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生産技術センターは東芝グループの
今日を支え、明日を拓く
「モノづくりの技術としくみ」を
研究開発し、グループへ発信します。

東芝生産技術センターは、東芝グループのモノづくりのセンターとして、
「モノづくりに関する技術・しくみの研究開発」、「モノづくりのあるべき姿の発信」、
「技術・しくみのタイムリーな提供」をミッションとしています。
お客様に品質の高い魅力ある商品、サービスをタイムリーに提供できるよう、
製造拠点の製造合理化を支えるメカトロニクス技術、モノづくりのしくみを強化する
生産エンジニアリング技術、低コストかつ高機能な差異化製品を実現する製造プロセス、
解析技術などにより、東芝グループのモノづくりイノベーションをリードしていきます。

The Corporate Manufacturing Engineering Center is engaged

in R&D in manufacturing technology and system engineering that support

the Toshiba Group today and will pave the way for the future.

「モノづくり」の変革へ

材料・デバイス
プロセス技術

Material and device 
processes technology

03知識・情報
システム技術

Knowledge and
information system

technology

01
生産エンジニアリング

技術
Manufacturing engineering 

technology

02

実装技術
Electronics parts 

assembly technology 

04

光応用・画像検査技術
Optical applications and 

visual inspection 
technology

05

機械設計・製造技術
Mechanical design and 

manufacturing 
technology

06制御技術
Control technology

07

電子機器
パッケージング技術

Electronic device 
packaging 
technology

09

メカトロニクス技術
Mechatronics technology

08

The Corporate Manufacturing Engineering Center, which serves as the core for the manufacturing activities of the 
Toshiba Group, has a threefold mission: R&D of technologies and systems related to manufacturing, dissemination of 
optimal manufacturing methodologies, and provision of technologies and systems in a timely manner. 
To ensure that attractive, high-quality products and services are supplied to customers at the right time, we work at 
the leading edge of innovation in the Toshiba Group’s manufacturing activities. Among the technologies we have 
introduced are a mechatronics technology to support the rationalization of production at the Toshiba Group’s 
manufacturing sites, 
a production engineering technology to strengthen the Toshiba Group’s frame work of 
production systems, a manufacturing process that realizes di�erentiated products with low cost and high 
performance, analysis technologies, and a host of others.

電子機器・実装・制御技術領域
Electronics unit packaging and
control technology division

業務プロセス変革推進領域
Business process innovation 
division

製造プロセス・検査技術領域
Manufacturing process and 
inspection technology division

Corporate citizenship activities

 ・地球環境に有益性のある研究テーマの推進
 ・環境負荷低減に寄与する設備開発の推進
 ・技術成果の指標化による自己評価に基づいた、環境調和型生産技術開発の加速

･Promotion of research topics that benefit the global environment
･Promotion of equipment development with reduced environmental impact
･Acceleration of environmentally conscious production technologies 
  development based on self-evaluation by making a technological result index

環境調和型生産技術の開発

 ・電気、都市ガスの有効利用と削減による省エネルギーの推進
 ・廃棄物の削減と再資源化施策の徹底による廃棄物ゼロエミッションの継続
 ・グリーン調達の推進
 ・化学物質管理と水質・大気汚染防止の推進

業務プロセスでの環境負荷低減

東芝生産技術センターは「かけがえのない地球環境」を健全な状態で次世代に
引き継ぐ環境経営を推進します。

The Corporate Manufacturing Engineering Center is committed to promoting 
environmental management to maintain the soundness of the global environment 
as an irreplaceable asset for future generations.

東芝グループでは、CSRの遂行を経営方針の柱の一つに据えて、事業活動を推進
しています。
東芝生産技術センターもCSRを尊重し、生命・安全とともにコンプライアンスを
最優先に位置付け活動しています。

Toshiba Group positions fulfillment of CSR as a key management policy.
Based on our CSR goals, we are promoting our activities by according the highest 
value to human life and placing the highest priority on safety and legal compliance.

体育館をバレーボールやバスケットボール等の練習場として提供し、地域の
スポーツ・文化の発展を応援しています。また、事業場周辺の清掃活動や献血の
実施、環境インターンシップ実習生の受入を通じて、良き企業市民として社会に
貢献していきます。

We allow local residents to use the gymnasium to practice volleyball, basketball, 
and brass bands in order to support the development of sports and culture.
In addition, we organize street cleaning campaigns, promote blood donation, and 
accept environmental internship trainees as part of social contribution activities.

Corporate social responsibility

Toward Innovation in Manufacturing

CSR（企業の社会的責任）

社会貢献

Development of environmentally conscious
manufacturing technologies

･Promotion of energy conservation by e�ective use of electricity and gas
･Continuing to achieve zero waste emissions by rigorously reducing waste and
  adopting recycling measures
･Promotion of green procurement
･Promotion of chemical management and prevention of water and air pollution

Reducing the environmental impact of 
business processes

Environmental management
環境経営



DE:Digital Evolution
DX:Digital Transformation

·
·
·

Technologies for linking information

Technologies for extracting             
feature quantities from data

We research and develop practical methodologies and information system 
technology to make e�ective use of business knowledge and information. 
Applying the results to business systems, we contribute to improved productivity 
of the entire business. We are also developing technologies necessary for 
business transformation by DE/DX and creating new businesses.

事業に必要な知識や情報を有効活用するための、実用的な方法論や
情報処理技術を研究しています。研究成果を仕組みやシステムに適用
することで事業全体の生産性向上に貢献しています。また、DEやDXに
よる業務変革や新事業創出に必要な技術開発にも取り組んでいます。

知識・情報システム技術
Knowledge and information system technology

To improve global manufacturing capabilities, we are developing tools and methods based on 
industrial engineering (IE) and enhancing production control systems and manufacturing 
simulators.

