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1．会社紹介

会社名
(設立日)
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代表者
イ・サング(李相救)

Lee Sang-Goo

技術分野 素材/センサー 主生産品
圧電単結晶、軍需用超音
波センサー(SONAR)、非破
壊検査用超音波センサー

資本金 1,162百万ウォン
売上

( 2017年)
1,428百万ウォン

住所 仁川広域市延寿区松島洞 7-39
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２．技術紹介

❑ 技術概要

• ４次産業革命のブルーチップ、センサー
- アナログのデジタル化(Atom to Bit)：その中心はセンサーによる変換
(Transformation)
- センサーが４次産業革命パラダイムの変化をリードする核心アイテム、新規

需要が急増
- センサーの性能は、まさに核心素材が左右

• 圧電素材
- 圧電素材は、機械的力と電気エネルギーを互いに変換できる特徴を持つ素材であり、現在PZTセラミック
が大半の圧電応用分野に使用されている。
- 一般的に圧電素子の価格割合は、システム自体の価格と比較すると非常に小さいか、完成品の価格割
合は大きい。また、圧電素材の品質がシステムの性能を左右し、製品の信頼性に与える影響が非常に大き
い。
- この60年間、既存の圧電素材であるPZT自体の物性が現在のレベル以上改善されていない反面、圧電
材料を応用する分野では物性が改善された素材を要求している。

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKm5bKofjaAhVFlZQKHcNoADsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.leafcats.com/64&psig=AOvVaw2OuZi0mHSn27fc3Q1QHjDx&ust=1525941383438465


２．技術紹介

❑ 技術概要

圧電単結晶新素材

アイブルフォトニックス

• 圧電単結晶
- Pb系複合酸化物圧電単結晶(例:PMN-PT)は、ペロブスカイト
(Perovskite)結晶構造を持つ強誘電性材料の一つで、従来の圧
電セラミック(PZT)に比べて圧電定数、誘電率、電気-機械結合係
数などの特性が非常に優れた新素材である。
- 圧電単結晶は、従来のPZTセラミックに比べて電気機械結合
係数が大きいし、圧電特性が優れてセンサーに応用される場合、
高感度/小型化/軽量化/電力消費減少などの長所がある。

• 圧電単結晶 first mover アイブルフォトニックス
- アイブルフォトニックスは、世界で初めてPMN-PT圧電単結晶
の量産化に成功したFirst moverとして、圧電単結晶医療用超音
波分野の市場を開拓しており、様々な圧電応用部品適用技術を
保有している。(非破壊センサー/水中音響センサー/エネルギー
ハーベスト)



２．技術紹介

❑ 生産製品群

区分 製品名 応用分野 生産形態 イメージ

素材

PMN-PT 圧電単結晶
block

超音波プローブ(医療用、
産業用)、アクチュエータ、
圧電センサー、軍事用

SONARなど

自体生産

PMN-PT 厚膜
MEMS、移動通信用レゾ
ネーター、高周波超音
波センサー(~GHz)

自体生産

応用センサー及び
部品

超音波探触子
医療用映像診断
産業用非破壊検査

(航空/半導体)

医療用
(素材供給)

半導体用
(自体生産)



２．技術紹介

❑ 生産製品群

区分 製品名 応用分野 生産形態 イメージ

応用センサー及び
部品

超音波探触子
医療用映像診断
産業用非破壊検査

(航空/半導体)

鉄鋼用
(素材供給、

ドイツ Fraunhofer)

水中音響センサー
無人潜水艇 SONAR

駆逐艦 SONAR
魚雷 SONAR

自体生産

加速度センサー/
衝撃センサー

TASS ベクトルセンサー
軍需用信管

その他圧力センサー
自体生産



２．技術紹介

❑ 既存技術との比較

d33

(pC/N)
k33 33

T S33
E

(10-12m2/N)

既存素材 PZT 593 0.42 3400 20.7

アイブルフォトニックス
圧電単結晶

1世代
(医療用)

PMN-PT 1500~2000 > 0.89 4000~7500 45~60

2世代
(軍事用)

PIN-PMN-PT 1300~1800 >0.89 4000~6000 50~70

3世代
(軍事用)

Doped PIN-PMN-
PT

1100 3300

4世代
(医療用、IVUS)

Doped PMN-PT 2860 8070

PMN-PT(Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3)
PIN-PMN-PT(Pb(In1/2Nb1/2)O3-Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3) 
PZT(Pb[Zr(x)Ti(1-x)]O3) 



