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九州・沖縄地域公設試験研究機関等
ガイドブック2019

経済産業省 九州経済産業局
九州・沖縄地域産業技術連携推進会議

公設試等活用のすすめ

innovation
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技術で”困ったら”公設試の技術相談へ!
公設試はモノづくりを応援します。

技術で”困ったら”
◆現在の製品を改良して付加価値をつけたい
◆現場のトラブルを解消したい
◆工場の自動化・省力化をすすめたい
◆新しい技術を身につけたい
◆製品の機能や性質を調べたい
◆試作を行いたい
◆機械・装置の改良を行いたい
◆技術者を育成したい
◆その他、技術に関わるご相談

公設試の利用方法

お申込み

電話・Webで申し込みを受け付
けます。

技術相談 秘密保持 無料

専門研究員が皆様の課題を丁寧に
お伺いし、適切なサービスにおつな
ぎします。

主な支援メニュー

機器・設備利用

依頼試験・分析

共同・受託研究

有料

有料

有料

【専門研究員によるサポートあり】
機器・設備の開放をしております。
試作、測定、分析にお役立て下さい。

【報告書・成績書発行】
依頼に基づき、分析・測定・評価・
加工・鑑定等を行います。

企業の応援開発や試作・製品化の
支援を行います。ご相談下さい。

人材育成

情報提供

連係機関紹介

中小企業技術者の養成及び能力向上
を図ります。
・技術講習会・技術セミナー・技術研修

支援メニューや研究成果に関する
情報発信を行っております。
・技術シーズ発表会・ネット配信
・施設見学会

有料/無料

無料

個別に対応できない場合、連携機関を
ご紹介し、課題解決のお手伝いをします。

無料

ノウハウ・研究成果利用

共同研究 受託研究

解析結果
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機関名 所在地

福岡県工業技術センター 福岡県筑紫野市上古賀3-2-1

佐賀県工業技術センター 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114

佐賀県窯業技術センター 佐賀県西松浦郡有田町黒牟田丙3037-7

長崎県工業技術センター 長崎県大村市池田2丁目1303-8

長崎県窯業技術センター 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2

熊本県産業技術センター 熊本県熊本市東区東町3-11-38

大分県産業科学技術センター 大分県大分市高江西1-4361-10

宮崎県工業技術センター 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16500-2

宮崎県食品開発センター 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16500-2

鹿児島県工業技術センター 鹿児島県霧島市隼人町小田1445-1

沖縄県工業技術センター 沖縄県うるま市字州崎12-2

機関名 所在地

国立研究開発法人産業技術
総合研究所九州センター

佐賀県鳥栖市宿町807-1

九州・沖縄地域公設試験研究機関等一覧

１．公設試

２．産総研

３．農林水産省関係機関
機関名 所在地

国立研究開発法人農業・食品
産業技術総合研究機構
九州沖縄農業研究センター

熊本県合志市須屋2421
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公設試験研究機関等の紹介

１．福岡県工業技術センター
２．佐賀県工業技術センター
３．佐賀県窯業技術センター
４．長崎県工業技術センター
５．長崎県窯業技術センター
６．熊本県産業技術センター
７．大分県産業科学技術センター
８．宮崎県工業技術センター
９．宮崎県食品開発センター
10．鹿児島県工業技術センター
11．沖縄県工業技術センター
12．産業技術総合研究所九州センター
13．農業・食品産業技術総合研究機構