グローバル生産拠点でのモノづくり力を強化するため、IE(生産工学)を起点とする
生産性向上に有効なツール・手法の開発・展開、および生産管理システムや生産
シミュレーションの高度化に取り組んでいます。

生産エンジニアリング技術
Manufacturing engineering technology

情報を連携する技術

開発設計・調達・生産から物流・保守・営業に至るエンジニアリングチェーンの
中で、さまざまな形態で出力される情報やデータ群をつなげ、複合的に解析し
可視化する技術を開発しています。コンフィグレータのような、顧客要求に対して
柔軟かつ迅速に実行するための仕組み構築とソリューション開発にも取り組ん
でいます。

We are developing technologies to link a wide range of information and data 
produced in various ways across the engineering chain, encompassing all stages 
from design, development, procurement, and production through to logistics, 
maintenance, and sales in order to realize multi-faceted analysis and visual 
representations. We are also working on development of systems and solutions 
such as configurators to flexibly and quickly implement customer requests .

Enhancement of on-site management capabilities

Strengthening of production control情報から特徴量を抽出する技術

数理解析技術やAIなどを活用することにより、形式知化した
情報から特徴量を抽出するアルゴリズム、類似事象を検索する
技術、現実的な時間内で実行するための高速化技術を研究
開発しています。対象は時系列データ、テキスト、画像、3次元
データなど多岐にわたります。 

By using mathematical analysis technology and AI, we are 
researching and developing algorithms for extracting features 
from formalized information, technologies for searching similar 
events, and technologies for speeding up execution within a 
realistic time frame. Our research covers a wide range of data, 
including time series data, text, images, and 3D data. 

Technologies for translating             
phenomena into information現象を情報にする技術

システムズエンジニアリングやビジネスプロセスマネジメント、
開発方法論などに基づく思考プロセスや業務プロセスに関
する方法論や手法と、MBSEやBPMN、MBDなどに基づく実用
的なデータモデルや定量化のアルゴリズムを研究開発して
います。これらにより現象を形式知化した情報に変換します。

We research and develop methodologies and methods related to idea 
processes and business processes based on systems engineering, 
business process management, development methodologies, and 
more. We are also focusing practical data models and quantification 
algorithms based on initiatives such as MBSE, BPMN, and MBD. These 
technologies are used to convert phenomena into explicit knowledge.

Layout design and process design

現場管理（IEの適用分野拡大）Expanding of IE application areas

情報から特徴量の抽出
Feature extraction from data

高速処理技術
High-speed computation

コンフィグレータによる自動見積り
Automatic quotation system with configurator

レイアウト設計・工程設計

３Dモデル化したデジタル仮想ラインを活用し、レイアウト
設計、工程設計の同時適正化による高効率生産ラインの短期
立上に取り組んでいます。３Dスキャナによる既存建屋内の
迅速な３Dモデル化や、最適化手法と生産シミュレーションを
組み合わせたパラメータ探索手法の開発に取り組んでいます。

Utilizing virtual 3D digital models of production lines, we are engaged in 
the short-term startup of high-e�iciency production lines through 
simultaneous optimization of layout design and process design. We are 
also engaged in the development of rapid 3D modeling of existing building 
interiors using 3D scanners and the development of parameter-searching 
methods that combine optimization methods and production simulation.

生産管理力強化

ICT/IoTを活用した生産管理システムによる生産計画や現地工事計画の高度化に取り組ん
でいます。AIなどを活用した生産管理業務効率化のアルゴリズム開発に取り組んでいます。
We are engaged in the advancement of production planning and on-site construction 
planning through ICT/IoT-based production control systems, and development of algorithms 
for improving e�iciency of production control work through AI and other technology. 

現場管理力強化

IE（生産工学）を起点として、生産拠点から製品据付・保守のフィールド現場への
現地密着型活動による課題解決に取り組んでいます。また、課題解決に適用する
AI/IoTを活用したツール・手法の技術開発と導入に取り組んでいます。
We are engaged in problem-solving initiatives through locally-based activities, from 
production bases to product installation and maintenance at field sites, based on industrial 
engineering (IE). We are also engaged in the technological development and implementation 
of tools and methods that utilize the application of AI and IoT for problem-solving.

製造ライン フィールド活動領域

従来の活動領域

据付 保守部品投入調達 加工 組立・検査 出荷・輸送設計営業

改善活動の効率化

定量把握

見える化

改善実施

効果検証

運用定着

AGV ウエアラブル

自動化・省力化を推進→恒久的な改善施策

AI ドローン

測定の省力化→見える化にデータを活用

作業実測

手元配置化 ラインバランス改善

属人的な測定

定期的な改善施策

省力化

恒久化

IoT

音声アシスト

課題抽出

Measurement

Visualization

Improvement 
measures

Verification

Establishment

Identifying 
issues

領域拡大領域拡大
思考プロセスの情報化とモデル化

Digitization of idea generation processes and modeling

Areas of activity

Conventional sphere of activitiesFuture expansion Future expansion

Manufacturing lines Fields

Technologies for extracting feature quantities from data
情報から特徴量を抽出する技術

Technologies for translating
phenomena into information

As-Is
To-Be

Technologies for linking
information

情報を連携する技術

現象を情報にする技術

Maintenance 
and services

Manufacturing InstallationPreparation for 
manufacturing

Research Development

Sales

Design

研究 開発

営業
設計 生産準備 製造 据付 保守・サービス

Sales Design Procurement Part
utilization

実ライン運用ライン適正化モデリング製造データ収集
Manufacturing data 

collection Modeling Line optimization

生産
Production

Actual line operation

Machining Assembly
Inspection

Shipment
Logistics Installation Maintenance

Moving tools closer
to workers 

Line-balancing

・注入工数
Injection 
man-hours
・製品仕様
Product 
specifications

・マスタデータ作成 Master data creation

・生産計画に活用 Used in production planning

Drones

Voice assistant Wearable

Work measurements

Optimizing improvement activities

Measures for regular improvement

Measurements depend on 
individual skills

Measurement labor savings
→Data-driven visualization

Promotion of automation and labor-saving e orts
→Permanent improvement measures

Labor-saving

Permanent 
deployment

生販連携の実現

生産シミュレーション運用プロセスとPDCA高速化の課題

Realization of production and sales cooperation
AIによる製造能力予測

Manufacturing capacity prediction by AI

Production simulation operation process and PDCA acceleration issues
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デジタルデータ
リアルタイム収集

