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有限会社 ナノフェース（納諾相）研究所のご紹介 

 

 納諾相とはナノレベルの微細な物質相を表す造語です．「納諾」とは

中国語でナノを表す単位です．ナノサイズの液体や固体の粒子を「相」

と考え，納諾と組み合わせました．また，「Ｐｈａｓｅ」には位相の意味もあり

ます．位相を相互に合わせて，連携をもって活動して行くことによって，

シナジー効果を創造します．「納諾相」は，ナノ材料に関連する技術を発

掘し，様々な事業体に紹介・仲介してＷｉｎ－Ｗｉｎを創造し，そして事業化

を積極的に進める．納諾相研究所はこのような活動を進めます． 

 

 弊社は，近年急速に応用が進展しているナノサイズの超微細な材料系

に関する研究開発と応用技術開発，商品開発・市場開発を実施します．

また，ナノフェーズを活用した様々な市場開発や製品開発を進めます． 

 失われた１０年は，失われた１５年へと伸び，リーマンブラザース破綻

によりさらに延長されてしまうかもしれません．活力ある日本経済となるよ

うに活性化するには，新技術・新産業が必要でしょう．ブルーオーシャン

を探し出すことが求められます． 

 待っていても新技術・新産業は得られません．とにかく動くことが必要

でしょう．そして，多くの方々，業界，業種と交流を重ねて，「新しい」技

術・「新しい」産業を創り出そうではありませんか．フェーズ（位相）を合わ

せて，創造しましょう． 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

ナノフェース（納諾相）研究所 フォーラムのご案内 

 

 ナノフェース（納諾相）研究所では，自社独自の研究開発のみでなく，

紙上フォーラムとして「ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＦＯＲＵＭ」を開催しております． 

 ご協力を頂いております皆様の技術シーズや商品シーズなど，連携

や相互作用で新しい価値を創造することができる可能性を探索して，「Ｆ

ｈｅｓｅ」を合わせたイノベーションを提案致します．皆様，プェースの一致

した光をレーザーと言います．レーザーは，強力なエネルギーを遠距

離にわたって伝えることができます．強力な指向性とエネルギー密度を

特徴とします．そして，産業的にいろいろな分野で活用されています．

ナノフェース研究所のフォーラムでも，レーザーのような成果を期待して

おります． 

 紙上フォーラム「ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＦＯＲＵＭ」では，いろいろなアイデア

や知的財産など，簡単な記事としての紹介を行います．新規アイデアや，

新規ビジネスは，いつ閃くかわかりません．「ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＦＯＲＵＭ」

を眺めている時に閃くこともあるでしょう．思いついたら，即ご連絡くださ

い．技術シーズや，商品シーズと連携を構築します． 

 また，いろいろなセミナーも多くの方々と交流を行ってフェイスｔｏフェ

イスの密な情報交換が可能です．ご紹介するセミナにもぜひご参加くだ

さい． 

 ナノフェース研究所では，「ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＦＯＲＵＭ」に掲載するノウ

ハウ・アイデア・知的財産・固有技術・固有設備などなど，具体的な情報

についても募集しております．きっちりとまとめられた原稿である必要は

ありません．編集担当がヒアリングし，原稿として取りまとめます．ぜひ，

すばらしい情報の“原石”をお知らせください．連絡先は，ナノフェース

研究所 平野輝美（ｉｎｆｏ＠ｎａｎｏ－ｐｈａｓｅ．ｂｉｚ / ０９０－３６９４－７８６４）ま

でお願いいたします． 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

新連携シーズ ００１ 

【ピクチャー塗装™の活用ビジネス構築】 

装飾が求められるのは，工業塗装のようなものばかりではありません．

例えば，車や壁面などの広告目的のような装飾に関する市場も大きなも

のがありますね． 

例えば，車のようなものに外装装飾を行う時，カッティングシートのよう

なものが使われてきました．画像が必要であれば，シートに印刷して，

それを貼り込むような処理が行われてきました．でもでも，手間をかける

のであれば，直接画像形成してしまえば良いではないか・・・という発想

です． 

ピクチャー塗装™で作製した車の外装に形成した画像の例をお見せし

ます．このように，画像データがあれば直接印刷処理できます．さらに，

画像形成に使う色材は，ウレタン塗料になります．よって，耐久性は十分

に確保できます．また，必要であれば，オーバーコートを施すことで，屋

外でも十分な耐久性を持たせることができます．かなり自由度の大きな

塗装システムと思います． 

ピクチャ

ー塗装™の

対象は，屋

外ばかりで

はありませ

ん．室内の

いろいろな

ものに塗装（ピクチャー塗装™）

してみることも面白いでしょう．

図に，冷蔵庫にピクチャー塗装

™したものをお見せします．こ

のように，どのような画像であっ
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ても塗装します！そして，十分な耐久性をもちます．ウレタン塗料です