２．技術紹介

❑ 既存技術との比較

(１) 電気機械結合係数(K33)
- 電気エネルギー ⇔ 機械的エネルギー間の変換効率を表す係数
- 結合係数が高いほど、小型化や低電力消費が可能
(２) 圧電定数(d33、d31)
- 電界(V/m)を認可する際に変位する程度あるいはその逆
- 圧電定数が大きいほど、微小変位制御が可能
(３) 誘電率(ε33)/圧電定数/電気結合係数が大きいほど、センサーの感度が高く、 広帯域(wide bandwidth)が
可能になり、１つのセンサーで既存の２つのセンサーを代替することができる。
(４) 弾性たわみ係数(s33)が大きいほど、低周波が可能になり、SONAR適用の際にセンサーの大きさを減らすこ
とができる。



２．技術紹介

❑ 既存技術との比較

• PMIN-PT圧電単結晶の電気機械結合係数がPZTセラミックに比べて非常に高いため、単結晶で製作し
た医療用超音波トランスデューサーがPZTトランスデューサーに比べて帯域幅(bandwidth)と感度が大きく
増加

• 2つのトランスデューサーで診断したのを１つの変換器で診断できる。

• PMIN-PT圧電単結晶を利用すれば、出力を高めることができるし(高出力)、１つのセンサーでより広い

周波数の利用ができるので(広帯域)、音響センサーの大きさと数を減らすことができる。

PMN-PTを利用した医療用超音波変換器およびSONARセンサー

PZT センサー PMIN-PT センサー PZT センサー PMIN-PT センサー



２．技術紹介

❑ 技術特徴

❖ 圧電単結晶を適用した水中武器体系(SONAR) 水中音響センサー

Improvement 

over PZT 

Ceramics

Transmit System Benefit Receptive System Benefit 

78% lower 

modulus

Reduced projector size 

OR 

Lower frequency 

Reduced sensor size 

650% higher 

piezo constant 

10-15 dB more SL @ same drive

OR 

Same SL @ 10-15 dB lower 

drive 

7 dB higher sensitivity 

OR

15 dB higher S/N ratio 

50% higher 

coupling factor 

Up to 6x greater bandwidth

Reduced channel count 

Better matching to amplifier 

Up to 6x greater bandwidth 

Reduced channel count 15 

dB higher sensor FOM 

• 高出力/高感度/運用周波数の
広帯域性能を実現可能

• ソナー(SONAR)体系センサーの
大きさと重量を1/3まで縮小設
計可能

• 潜水艦や艦艇の運用性と探知
性能が増大

NUWC, Office  of Naval Research(ONR) 

Lynn M. Ewart, et, al, “Generation II PiezoCrystal Material Properties 

And PiezoCrystal Applications”, The International Symposium on 

Piezocrystals and their Applications  July 22, 2015 



２．技術紹介

❑ 技術特徴

❖ 圧電単結晶を適用した非破壊超音波センサー

• 鉄鋼内部の欠陥探知用圧電単結晶複合体 5 MHz Phased Array
• 従来、商用化された5MHz非破壊センサーに比べて感度15dB(約5倍)、帯域幅30%増加
• 側面解像度と軸解像度が優れており、微細defect確認が可能

• SENSITIVITY: PMN-PT 1-3 composite transducer (1370 mV) is about 15dB higher 

compared to the PZT transducer (235mV).

• BANDWIDTH: -6dB bandwidth of the PMN-PT 1-3 composite transducer, 94%, is 

significantly higher than that (69%) of the PZT transducer.

⚫ 5MHz Ultrasound Phased array (Collaboration with Fraunhofer IKTS)お

PMN-PT based phased array transducer (solid line) compared to a PZT based transducer 
(dashed line) with similar sensor geometries and structure.



２．技術紹介

❑ 技術特徴

❖ 圧電単結晶を適用した非破壊超音波センサー

⚫ Piezoelectric Single Crystal 20MHz, 100MHz focused transducer

• iBULe manufactured high frequency transducer based on binary single crystal (PMN-PT) and 

confirmed commercial practicality by applying to semiconductor nondestructive system.  

• PMN-PT transducer is excellent in frequency bandwidth and duration time 

• In image test, it is possible to identify fine defect due to excellent lateral and axial resolution.

Target hole space : 70, 80, 90 um

20 MHz

Target hole space : 40, 50, 60 um

100 MHz



２．技術紹介

❑ 技術特徴

❖ 圧電単結晶を適用した血管内の超音波センサー((IVUS, intravascular ultrasound)

⚫ 45MHz PMN-PT IVUS(intravascular) transducer (fabricated by USC)

• 血管内の超音波イメージングの側面解像度(Lateral resolution)が270umから120umに向上
• 今後、4世代単結晶(doped PMN-PT)によって、より鮮明なIVUS トランスデューサー開発が可能(共同開発item)