レイアウト情報の
迅速なデータ化

3Dスキャナによる
迅速なデータ化

Real-time collection of digital data

Rapid data conversion of 
layout information

Rapid data conversion 
using a 3D scanner

生産ラインの
迅速なデジタル化
Rapid digitalization of 

production lines

生産ライン設計
運用ルール適正化

Optimization of production 
line design and operation rules

技術・技能・暗黙知の
形式知化・デジタル化

Explicit knowledge conversion and digitalization 
of technology, skills, and tacit knowledge

1

2 現状・プロセスの分析
Analysis of current status and process

現地・現物

分析結果の
フィードバック制御

Feedback control of analysis results
4

3生産計画立案

最適着工序列判定

AI 製造能力予測

案件情報
着工指示製造実績

生産スケジューラ

Cyber

Physical

Manufacturing capacity prediction

Production planning

Judgement of optimal production initiation order

Production initiation instructions

Project information

Manufacturing performance

Production scheduler 生産スケジューラ
Production scheduler

マスタ設定
Master

settings

案件情報
Project information

工場負荷
Factory load

製品パターン
Product pattern

実績
データ

新規案件
データ

Performance 
data

New project 
data

工数予測
Man-hour prediction

中日程計画
Medium schedule plans

小日程計画
Small schedule plans

AI
実績データに基づく予測

Predictions based on 
performance data

統一した「型」でデータを蓄積

高速検索用DB

・・・

・・・

Database for high-speed search

Accumulation of data using standardized models

レイアウト設計

ライン設計

流品制御

着工指示

作業者調整

Layout design

Line design

Goods flow
control

Production initiation
instructions

3Dレイアウトモデル
3D layout model

Worker 
adjustments
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３D生産シミュレーション
3D production simulation

作業シミュレーション
Work simulation

Automatic generation of 
virtual line models

Optimization of 
line operation rules

仮想ラインモデルの
自動生成

ライン運用ルールの
最適化

On-site, actual items

点群データ

BIM/CAD

Point cloud data

3Dスキャナ
3D scanner

レイアウト
設計情報

Layout design 
information

データ化
Data 

conversion

適正化
Optimization
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台車の動線の干渉評価
Interface evaluation of 

trolley flow line

2019 01A

2019 01B

稼働率
Occupancy rate

リードタイム・納期
Lead time, deadline

累積合計(金額)-注入年月日
Cumulative total (Amount of money) - Injection date

Rule and 
formulation

ルール
定式

Business knowledge
and know-how

知識
ノウハウ

システム
System

DE
DX Operation and

management 

運用・管理

Modeling 
モデリング

継続変革
Continuous
ransformation 

新ビジネス創出
To create new business 
opportunities

分析・再構築
Analysis and 
rebuilding

機能モデルモデル化
Modeling Functional model 

プロセスフローモデル
Process flow model 

信号
Signal

制御
Control計器

Instrument 

ユニット
Unit

電源
Power supply 

セ
ク
シ
ョ
ン

Se
ct
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プロセス1
Process 1

プロセス2
Process 2

情報
Data

特徴量抽出処理
Feature extraction process

from data 検索キー
Search key 

類似の情報
Similar information 

顧客仕様
Customer specifications 

モジュール引当結果
Module allocation result 

CADモデル
CAD models

顧客要求
Customer requirements

見積書
Quotations

顧客要求
Customer requirements

製品仕様
Product specifications 

モジュール
Modules

価格
Price

コンフィグレータ Configurator

図面
Drawings CAD

￥質問内容
Question

回答
Answer

出力(kW)
Output 10
回転の質
Quality of rotation

滑らか
Smooth

騒音
Noise

静音
Quiet

設置場所
Installation site

屋内
Indoor

モジュール
Modules

型式
Models

ケース
Case C・・・
回転子・固定子
Rotor/stator R・・・
シャフト
Sha� S・・・
軸受
Bearing B・・・
ファン
Fan F・・・
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エレクトロスピニング法によるナノファイバ機能膜形成
Multifunctional nanofiber membrane 

formed by electrospinning

乾燥現象のシミュレーション/機械学習活用
Simulation and machine learning of drying phenomena

原子層エッチングによる微細加工
Microfabrication by atomic layer etching 

開発薬液による基材表面の清浄化
Surface preparation by development chemical

3D配向型コラーゲンナノファイバーシート
3D-oriented collagen nanofiber sheets

半導体パワーデバイスの
シミュレーション・特性評価

Simulation and measurement of power 
semiconductor device characteristics

SCiB™製造プロセスへの適用
Applications for the SCiBTM manufacturing process

高粘度インクジェットヘッド
による省材料塗布

Coating to reduce the amount of materials 
required by high-viscosity inkjet heads

材料・デバイスプロセス技術 
Material and device processes technology

We engage in the performance enhancement and the  cost saving of the 
product and the system, development of the production engineering of the 
new product for main force business of Toshiba such as a electronic device, 
social infrastructure and the energy based on a technique about Si processing, 
the joining and the adhesion.

Si加工、接合、接着に関する技術をベースに、電子デバイス、社会
インフラ、エネルギーなど東芝の主力事業に対して、製品・システム
の性能向上、低コスト化、新規製品の生産技術の開発に取り組ん
でいます。

実装技術
Electronics parts assembly technology 

革新プロセス技術

製品性能、生産性のさらなる向上と低コスト化
を実現するため、革新的なプロセス技術の研
究に取り組んでいます。

We are engaged in research on innovative process 
technologies in order to further improve product 
performance and productivity and reduce costs.

接合・組立技術

最新の接合・組立技術、ならびにIoTを活用し
た高度な生産技術を開発し、適用製品に合わ
せてカスタマイズして展開していくことに取り
組んでいます。

We are developing cutting-edge joining and 
assembly technolog y as well as advanced 
p r o d u c t i o n te c h n o l o g y u s i n g I oT,  w h i l e  
endeavoring to customize and deploy them for 
applicable products.

Design, simulation, and evaluation technologies

Bonding and assembly technologies

Innovative manufacturing process technologies

設計・解析・評価技術

生産技術の開発効率を向上させるため、接合
プロセスを再現するシミュレーション技術や、
製品の性能を解析する技術を開発しています。

To imp r ove t h e e � ic ie n c y of  p r o du c t io n 
technology development, we are developing 
simulation technology for bonding processes 
and technology for analyzing the performance 
of assembled products.