から． 

 そして，多少の凸凹であればピクチャー塗装™可能です．いろいろと

活用できそうでしょう．ぜひご活用ください．ピクチャー塗装™を活用した

付加価値創造ビジネスを構築しましょう． 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

新連携シーズ ００２ 

【高機能・高耐久性加飾技術 銀鏡塗装】 

 成型品や切削加工品など，大量に製造される様々な製品部品には，

耐久性を向上させるために塗装やメッキなどが施されることが多いと思

います．これらの処理は，装飾を付与する処理になります． 

 最近では，装飾機能は商品の特性を向上させて販売促進に寄与する

など，注目されています．一般に加飾処理としていろいろな技術が活用

されていますが，その一つとして特に注目されている加飾技術として“銀

鏡塗装”があります． 

 銀鏡塗装は，化学的な反応である銀鏡反応を活用して，塗装のような

プロセスですばらしい金属調加飾を行います．ご覧頂くと，まるで魔法

のようです．図に，木材に対する金属調加飾の例を示します． 

 

 

 

 

 

銀鏡塗装は，次のような特徴があります． 

①スプレー塗装類似プロセス 

②小さい初期投資 

③対象物の大きさに制限無し 

④基材の種類に制限無し（ほぼ） 

⑤ゼロエミッションプロセス 

加飾技術の一つとして，ぜひご検討ください． 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

新連携シーズ ００３ 

【ケイ酸カルシウム混合体粉砕粉活用果樹肥料】 

 農林水産業は日本経済の大きな基幹産業であると考えます．その中で

も，果樹類は付加価値的にも有望なものの一つでしょう． 

 果樹の生産管理において，土壌作りは重要なステージです．一般に，

チッソ，リン，カルシウムなどの元素を導入して，農作物生産に適した状

態に整えることが必要でしょう．もう一つ，酸性化した土壌を中和すること

も必要でしょう．ここで，生産者としては， 

①施肥の手間が大きい（回数を削減したい） 

②適切な価格 

③付加的な機能を期待（保水性，有害物の除去など） 

のような機能が求められるでしょう． 

 そこで，ナノフェース研究所では，①カルシウム材と栄養源肥料を適宜

混合し施肥回数を削減する，②価格競争力の大きなカルシウム／ｐＨ調

整材を導入し，適切な価格を実現する，③吸着性資材を活用し，高機能

（保水性／有害物除去など）を付与する，以上の特徴開発を行っていま

す． 

 活用している資材は，ケイ酸と酸化アルミニウムと酸化カルシウムの混

合セラミックス粉末であり，肥料としての認可を得ております．いろいろな

機能を有効に活用して，新しい活用を創造したく思っております． 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

「ベンガラ工房」 開店のご案内 

ベンガラとは： ベンガラとは，赤色顔料として知られていますが，そ

の素顔（正体）は酸化鉄Ｆｅ２Ｏ３のナノ粒子粉末です．そして，各種産

業の永い歴史において活用されてきた多様な機能性は「産業の米」

と呼ばれるのに相応しいものです． 

機能性酸化鉄へと進化： ベンガラは湿式合成法により進化して，新

産業を創出しました．新産業とは，フェライト磁石，磁気記録材料，電

子印刷用磁性トナー，磁性インキ，磁性塗料，磁性流体，透明性顔

料，電波吸収材料，医療用磁気ビーズなどです．ナノサイズの粒子

は，さらに新規な機能を発揮して新用途を開発しています． 

 湿式合成法とは，鉄イオン含有水溶液から酸化鉄を沈殿させる方

法で，沈殿粒子の結晶構造，形状，およびサイズ等を自由にコントロ

ールできます．下記はその一例です． 

 

 

 

 

「ベンガラ工房」とは 

 ベンガラ工房とは変化して止まない産業技術とマーケットトレンドを

常に見据えながら，特に資源・環境・エネルギーの３分野を調査研究

対象にして取り組み，ベンガラの多様な機能性と精緻な合成技術を

活用して，市場ニーズの満足度を「形」にして提供することにより，２１

世紀産業を発展させ，振興するための活動を行います． 

ご来店のほどよろしくお願い致します． 

事業部紹介 ナノマテリアル事業部 （事業部長 堀石七生） 

有限会社ナノフェース研究所の主要な活動領域であります，ナノマテ

リアルを活用した事業開発を行っております．特に，弊社では，酸化鉄

系のセラミックスナノマテリアルとその分散体，機能性酸化鉄ナノ粒子薄

膜，銀ナノ粒子薄膜などについて，分散系としての活用技術を有してお

ります． 

 

