施権） 

関連特許 特許第 6440919 号、特許第 6342086 号ほか 

技術指導 現地での技術指導も相談可 

 

アンテナRF
フロント
エンド

モジュール

+45 pol.
-45pol.

アンテナRFユニットの例

アンテナ側 RF回路側

コアチップIC
増幅器IC

アンテナ素子

アンテナRF
フロント
エンド

モジュール



 

無線送電装置技術 

【シーズ提供元：三菱電機株式会社】 

  課題   省エネ｜温度ムラ｜小型化  テーマ  無線｜電力システム｜加熱 

 

複数の送電装置間で生じる電波干渉を抑え、 

受電電力の低下を防止する技術です。 

技術概要 

❚ 送電波の位相をランダムに変化させ、電波干渉を抑制 

⚫ マイクロ波方式の送電装置において、送電波の位相をランダムに変化させることにより、複数の送

電装置間で生じる電波干渉（相殺）を抑制し、受電電力の低下を防止します。 

⚫ これにより、無線電力伝送における電力断絶状態を回避できます。 

 

 

 



 

❚ マイクロ波加熱にも利用できる技術 

⚫ 受電部を誘電体や抵抗体とすれば、その誘導体や抵抗体を加熱することができます。 

⚫ 送電波の位相をランダムに変化させることにより、送電波同士の干渉が低減されるため、位相が固

定の場合に比べて加熱ムラを抑えることができます。 

 

 

 

❚ 装置の小型化に貢献 

⚫ １つの発振回路により位相をランダムに変化させるため、複数の変調回路を用いる従来技術よりも

送電装置を小型化できます。 

⚫ また、位相をランダムに変化させていますが、アンテナごとに備えられた移相器により送電方向の

電子的制御が可能です。 

活用イメージ 

⚫ 電力伝送に携わる企業 

⚫ 加熱装置や暖房器具のメーカー 

提供ライセンス 

ライセンス方式 関連特許・ノウハウのライセンス（非独占的通常実施権） 

関連特許 特許第 6486256 号ほか 

技術指導 現地での技術指導も相談可 

 