We are committed to the R&D of processing, reaction control, and analysis technologies, aiming to 
improve production e�iciency and develop new technologies for nanoscale to meter-sized structures, 
devices, and systems, based on the understanding of mechanisms.

ナノメートルからメートルスケールまでの構造体・デバイス・システムを対象に、メカニズ
ム理解に基づいた製造プロセスや処理プロセスの生産性向上および新規技術の提案
を目指して、加工技術・反応制御技術・解析技術などを研究開発しています。 

Process, analysis and simulationプロセス・分析・シミュレーション

エネルギー・社会インフラ・電子デバイスなどの製品
製造で必要となる各種のプロセス技術および材料、
分析、シミュレーションなどのコア技術の研究開発を
進め、製品の早期量産化や生産性向上に寄与してい
ます。多機能ナノファイバー膜の形成と応用といった
ユニークなプロセス技術の研究開発を行っています。

We are promoting the R&D of various processes, 
materials, analysis, and simulation technologies, in 
order to early mass production and productivity 
improvement of produc t s such as manufac ture 
energy, infrastructure, and electronic systems and 
devices. Our R&D e�orts also include unique process 
technologies such as for the fabrication of multifunctional 
nanofiber films and their application to products and 
digitization of manufacturing processes.

塗布プロセス、真空プロセス、薬液プロセス、流体
制御などに関する多くの技術や知見をベースとして、
実験装置を設計・試作し、最新の計測技術やシミュ
レーション技術を適用した解析・評価を行うことで、
プロセスの性能向上や低コスト化を実現します。
また、新規デバイスのコンセプト提案から基礎設計、
試作による実証を行い、新規製品の上市に向けた取
り組みを行っています。

Drawing on our many technologies and expertise relating 
to coating processes, vacuum processes, chemical 
processes, f luid control and more, we design and 
manufacture prototype equipment and analyze and 
evaluate it using the latest measurement and simulation 
technologies to improve process performance and 
reduce costs.
We also propose concepts for new devices, perform basic 
design, and conduct prototyping trials with the aim of 
launching new products. 

新規デバイス開発とプロセス応用 New devices and process applications

はんだ接合部の故障例
Failure case of solder joint

クラック
Crack

基板
Substrate

チップ
Chip 

はんだ
Solder

はんだ流動シミュレーション
Flow simulation of solder paste

①Dosing ②Purge 

④Pump ③Etching

クラック進展解析
Crack progress analysis

電気抵抗解析
Electrical resistance analysis

クラック
Crack Crack length

El
ec

tr
ic

al
 

re
si

st
an

ce

OK

NG形状データ
Shape data

クラックデータ
Crack data

設計段階で故障を予測する解析技術
Analysis technologies to predict failures in the design phase

プラズマ改質接合
Plasma-activated bonding

貴金属触媒を用いたエッチング
Metal-assisted chemical etching

アルミニウム
Aluminum

シリコーンゴム
Silicone rubber

引張り試験機
Tensile testing 
machine

樹脂と金属を接着剤レスで直接接合
Direct bonding of resin and metal without adhesive

シリコンの微細・高アスペクト比加工を実現
Fine and high aspect ratio etching of silicon

パワーモジュール
Power module

加工点センシング技術による製造IoTの実現
IoT for manufacturing using processing point sensing

銀ナノ粒子を用いたチップ接合
Die bonding using Ag nanoparticle sintering

電極
Electrode

銀ナノ粒子
Ag nanoparticle

焼結
Sintering

半導体チップ
Device chip

焼結接合部
Sintered bonding layer

焼成前
Starting materials

銀ナノ粒子のSEM像
SEM images of Ag nanoparticles

焼成後
A�er sintering

100nm

200nm

ワイヤボンディング
Wire bonding

センシング技術
Sensing technology

加工点センシング
Processing point sensing 

異常検知

AI

Anomaly detection

開発薬液
Development 

chemical

高輝度、低炎症
High luminance, 

low inflammation

ディープニューラル
ネットワーク
Deep neural network

再生医療向け
For regenerative 

medicine

デバイス構造・特性解析
Device structure and 

characteristic analysis

プローバ針当て
Prober needle pad

インクジェットヘッド
Inkjet head

半導体ウエハ半導体ウエハ半導体ウエハ
Semiconductor waferSemiconductor waferSemiconductor wafer

セパレータ形成技術
Separator forming technology

粒子分散技術
Particle dispersion 

technology

High-speed camera Simulation
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nt
 o
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温
度

水
分
量
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重量40％低減の3Dプリンタ適用形状
40% weight reduction design for additive manufacturing

流速
Velocity

送風ファン
Fan

交番応力
alternating stress

短
short

寿命
fatigue life

長
long

大
high

小
low

構造体のトポロジー最適化
Topology optimization of structures

洗濯機の磁場-構造-音響連成解析
Noise analysis of washing machines

疲労試験および寿命予測シミュレーション
Fatigue test and fatigue life prediction

鉄道用空調装置の流体解析
Fluid analysis of air-conditioning system for trains

大型構造物の3次元計測技術
3D measurement technology for large structures

射出成形技術と品質モニタリング・自動制御
Injection molding technology and

quality monitoring/automatic control

We use optical technology for R&D of new products. We do research and development of 
advanced sensing technology and laser processing technology to add value to products, and 
automatic visual inspection technology to guarantee product quality.

光学技術を新製品の研究や開発に活用しています。先端的なセンシング技術や、
製品の付加価値を高めるレーザ加工技術、製品品質を保証する自動外観検査技
術の開発に取り組んでいます。

光応用・画像検査技術
Optical applications and visual inspection technology

機械設計・製造技術
Mechanical design and manufacturing technology

検査・画像処理技術

AI・画像処理技術を応用し、製品の外観検査や設備の異
常検知を人間と同じように実行できる自動検査技術を開
発しています。また、製造現場への導入・運用をより簡単
に、効率的に行うための技術開発も行っています。

Applying AI and image processing, we are developing 
automatic insp e c t ion te chnolog y enabling v isual 
inspection of products and abnormality detection of 
equipment with stability comparable to that achieved by 
human operators. We are also developing technologies to 
facilitate installation and operation of this inspection 
technology at manufacturing sites.