【光透過性磁性ナノ粒子薄膜】 ＹＩＧ系酸化鉄を単分散し，薄膜とした塗

布膜について，製造とコーティングと応用について実績を有しておりま

す． 

【酸化鉄合成と活用】 酸化鉄は古くて新しい材料です．色材として古代

から使われていますが，最近では記録材として社会を激変させました．

また，様々な特性を持っています． 

【酸化鉄コロイド】 酸化鉄ナノコロイドを安定に作製することができます．

ナノ粒子系であり，高い活性を持っています． 

【銀ナノ分散体】 銀はナノ粒子分散体とすることで，様々な色調に発色

します．金ナノコロイドでよく知られた現象ですが，銀ナノ粒子でも同じよ

うに鮮やかに発色します． 

 ぜひご活用ください． 
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新連携シーズ ００４ 

【防カビ剤 Ｐｒｏ－Ｚ】 

家の中には，カビがたくさん生え易い場所があります．例えば，台

所の流し台の下や，冷蔵庫の裏部分や，トイレの壁や，お風呂場の

壁や，押し入れの壁・・・・・などなど，普段は気にしませんが，その実

態は・・・・・． 

そこで，クロスなどの施工時点でカビ防止剤を活用しましょう．カビ

易いところに，防カビＰｒｏ－Ｚを噴霧しましょう．希薄な防カビ剤で驚異

的な防カビ機能を発揮します．その特徴は， 

・真菌、酵母、カビ類全般に有効 

・防腐効果も高く、それに伴う消臭性も期待できます 

・水溶性タイプとＩＰＡ溶液タイプがあり添加剤としても使用可 

・アルカリ性及び酸性領域で使用可能 

・高い安全性（化粧品、家庭用品に使用実績あり） 

・厚生労働省室内空気に関するガイドラインの指針値を低い値で

クリア 

 希薄系でも驚異的な効果を示すのですが，実際にお使いいただい

て実感ください．その効果の一端を図に示します．すごいでしょう．こ

の阻止円の大きさ！試験は，不織布に防カビ剤Ｐｒｏ－Ｚを滲み込ませ

て，微生物（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｏｉｄｅｓ ＮＢＲＣ６３４８）を１０５

ｃｆｕ接種したサブロー寒天培地にのせ，２５℃で１２０時間培養した後，

培地を観察した結果です． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｐｒｏ－Ｚは，業務用の資材としてご活用いただくものです．実際の効

果や，使用方法や，供給方法や，コストなどの具体的な条件はご相談

ください．ご照会は，ナノフェース研究所・平野（０９０－３６９４－７８６４）

までお願いいたします． 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

新連携シーズ ００５ 

【厚板「精密フィルタ」】 

いろいろな生産現場では，たくさんのフィルタが使われてます．最近

のナノマテリアル流行では，なんでもどんどん小さくなっています．フィ

ルタの目もどんどん小さくなっていますね． 

ご紹介する新技術・新産業ネタは，約１~２ｍｍ程度の板厚ステンレス

事業部紹介 ＳＥＤ事業部 （事業部長 戸村政雄） 

企業は継続的に新製品と新技術を創出することが必要です．継続的

に発展する企業では，システムとして新技術，新製品を創出するノウハ

ウを持っています． 

そこで，新製品・新技術を創出するシステムを沢山の方々に活用い

ただくべく，システム構築を支援致します． 

連携構築の一例をご紹介しましょう． 

【木質バイオマスリファインメント産業の創出】 

 木質バイオマスとは，再生産可能な資源としての木材等を示します．

対象とした資材を活用する技術区分とその特徴を一覧で示します． 

 

 このような木質バイオマスですが，関東近県であってもいくつかの集

積があります．例えば，埼玉県の秩父地域に蓄積された木質バイオマ

スは，約３６０万トンになります．これを二酸化炭素に換算すると１３３０

万トンにもなります．また，二酸化炭素の吸収量で捉えると，年間３９万

トンになります． 

バイオマスリファインメント産業 

 集積されたバイオマスを炭素源として捉え，従来の化石系炭素資源

（すなわち原油や石炭や天然ガスなど）を代替してコンビナート化し

ます．これをバイオマスリファインメント産業として，一連の複合的な地

域密着産業を構築しましょう．裾野の広い産業構築が可能であると思

っております． 

 木質バイオマスをガス化し，それをカーボン源として化学工業系を

構築するバイオマスコンビナートの産業概念図を示します． 

 

 一連の各プロセス例を図に示します．これらのプロセスを供給する

地域の事業主体の一例を挙げてみましょう． 

 製缶業，官工事業，小型エンジン製造業，小型圧縮機製造業，電気

計装業，エンジニアリング業，粉砕機製造業，炉製造業，窯業，林業，

などなど．大きな可能性があります． 

 

 