２．技術紹介

❑ 技術適用範囲及び適用分野

• 適用可能な民需用の応用分野
- 超音波センサー： 産婦人科や腹部用の超音波トランスデューサー、非破壊検査用の超音波トラ
ンスデューサー、超音波顕微鏡
- アクチュエータ： 共振器、音響デバイス、超音波モーター、圧電プリンティングヘッド、ディーゼ
ル燃料噴射装置など
- 圧電センサー: マイクロフォン、スピーカー、加速度計
- 新再生エネルギー： 無電源無線リモコン、IoTセンサー電源、無電源人工心臓拍動器など

• 適用可能な軍需用の応用分野
- 水中ソナー体系用の高出力低周波能動センサー(Tonpilz)、ベクトルハイドロフォンや線配列セ
ンサーなど
- 無人潜水艇用のサイドスキャン・ソナーセンサーなど
- 空軍航空機用の赤外線IRセンサーなど
- 未来兵士体系用エネルギーハーベストデバイス、精密誘導武器のジャイロ加速度計など



２．技術紹介

❑ 技術適用範囲及び適用分野



３．市場現況及び見込み

❑ 韓国市場現況及び見込み
1) 圧電素材市場の現況

✓圧電素材および関連部品市場は、少量多品種であるにも関わらず、単一品目では韓国国内市場が2,700億ウォン/年、世界市場が40,000億ウォン

/年に達する比較的に大きい規模の市場を形成している。応用センサーやシステム市場を考えると100兆ウォンの市場規模になると予想される。

✓圧電単結晶素材および適用部品は、現在導入期を過ぎて成長期の段階である。

2) 圧電単結晶を適用した医療用超音波診断器市場の現況

✓韓国国内市場

- サムスンメディソン プレミアムシステム装着(1,000名、2,700億ウォン),  アルピニオン(260名、530億ウォン)

✓世界市場

- 2012年基準で、世界の超音波映像診断装置市場は、46.2億ドルと推定され、GE Healthcare、Philips Healthcare、Siemens Healthcareなどのグロ

ーバル映像診断装置の代表企業が全体市場の半分以上(55.6%)を占める。

- 韓国のサムスンメディソンは、この5年間で年平均9%の成長をしており、2012年度には約1.4億ドルで世界市場の約3.1% を占めた。

3) 軍需用SONARセンサーの現況

✓軍需用SONARセンサーの場合、 世界市場は2014年基準で34.1億ドルであり、米国とイギリスで圧電単結晶を利用したSONARセンサーの開発が

完了されたと知られている。

4) 超音波非破壊検査装備の現況

✓ 2015年産業別市場の総規模は、64億6,400万ドルで、年平均8.3%の成長をして2022年には113億8,890万ドル規模まで拡大されると見込まれる。(

サービス市場 : 47億7,930万ドル、技術市場 : 16億8,470万ドル) 

✓ 技術市場の中で最も高い売上規模を見せる技術が超音波非破壊検査であり、2015年には5億5,170万ドルで最も大きい占有率(約 33%)を示して

おり、今後も持続的に高い占有率を見せると予想される。



３．市場現況及び見込み

❑ 国内外での製品販売実績(契約含む)

韓国国内 海外

分野 企業名 納品形態 分野 企業名 納品形態

SONAR 国防科学研究所 Tonpilz
非破壊検査

超音波センサー

Fraunhofer 

(ドイツ)