センシング技術

溶接部の微細な欠陥を非接触で検出できる光切断法や
音源を可視化するマイクアレイセンサを使った検査技術
を開発しています。また、環境ガスのセンシングに有効な
量子カスケードレーザとこれを応用した遠隔ガス検知技
術を開発しています。

We are developing inspection technology using a light-section 
method capable of non-contact detection of minute weld 
defects, and using a microphone array sensor to visualize the 
sound source. We are also working on quantum cascade laser 
technology suitable for trace gas analysis, as well as optical 
measurement technology using quantum cascade lasers.

Laser processing

Sensing technology

Inspection and image processing technology

レーザ加工

光学シミュレーション、現象分析、熱流体解析などを活用し、
溶接、表面処理、3Dプリンタプロセスなど、様々なレーザ
加工技術を開発しています。またAIにより加工プロセスを
制御する技術にも取り組んでいます。
We are developing various laser processing technologies, 
including those for welding, surface modification, and 3D 
printing, utilizing optical simulation, phenomenon analysis, 
and thermal fluid analysis. We are also working on AI-based 
technology to control the laser process.

We are developing structural design technologies taking manufacturability into account as well as 
innovative manufacturing technologies to enhance the degree of design freedom, both of which are 
being applied to advanced products.
We are also conducting R&D in various design and manufacturing technologies, including numerical 
analysis, reliability, 3D printing, high-precision machining, and die and molding technologies.

製造性を考慮した製品構造の設計技術、設計の自由度を向上させる革新的製造技術
を開発し、先端製品に適用しています。数値解析、信頼性、3Dプリンタ、精密加工、
金型・成形など、設計・製造技術の研究開発に取り組んでいます。

Mechanical design and reliability technology機械設計･信頼性技術開発

製品の最適な構造や製造プロセスを実現するために、
構造、熱・流体、振動・騒音などの最新のシミュレーション
技術や、疲労・クリープなどに対する長期信頼性評価技術、
構造体の形状を最適化するためのトポロジー最適化技
術を開発しています。また、連成解析手法の開発にも取り
組んでおり、洗濯機の騒音解析の事例があります。

In order to optimize the structures of and manufacturing 
processes for various products, we are developing 
advanced simulation technologies including structural, 
thermo-fluid, and vibration-noise analysis technologies for 
the assessment of long-term reliability with respect to 
fatigue, creep, and other factors as well as a technique for 
topology optimization of structures. In addition, we are 
developing coupled analysis methods for noise of washing 
machines.

エネルギー・インフラ等の大型機器から小型の情報機器に至るまで、
高精度部品の製造には加工・成形・計測技術が欠かせません。また、
大型構造物の組立工程に非接触3次元計測技術を適用しています。
近年、部品品質向上への要求は高まっており、加工プロセスにおい
て、工具・被削材・金型で瞬時に発生する異常を捉えるモニタリング
技術の高度化に加え、その原因を即座に分析、フィードバックするこ
とが求められています。将来の姿として、センシングデータや製品の
出来栄え等の膨大な情報を学習し、ものづくりを行いながら品質を
保証する、独自の製造IoT、CPS技術の開発に挑戦しています。

Machining, forming, and measuring technologies are essential for the 
manufacture of high-precision components for all types of products, ranging 
from large energy and infrastructure equipment to small information devices. 
We also apply non-contact 3D measurement technology to the assembly 
process of large structures. 
To meet the growing demand for enhancement of parts quality, it is necessary 
to improve monitoring techniques to detect anomalies of tools, materials, 
and dies during machining processes and to analyze and feed back their 
causes immediately. We are developing unique manufacturing IoT and CPS 
technologies that utilize huge amounts of data, such as sensing and parts 
quality data, in order to guarantee product specifications.

高精度加工・成形部品
High-precision components

Component manufacturing process technology部品製造プロセス開発

Camera
カメラ

Light
照明

Computer
計算機

Result
検査結果

Virtual images of no defects
仮想良品画像

Compare
比較

Inspection
検査

Learning
学習

Input image
検査画像

Images of 
no defects

良品画像

溶接
Welding

マーキング
Marking

表面改質（濡れ性制御）
Surface modification

3D造形
3D printing

現象解析
Phenomenon analysis

熱流体解析
Thermal fluid analysis

加工前
Before processing

加工後
A�er processing

穴あけ
Drilling

光学設計
Optical design

※本技術開発は経済産業省委託事業「次世代型産業用3Dプリンタ技術開発及び超精密
三次元造形システム技術開発」によるものです。
This technology development is a project commissioned by the Ministry of Economy, Trade 
and Industry, "Development of next-generation industrial 3D printer technology and 
development of ultra-precision 3D modeling system technology."

※

AI画像検査アルゴリズム
AI image inspection algorithm

Device

ラインレーザ
Line laser

製品
Product

ステージ
Stage

3Dカメラ
3D camera

穴欠陥
Hole defect

凸欠陥
Protrusion defect

High

Low

光切断三次元計測装置による
溶接形状評価

マイクアレイセンサーを用いた
音源可視化

Visualization  sound sources using
a microphone array sensor

Weld shape inspection using
a 3D measuring device　

異音発生

異音発生

量子カスケードレーザを用いた
遠隔ガス検知

Board

Abnormal noise

Abnormal noise

基板

Microphone (24 channels)
マイク（24h）

最大サイズ
Maximum size

Steam turbine
蒸気タービン

Industrial motor
産業用モータ

Optical lens
光学レンズ

水槽

モータ
motor

tub

Remote gas sensing technology using 
quantum cascade laser

AI

素子：0.4×4mm

High

Low

流動解析
Flow analysis

精密成形
Precision molding

製造IoT
Manufacturing IoT 

レーザートラッカー

反射鏡

Laser tracker

Reflector

*
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We research and develop motor design, motor robot control, and EMC design 
technologies for various businesses of the Toshiba Group, including its social 
infrastructure and electronic device businesses.

社会インフラ、電子デバイスをはじめ東芝グループのさまざまな事業
に向けて、モータ設計技術、モータ・ロボット制御技術、EMC設計
技術の研究開発に取り組んでいます。

制御技術
Control technology

In order to accelerate time-to-market of the new products or strategic products for Toshiba 
group, we have been developing a wide range of mechatronics equipment such as robots, 
manufacturing machines, testing machines and prototypes utilizing leading-edge mechatronics 
and simulation technologies.