 本件に関するご照会は，ＳＥＤ事業部長 戸村政雄（ｔｏｍｕｒａ＠ｐａｌｅ

ｔｔｅ．ｐｌａｌａ．ｏｒ．jp）までお願いいたします． 

  
防カビ剤Pro-Z Aqua      防カビ剤Pro-Z  Solve 
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に，精密に約１００μｍの穴をたくさん開けた多孔板です．これを円筒

などの形に加工して，フィルタとして使います．図に一例をお見せしま

す． 

当然ながら，写真では穴は見えません．実物では，穴が沢山あいて

います．ぜひ，実物をご確認ください．透かしてみれば，向こう側が見

えます．こんな厚板ステンレスに，こんな小さな孔が開いているなん

て・・・・・びっくりします． 

 板厚が１~２ｍｍですので，加圧フィルタ処理できます．急速濾過も

できます．そして，大きな粘性をもつような材料，例えばかまぼこの材料

（練り物）とか，ゲル状粘着剤材料などをフィルタすることもできます．生

産ラインに設置することもできるでしょう．御社の製造ラインや，御社の

製品中に組込んで頂き，高機能化して，販路開拓に活用頂きたく思い

ます． 

このフィルタについてご興味を頂きましたら，ぜひご連絡いただき，

共に開発を進めさせて頂きたくおねがいいたします． 

 

 

 

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

新連携シーズ ００６ 

【ＮＨ－Ｐｒｏｔｅｃｔ】 

工場のクーリングタワー冷却水や，循環冷却水などは，細菌類

が発生して腐敗します．また，藻のようなものが発生して，循環性

に障害となります．そこで，防腐剤を添加します． 

加工装置の切削クーラント，これも腐敗してしまいます．臭いや

機能など，快適な生産現場環境を破壊してしまいます． 

そこで，ＮＨ－Ｐｒｏｔｅｃｔをお使いください．２０ｐｐｍの希薄濃度で

効果抜群！腐敗防止に効果覿面です．クーリングタワーの冷却

水に１本投入ください．腐敗防止します． 

 貯水タンクにも一瓶投入ください．藻やヌメヌメぬるぬるを抑制し

ます．小学校の冬場のプールにも一瓶投入ください．ヌメヌメを一

掃します．消防用の貯水タンクにも一瓶投入ください．腐敗を抑制

します． 

 ＮＰ̶Ｐｒｏｔｅｃｔは安全性に実績があります．医薬部外品に活用さ

れていますので，安全です．最寄り品や化粧品としても活用され

ていますので，安全性は折り紙付きです．臭いも無し．水溶液で

すから使い勝っても抜群です．一度お試しください． 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

新連携シーズ ００７ 

【マグネタイトコロイド】 

 代表的な磁性体である，マグネタイトを水に分散安定化しました．

マグネタイトナノ粒子のコロイドです．いろいろな用途に使えると思

います．弊社では，原材料として供給させて頂きます． 

活用の一例を挙げてみましょう．①例えばＭＲＩ造影剤に活用す

べく応用が進んでいます．今後の高度医療の発展に資するものと

思います．弊社製品は，水とマグネタイト以外を含まないので，基

本資材としてお使いいただけます． 

②磁化状態の現像材としても使われています．弊社製品は，安定

剤無しですから，よけいな撹乱要因がありません． 

③磁性流体としても活用できるでしょう． 

 ぜひ，弊社製品をお試しください．ご連絡は，ｉｎｆｏ＠ｎａｎｏ－ｐｈａ

ｓｅ．ｂｉｚまで． 

事業所紹介 ：弊事業所は，新橋にあります平野技術士事
務所内にて活動しております．地図を載せます．右端の駅が新

橋です．上が東京方向です．近くまでお越しの際はぜひお立ち

寄りください （訪問前には電話をご一報ください．０９０－３６９４－

７８６４です）． 

	 

有限会社 ナノフェーズ（納諾相）研究所の連絡先 

【新橋事業所】 新橋事業所は右の地図の西新橋にありま

す．ご連絡は，☎０９０－３６９４－７８６４ ＦＡＸ０２０－４６２４－８５

５１ までお願いいたします． 

【茨城研究所】 化成品などを取扱い，試作研究等を行う施設

として，茨城研究所を展開しております．協力企業や技術士

事務所の方々の支援を頂き，日々開発を進めております． 

【ＳＥＤ事業部】 新技術・新産業の連携構築を行います． 

【ナノマテリアル事業部】 ナノマテリアル関連製品開発を行い

ます．堀石事業部長のアドレスは（ｍａｔｅｒｉａｌ＠ｎａｎｏ－ｐｈａｓ

ｅ．ｂｉｚ）です． 

各事業部の詳細は弊社サイト ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎａｎｏ－ｐｈａｓ

ｅ．ｂｉｚ をご参照ください． 

おくづけ 
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