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日本初のオープンなインクジェット研究開発拠点（IJ-HUB）





オープンイノベーションによるインクジェット技術開発
新規インクジェット応用のための基盤技術提供
ノウハウに依らないインクジェットの理論化、体系化
連携のための国内外の人的ネットワーク

研究開発の背景

取り組む技術領域

市場的背景
・2000年以降インクジェットの応用が拡大
・SOHO印刷からプロダクション印刷へ
・グラフィクス用途から非グラフィックス用途へ

技術的背景
・装置の大型化，産業用途化による高信頼性
の要求
・インクの高機能化への対応
・インクのレオロジー的特性の影響増大

オープンイノベーションの必要性
新開発・新用途開拓・新規事業開拓
の効率化・迅速化

組織と活動内容
山形大学
有機エレクトロニクスイノベーションセンター
インクジェット開発センター
インクジェット
コンソーシアム
（YU‐IJC）

インクジェット
研究会
（ YU‐IJWS ）

個別型
産学連携

基礎研究
応用研究
標準化
人材育成

オフィス：有機エレクトロニクスイノベーションセンター内
インキュベーション室５，インキュベーション室６
実験室：有機材料システム事業化開発センター内
実験室：204㎡，オフィス：18㎡

お問い合わせ先：インクジェット開発センター
http://inkjet.yz.yamagata-u.ac.jp/

センター長，産学連携教授
酒井真理
shinri.sakai@yz.yamagata-u.ac.jp

 コンソーシアムYU-IJC
複数の企業と課題を共有し
研究開発を推進
 研究会YU-IJWS
技術および情報を収得する
場を提供
 個別型産学連携
特定企業と連携し課題解決
に取り組む

E-mail: yu-ij@yz.yamagata-u.ac.jp
Tel: 0238-29-0566 Fax: 0238-29-0567
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コンソーシアムテーマ
＜YU‐IJC‐2018‐1＞新規機能・性能を有するインクジェットヘッドの開発
2018‐1‐A: 高粘度インク用インクジェットヘッドの開発
2018‐1‐B: 超小型インクジェットヘッドの開発

＜YU‐IJC‐2018‐2 ＞インクレオロジーと吐出特性の解析
2018‐2‐A:
2018‐2‐B:
2018‐2‐C:
2018‐2‐D:

インクレオロジー物性計測装置の開発
インクレオロジーを考慮したインクジェットシミュレーション
ミスト発生、ノズル目詰まりの解析
モデルレオロジーインクの開発

コンソーシアム・研究会参加企業（2020年9月時点）
コンソーシアムYU‐IJC‐2018
花王（株）
京セラ（株）
京ｾﾗﾄﾞｷｭﾒﾝﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ（株）
コニカミノルタ（株）
（株）シンク・ラボラトリー
セイコーインスツル（株）
東京エレクトロン（株）
（株）ミマキエンジニアリング
（株）リコー
理想科学工業（株）
ローランド ディー.ジー（株）

研究会YU‐IJWS
AGC（株）
カシオ計算機（株）
（株）小森コーポレーション
セイコーエプソン（株）
ＤＩＣ（株）
（株）Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
凸版印刷（株）
（株）日本触媒
双葉電子工業
ﾒﾙｸﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ

※コンソーシアム参加企業
は自動的参加
（協力会員）
三洋貿易（株）
西華デジタルイメージ（株）
ナックイメージテクノロジー
（株）フォトロン

主な設備
設備名称
インクジェット描画装置

メーカー，型番等
PMT
IJ‐DESK（MH2420, GEN4×2）

高精細インク観察システム 西華デジタルイメージング
インク吐出評価装置
（Drop Watcher）
CNC画像測定装置

ImageXpert Inc.
jetXpert
ニコン
NEXIV VMZ‐R３０２０

お問い合わせ先：インクジェット開発センター
http://inkjet.yz.yamagata-u.ac.jp/

E-mail: yu-ij@yz.yamagata-u.ac.jp
Tel: 0238-29-0566 Fax: 0238-29-0567
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