東芝グループの戦略製品や新製品を具現化するため､最先端のメカトロニクス
技術やシミュレーション技術を駆使して､製品試作品､研究試験機､新たな発想の
ロボット､生産に必要な設備など､幅広いメカトロニクス機器を開発しています｡

メカトロニクス技術
Mechatronics technology

電磁ノイズ測定や電磁界シミュレーションなどを活用して、
さまざまな製品の電磁ノイズに関する技術を開発してい
ます。

We are developing technologies related to the electromagnetic 
noise of various types of products by using electromagnetic 
noise measurements, electromagnetic field simulations, and 
other techniques.

メカトロニクス技術を活用した自動化・省人化の
要素技術開発に取り組んでいます。最新のメカ
トロニクス技術を集結した次世代ロボットや、
製造現場の情報をデジタル化するIoT技術の開
発も行っています。

We are developing fundamental technologies 
f o r  automation and labor-saving util izing 
m e c h a t r o n i c s .  W e  a r e  a l s o  d e v e l o p i n g  
next-generation robots, which embody the latest 
mechatronics technologies, and IoT technologies 
that digitize information on manufacturing sites.

生産能力・コスト・品質など、事業や製品の要
求にマッチした新規製造装置を開発するとと
もに、最適な製造ラインにインテグレーショ
ンします。

We ar e d e ve lo ping n e w manuf a c t ur ing 
equipments to satisfy a broad range of business 
a n d p r o d u c t  r e q u i r e m e n t s  i n  te r m s o f  
production capacity, cost, quality, and other 
factors, for creation of optimal manufacturing 
lines.

製造ライン・設備開発

高効率や低騒音といった製品の付加価値を向上する制御
システムを実現するために、回路、ソフトウェア、制御アル
ゴリズムなどを開発しています。

We are developing circuits, so�ware, and control algorithms 
to realize control systems that add value to products through 
enhancements such as high e iciency and low noise.

Motor designモータ設計

磁界解析、構造解析などを駆使した磁気回路設計により、
高性能なモータを開発しています。また、モータの生産性
向上に寄与する製造技術を開発しています。

We are developing high-performance motors using magnetic 
circuit design by leveraging magnetic field, structure, and 
other types of simulations. We are also developing production 
technologies that help improve the productivity of motors.

Motor and robot controlモータ・ロボット制御

Electromagnetic compatibility designEMC設計

ロータ ステータ
Rotor Stator

組立・接合
Assembling/Jointing

Inspecting/Measuring
検査・測定 次世代プロセス

高速・高精度組立設備
Assembly machines with high speed and precision

Processing

Processing machines with high precision

Next-generation processing

Next-generation processing machines

加工

高精度加工設備

実装検査設備 次世代プロセス設備

制御システム
Control system

Development of advanced fundamental technology

Manufacturing line and facility development technology

先行要素開発

検査画像

モータ
Motor

磁気回路設計
Magnetic circuit 

design

構造設計
Structural 

design

モータ製造
Motor 

manufacturing

制御アルゴリズム開発
Control algorithm development

回路・ソフト開発
Circuit and so�ware development

製品(例)
Products (examples)

電磁ノイズ測定
Electromagnetic noise 

measurement

電磁界シミュレーション
Electromagnetic field 

simulation

回路シミュレーション
Circuit simulation

事業要求にあった各種製造設備・ラインの開発
Development of optimum manufacturing lines and machines  for various business units

モータ駆動システム
Motor drive system マイコン

Microcomputer

産業用ロボット
Industrial robot

最適な製造ライン
Optimum manufacturing lines

Image for
inspection

Inspection machines

定型
Box

複雑形状
Complex

不定形・光沢
Deformable,

Luster

メーター読み取り
Meter reading

稼働監視
Operation 
monitoring

ピッキングロボットによる部品供給自動化
Automation of parts supply by picking robots 

スポット溶接検査ロボット
Spot Welding Inspection Robots

AGV/AMRによる運搬自動化
Automated transportation with AGV/AMR

ダッシュボード
Dashboard

製造現場の情報をデジタル化するIoT技術
IoT technology that digitizes information on manufacturing sites

旧型設備の人手操作を自動化する
あやつりTM制御技術
Retrofit automation for manual operation of 
existing equipment

Get screen signal

Judgment

Generate keyboard and mouse/
touch input signals     

画面信号を取得

信号分岐

判断

キーボードやマウス/
タッチの入力信号を生成

Signal branch

信号入力
Signal input

モニタ
Monitor

VGA etc.

入力機器
Input device

VGAなど

Production
equipment

製造設備

パワーデバイス
Power device

電磁ノイズ
Electromagnetic noise
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生産技術センターで保有するプロセス技術、メカトロニクス技術をもとに設計した製造装置や
部品・金型を熟練した加工・組立・配線技能で具現化し、国内外の東芝グループ製造拠点へ
提供しています。
We have been providing Toshiba group with manufacturing machines, parts and dies which are designed by 
utilizing process and mechatronics technologies  in CMC and assembled by highly skilled workers.

Examples of parts and dies
キーパーツ、金型事例 

Examples of manufacturing machines
製造装置事例 

Assembling and wiring area
組立配線ショップ

Manufacturing area
加工ショップ

部品の品質向上のために3次元CADデータや様々な計測機器を活用し、
高精度部品の測定技術を開発しています。
国家標準にトレーサブルな校正で計測器の精度を確保しています。
We are developing measurement and evaluation technologies in order to improve the quality of 
mechanical parts and components by using 3D CAD data and various measuring equipment.
We ensure the accuracy of measuring instruments through the seamless traceability of calibration 
records to national standards.