圧電複合体、

共同開発

医療用

超音波

サムスンメディソン

アルピニオン
Plate



４．権利獲得現況

❑ 国内特許登録現況

No. 特許名 登録番号 登録日

1 新たな圧電単結晶基板を用いた表面弾性波フィルター 0400630号 2003-09-23

2 強誘電体単結晶及びその製造方法 0392754号 2003-07-14

3 新規の複合金属化合物及びその製造方法 0384442号 2003-05-06

4 多機能性可塑剤及びこれを含む光屈折高分子複合体 0453464号 2004-10-08

5 光記録素子用の光屈折高分子物質及びその製造方法 0432147号 2004-05-07

6 新規の圧電単結晶を利用した超音波探触子 0480876号 2005-03-24

7 優れた安定性をもつ非線形光学色素及びこれを含む光屈折性高分子の造成物 0531034号 2005-11-18

8 強誘電体単結晶を利用した単結晶性膜の製造 0552382号 2006-02-08

9 強誘電体セラミック単結晶及びその製造方法 0537137号 2005-09-14

10 強誘電性単結晶膜構造物の製造方法 10-0570586号 2006-04-06

11 強誘電性単結晶膜構造物の製造方法 10-0570585号 2006-04-06

12 高分子バインダーで改質されたポリ(メタ)アクリルレートを含む光高分子造成物 0525457号 2005-10-25

13 圧電性単結晶を利用した圧電型パネルスピーカー 10-0573729号 2006-04-18

14 多重作用振動子が具備された圧電振動子 10-0625772号 2006-09-12

15 心拍数の算出方法及び心拍数の測定装置 10-0800075号 2008-01-25

16 圧電性単結晶の成長方法 10-0980822 2010-09-01

17 圧電材料を利用したカード型自家発電充電デバイス 10-1275745 2013-06-11



４．権利獲得現況

❑ 海外特許登録現況

No. 特許名 登録番号 登録日 出願国

1
Surface acoustic wave filter using novel piezoelectric single crystal 
substrate

6545387 2003-04-08 米国

2
Ferroelectric single crystal wafer and process for the preparation 
thereof

6491889 2002-12-10 米国

3
Composite metal material preparation thereof and photocatalytic 
process using same

6468498 2002-10-22 米国

4 Ultrasonic Probe and method for the fabrication thereof 6951135 2005-10-04 米国

5
Method for preparation of ferroelectric single crystal film structure 
using deposition method

7399356 2008-07-15 米国

6
Ferroelectric ceramic compound, a ferroelectric ceramic single crystal, 
and preparation processes thereof

07527690 2009-05-05 米国

1 強誘電体単結晶及び製法 3561238 2004-06-04 日本
2 強誘電体セラミック化合物とその単結晶及びそれぞれの製造方法 4405467 2009-11-13 日本

3
Method for preparation of ferroelectric single crystal film structure 
using deposition method

4422678 2009-12-11 日本

4
Method for preparing film structure comprising ferroelectric single 
crystal layer

4727993 2011-04-22 日本

5 Piezoelectric vibrator with multi acting vibrator 4758998 2011-06-10 日本

1
Method for preparation of ferroelectric single crystal film structure 
using deposition method

100350562 2007-11-21 中国

2
Method for preparing film structure comprising ferroelectric single 
crystal layer

100459047 2009-02-04 中国

3 Piezoelectric vibrator with multi acting vibrator 101069341 2010-06-02 中国

4
Method for preparation of ferroelectric single crystal film structure 
using deposition method

HK1085306 2006-08-18 中国

5
Method for preparing film structure comprising ferroelectric single 
crystal layer

HK1082321 2006-06-02 中国

6
A ferroelectric ceramic compound, a ferroelectric ceramic single crystal, 
and preparation processes thereof 

1750995 2007-12-12 中国



４．権利獲得現況

❑ ノーハウ及びその他保有技術現況

圧電単結晶の成長技術 圧電素子およびセンサーの設計技術

• ブリッジマン成長路の設計技術を保有

• PMN-PT、PIN-PMN-PT 圧電単結晶の成長技術を
保有

• 韓国、米国、日本などに特許登録

• 国防科学研究所に圧電センサー設計技術を移転

• シミュレーションS/Wを利用した圧電単結晶応用セン
サーの設計技術

• 音響センサーおよび加速度センサの設計技術

圧電単結晶の精密加工技術 圧電素子およびセンサーの製作/組立/試験評価技術

• 圧電単結晶と関連がある軸加工、cutting、wrapping、
polishingなどの超精密加工技術

• 厚さ誤差 : < 2um

• 薄膜および厚膜 : < 10um

• 圧電単結晶応用センサーの組立および製作技術

• 非破壊検査用超音波センサー

• 水中音響センサー

• ベクトルセンサー用圧電加速度センサー

• 航空投下弾用圧電衝撃加速度センサ



5.マーケティング目標

□ 技術移転、投資誘致、輸出、共同研究、代理店など

• 軍需用SONARセンサー

1)水中音響センサー用圧電単結晶の輸出

2)水中武器体系を適用した水中音響センサーの共同開発

• 医療用超音波センサー

1)医療用の超音波センサー用圧電単結晶の輸出

• 産業用非破壊超音波センサー

1)航空/自動車/複合素材検査用の非破壊超音波センサー/システムの輸出

• 医療用血管内超音波(IVUS)センサー

1)4世代圧電単結晶を適用した先端IVUSセンサーおよびシステムの共同開発

2)センサー製作の技術移転、ODMあるいはOEM方式の輸出

3)先端IVUSセンサーおよびシステムの国内代理店



5.マーケティング目標

❑ 技術ライセンシング希望先

希望順位
技術輸出(移転)
希望バイヤー

Homepage
希望類型

(技術輸出、移転、合併など)
備考

(事前意思打診可否など)

１ Terumo

-圧電単結晶を適用したIVUSトランス
デューサーの共同技術開発、技術移転
- 圧電単結晶IVUSトランスデューサー
ODEあるいはOEM生産

２ 三菱重工業
- SONARセンサー用圧電単結晶の輸出
- SONARセンサーの共同技術開発

３ NDK

- 医療用の超音波センサー用圧電単結
晶の輸出
- 産業用非破壊超音波センサーの共同
開発/輸出

接触(２０１８年)

４ MURATA

- 医療用の超音波センサー用圧電単結
晶の輸出
- 産業用非破壊超音波センサーの共同
開発/輸出

接触(２００９年)