Certificate of Accreditation by Japan Calibration Service System (JCSS) 
JCSS校正事業者登録証

3D coordinate measurement
三次元座標測定

Calibration of gauge block 
ブロックゲージ校正

Surface profilers
表面形状・粗さ測定

Non-contact surface profiling
非接触式表面形状測定

計測技術
Measuring and evaluation

電子機器パッケージング技術
Electronic device packaging technology

装置・部品・金型製造
Machinery, parts, dies manufacturing

SMT実装開発[1]
先端実装技術
はんだ開発
実装ライン

部品解析技術
良品解析
非破壊観察
ユーザーテスト

部品技術開発
プリント配線板、受動部品、機構部品(コネクタ、ハーネス）
半導体、低コスト・小型部品、ベンダ開発、品質対応

Development of SMT mounting technologies
Advanced mounting technologies
Solder development
Mounting line

Component analysis technology
Non-defective item analysis
Non-destructive observation
User test

信頼性評価技術
機械的評価（荷重試験、歪測定等）
温湿度劣化評価(温度サイクル等)
複合評価（HALT[2]）

Reliability evaluation technologies
Mechanical evaluation (e.g., load test, stress measurement)
Temperature-humidity deterioration evaluation (e.g., temperature cycling)
Combined evaluation

物理化学分析
環境対応
材料物性調査
品質問題対応

Physicochemical analysis
Environmental solutions
Material property study
Quality solutions

Development of component technologies
Printed wiring board, Passive devices, mechanical parts 
(connectors and harnesses), semiconductors, 
Cost reduction, component size reduction, 
vendor development, quality improvement

実装基板評価技術

電子機器の信頼性を担保し、高性能・多機能化を実
現するために、各種評価技術によるプリント配線板
や電子部品の開発、信頼性評価の高度化、物理化学
分析による品質管理の高精度化に取り組んでいます。

To guarantee reliability and achieve high performance 
and multifunctionality of electronic devices, we are 
developing printed wiring boards and electronic 
components through various evaluation technologies, 
the improvement of reliability evaluation, and the 
improvement of precision in quality control through 
physicochemical analysis.

[2]HALT：Highly Accelerated Limit Test

先端実装プロセス技術

次世代半導体パッケージや狭ピッチ小型部品の評
価技術を駆使し、電子部品、実装材料開発（はんだ
ペースト、接着補強材など）および先端実装プロセ
スの開発に取り組んでいます。

Drawing on our evaluation technology for next-
generation semiconductor packages and small parts 
with a narrow lead pitch, we are developing electronic 
components in addition to assembly materials (such 
as solder paste and adhesion reinforcing members) 
and cutting-edge surface-mount processes.

Developing tools for product development

Surface-mount processes technology

Mounted circuit board evaluation technology

製品開発のためのツール開発

効率的な製品開発のために独自ツールを開発し、
基板単体とエレメカ連携による製品全体の設計技術
および信頼性評価技術の高度化に取り組んでいます。

To achieve the desired performance of Toshiba Group products at a reasonable cost, we are 
developing circuit board assembly technology that directly facilitates product development, 
combining various technologies and developments such as CAD/CAE simulation technology, 
advanced electronic component evaluation technology, development of printed wiring 
boards, advanced mounting processes technology, and physicochemical analysis technology.

東芝グループ製品の性能を適正コストで実現するために、CAD/CAEシミュ
レーション技術、先端電子部品の評価技術、プリント配線板の開発、先端
実装プロセス技術および物理化学分析技術などを連携させることにより、
製品開発直結の基板技術開発に取り組んでいます。

We develop our own tools for e�icient product 
development and work to advance overall product 
design technology and reliability of evaluation 
technology through the linking of circuit board units 
with electromechanical technologies. 

基板の寿命予測技術
（CAEおよび自社製ツール）

エレメカ連携による
協調設計チェック（自社製）

設計データを可視化する
レビューツール（自社製）
Review tool for visualizing 

setting data (Toshiba)
Collaborative design check through linking of 

electrical and mechanical technology (Toshiba)
Circuit board life prediction 

technology (CAE and Toshiba tool)

実装ライン
Mounting line

実装基板
Mounting board

プリント配線板のX線観察
X-ray observation of
printed wiring board

信頼性試験によるはんだクラック断面
Solder crack cross-section 

through reliability test
HALT試験機

HALT testing machine

物理化学分析技術の開発（イメージ）
Development of physicochemical 

analysis technology (image)

半導体パッケージ
Semiconductor package 

(20mmx20mm) 

プリント配線板
Printed wiring board

(100mmx100mm)

[1]SMT：Surface Mount Technology
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1970
Founding of the Manufacturing 
Engineering Laboratory

▲1970年
生産技術研究所発足

1983
Concentrated in Shin-Sugita
(Yokohama Facility Administration Center).

▲1983年
新杉田地区（横浜事業所内）に集結

1992
New laboratory building is completed.

▲1992年
「新研究棟」を磯子地区に設立

1999
The center is renamed the Corporate 
Manufacturing Engineering Center.

▲1999年
生産技術センターに改称

1970 1980 1990 2000 2010

鉄道用All-SiC
モジュール
All-SiC modules
for rail traction

2018

He充塡HDD用
レーザー溶接封止
自動化ライン
Automatic laser welding 
and He-sealing line for 
He-sealed nearline HDDs

2018

14 15

1970年 ： 生産技術研究所 発足
1983年 ： 新杉田地区（横浜事業所内）に集結し、
 クリーンルーム、精密機器関連設備を強化
1989年 ： 生産技術学院を開設
1990年 ： 工機センター（（現：メカトロソリューション推進部）を磯子地区に設立
1992年 ： 新研究棟を磯子地区に設立し、事業所名を生産技術研究所に変更
1997年 ： ISO-14001認証取得
1999年 ： 名称を生産技術センターに変更し、東芝グループの
 生産技術センターとしてスタート
2001年 ： 子会社（株）マニュファクチャリングソリューション設立
2010年 ： 横浜事業所に統合
2020年 ： 創立50周年

1972年 ： 大越記念賞 ： 人工衛星の開発に使用された「高精度球面軸受」
1980年 ： 日刊工業新聞10大新製品賞 ： 「金属ミラー加工装置」
1982年 ： 大河内記念生産賞
　　　　  「レーザ溶接を主体とするカラーブラウン管用小型電子銃の量産技術」
1988年 ： 精密工学会賞 ： 「ステップ溝動圧空気軸受の特性と応用」
1996年 ： 大河内記念賞 ： 「ニッケル水素二次電池の開発」
1998年 ： 大河内記念生産特賞
 「ノート型パソコンの生産技術開発とその応用」
1999年 ： 大河内記念技術賞
　　　　 「薄型・大トルク・低騒音ブラシレスＤＣモータの製造技術開発」
2000年 : 電気科学技術奨励賞（オーム技術賞）
　　　　 「高速ワイヤボンディング装置の開発と実用化」
2002年 ： 黄綬表彰受賞 ： 「金型手仕上工」
2003年 : レーザ―学会進歩賞 ： 「10kW級ロッド型LD励起レーザ」
2010年 : 精密工学会高城賞
　　　　 「液滴塗布ヘッド内におけるレーザ生成気泡の挙動観測」
2012年 ： 黄綬表彰受賞 ： 「金属手仕上工」
2015年 ： 市村産業賞貢献賞受賞：「可変磁力モータの開発」

生産技術センターの沿革 History of the Corporate Manufacturing Engineering Center 主な外部団体からの表彰一覧

1970 : Founding of the Manufacturing Engineering Laboratory.
1983 : Concentrated in Shin-Sugita (Yokohama Facility Administration Center) 

to improve facilities for clean rooms, precision machinery and 
associated equipment.

1989 : The Manufacturing Engineering Education Center is established.
1990 : The Mechatronics Engineering Solution Department has been formed in 

Isogo.
1992 : A new laboratory building is completed. The facility is renamed the 

Manufacturing Engineering Research Center.
1997 : Gained ISO 14001 certification.
1999 : The center is renamed the Corporate Manufacturing Engineering Center 

and starts operating as the manufacturing technology center of Toshiba 
Group.

2001 : A subsidiary, Manufacturing Solution Co., Ltd., is established.
2010 : Unified to Yokohama Works
2020 : 50th anniversary since founding.

1972 : Okoshi Commemorative Award for High-Precision Spherical Bearings applied in 
the development of artificial satellites.

1980 : Nikkan Kogyo Newspaper’s Top-ten New Product Award for Metallic Mirror 
Turning Machine.

1982 : Okouchi Production Prize for Automatic Assembling Machine for Color CRT 
Electron Guns.

1988 : Precision Engineering Society Award for Features and Applications of 
Stepped-Track Dynamic-Pressure Pneumatic Bearing.

1996 : Okouchi Grand Technology Prize for Development of a Nickel Hydrogen 
Secondary Battery.

1998 : Okouchi Grand Production Prize for Development and Practical Application of 
Manufacturing Technology for Notebook Personal Computers.

1999 : Okouchi Technology Prize for Flat, Quiet-running Brushless DC Motor with High 
Torque.

2000 : Electrical Science and Engineering Award (OHM Technology Award) for 
Development and Utilization of High-speed Wire Bonder.

2002 : Yellow Ribbon Medal award : Metallic mold manual finish
2003 : Laser Society Advancement Award for 10kW Diode-pumped YAG Laser with Rod 

Geometry.
2010 : Precision Engineering Society Takagi Award for Observations on Behavior of 

Bubbles Generated by Laser Focusing in a Piezo-Driven Inkjet Head.
2012 : Yellow Ribbon Medal award : Metal manual finish
2015: Contribution Prize of Ichimura Industrial  Awards for development of 

variable-magnetic-force motor.

DNA of the Corporate Manufacturing Engineering Center生産技術センターのDNA

History of awards won                                                                          
by the Corporate Manufacturing Engineering Center

1972

高精度球面軸受
High-precision
spherical bearings

1978

VTRシリンダ一貫加工ライン
VCR-cylinder continuous
machining line

1974

シリコンウェハ
ラッピング
Silicon wafer lapping

1979

大出力CO2

レーザ発振器
High-power CO2

laser oscillator

1979

高速全自動
ワイヤボンダ
High-speed
fully automatic
wire bonder

1984

レーザプリンタ用
ポリゴンスキャナ
Polygon scanner for
laser printer

1988

非球面プラスチックレンズ
の金型・成形
Metal molds and molding
of aspherical plastic lenses

1982

扇風機組立FAPSライン
Electric fan assembly
FAPS line

1987

次世代組立ロボット
Next-generation
assembly robot

1990

分解能2.5nm
超精密CNC加工装置
Super-precision CNC machine
with 2.5nm resolution

1994

カラー液晶OLBライン
Color liquid crystal OLB line

1997

ノートPC用0.8mm厚
マグネシウム合金筐体成形
Molding of 0.8-mm-thick magnesium
alloy housing for notebook PCs

1998

半導体パッケージ用
フリップチップボンダ
Flip-chip bonder for
semiconductor
device packaging

2001

10kW級LD励起YAGレーザ
Laser diode pumped YAG laser

2004

シリコーンウェハの
研磨技術
Chemical mechanical
polishing (CMP)

2007

HDD組立自動化ライン
Automatic assemble
line for HDD

2021

IH方式焼嵌め装置
Shrink-fit equipment using 
induction heating for 
on-vehicle generator 
manufacturing processes

2003

微侵襲血糖計
Less invasive blood 
glucose monitor

2008

ワンステップ型
免疫測定システム
One-step protein chip system

2008

MEMSデバイス
MEMS device

1992

TFT-LCD用小型枚葉
アレイ洗浄装置
Compact single-substrate
cleaning system for TFT LCDs 2000

空調機用 集中巻モータと
ベクトル制御
Concentrated winding motor and 
vector control for air conditioners

1998

分割ステータコア
洗濯機DDモータ
Split stator core washing
machine DD motor

1993

空調機用 永久磁石
モータとセンサレス制御
Permanent magnet motor and 
sensorless control for air conditioners

2009

2010

光・熱設計
Thermo-optical
simulation

ランドリー用可変磁力
モータとインバータ
Variable magnetic flux motor and
inverter for washing machine

2021

空調機用 オープン巻線
モータシステム
Open winding motor system 
for air conditioners

X線CT画像処理
X-ray CT image processing

2009

車載用IGBT
モジュール
IGBT module for 
HEV/EV

2013

2010

液滴塗布装置
The inkjet coating 
equipment

2011

高スループット
枚葉洗浄装置
High-throughput 
wet single-wafer
cleaning equipment

2016

2016

SCiBTM注液・
封口装置
Electrolyte filling 
and sealing 
equipment for SCiBTM

インフルエンザ
迅速検査システム
Rapid influenza 
inspection system