九州沖縄農業研究センター
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福岡県工業技術センターの概要

化学

【対応可能分野】

繊維 バイオ 食品 製紙

木材 デザイン 金属 機械 加工

電気 その他

【支援メニュー】

企画管理部・化学繊維研究所

〒818-8540 筑紫野市上古賀3-2-1
TEL 092-925-7721（代表） FAX 092-925-7724

生物食品研究所

〒839-0861 久留米市合川町1465-5
TEL 0942-30-6644（代表） FAX 0942-30-7244

インテリア研究所

〒831-0031 大川市上巻405-3
TEL 0944-86-3259（代表） FAX 0944-86-4744

機械電子研究所

〒807-0831 北九州市八幡西区則松3-6-1
TEL 093-691-0260（代表） FAX 093-691-0252

企業の競争力向上や事業の拡大に貢献し、その成果を企業での事業化につなげ
ていきます。さらに、企業のニーズ把握を行い、出口戦略を持って進めて行きます。

○研究開発

生産現場のものづくりを担う人材や新たな技術を開発する人材の育成を目指し、
受託研修や技術講習会などを行います。

○人材育成

企業が求める製品開発などの相談は、職員が連携・協力し効率的に達成する組織
連携型の技術相談対応を推進し、的確な支援を進めます。

○技術相談

企業等と工業技術センターとの間で十分に理解を深めるために、企業現場への積極的な訪問による企業ニーズと業
界状況の把握やセンターと国や県の公的機関が持つ支援機能を積極的に情報発信・周知します。

○情報収集・提供

技術研究会活動の推進、産学官交流･連携の促進により、研究開発プロジェクトの創出や関連機関との連携強化を図
ります。

○技術交流

新たな製品化、事業化につながる試験分析を行います。機器を利用することもできます。

○試験分析

研究開発だけにとどまらず、それぞれのステージに合った支援や調整を支援機関と連携・協力し、事業化までの支援
を行います。

○コーディネート
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【研究開発内容・分野】

県内の産業構造変化や産業振興施策に基づいて、重点的に支援する分野を定め、その開発環境整備や
共同研究、人材育成等を積極的に進めています。

○概要 ・高分子材料（ゴム・プラスチック）やフィラー（セラミック、繊維等）の前処理から配合、加工、評価まで
一連の開発が可能です。

・企業では対応困難な少量の原料素材での混合ができるため、多品種のサンプル作製が可能です。
・ゴム・プラスチックに関する人材育成事業の実施と共に、製品の開発に関する幅広い相談等に対応します。

高分子材料開発支援ラボ（平成30年5月 化学繊維研究所内に開設）

◇電動射出成形機

各素材の
表面処理

溶融混合

◇乾燥処理装置
◇粉砕・混合処理等

各素材
乾燥混合

ゴム
プラスチック
セラミック
などの素材

材料開発 成形試作

少量成形
試作◇成形加工試験システム

◇メルトインデクサ
◇精密万能試験機

◇成形加工試験システム

大型
成形試作

製品化

物性評価

ＣＡＥ支援ラボ（平成27年9月 機械電子研究所内に開設）

・引張圧縮試験
・熱伝導率測定
・熱膨張率測定 等

・プレス成形解析
・熱流体解析
・光学設計解析 等

物性評価、CAE、機能評価までの製品開発の一連の過程を支援

・3Dプリンタ 等

○概要 ・CAE（シミュレーションによる設計、製造支援）のためのソフトウエア及び評価機器等を整備し、
製品開発の一連の過程を支援します。

・CAEに関する人材育成事業の実施と共に、CAEを活用したものづくりに関する幅広い相談等に対応します。

物性評価 設計 CAE 試作 機能評価

・三次元デジタイザー
・LED評価システム
・振動試験システム 等

試作回数・開発期間を低減

曲げ成型合板積層曲げ加工

家具〔試作〕支援ラボ
（木材曲げ加工支援）

フレームソー

多段式曲げプレス

グルースプレッダー（糊付け機）

高周波プレス蒸煮釜

木型保管庫

家具試作・評価支援ラボ（令和元年5月 インテリア研究所内に開設）

○概要 ・木材の曲げ加工に関連する機器を整備し、曲面を持つ新しいデザインの家具の試作開発を支援します。
・JISに準じた家具の試験が可能な機器を取り揃え、家具の安全性・品質等の性能評価を支援します。

家具〔評価〕支援ラボ
（各種JIS家具試験）

家具強度

試験機

イス耐久

試験機

イス繰返し
衝撃試験機

扉/引出し

耐久試験機

商品化

• 曲げ加工技術
• 曲面家具開発

• 性能評価

試作
安全性・
品質の確認

ふくおか食品開発支援センター（平成26年11月 生物食品研究所内に開設）

○概要 ・加工機器及び分析機器を整備し、食品の加工から評価・助言まで一連の試作支援を行います。
・ 食品開発、食品製造プランナー を配置し、商品企画や食品加工等に関する幅広い相談等に対応します。

売
れ
る
商
品

→

事
業
化

商品企画
開発 製品化評価

品質管理
生産管理

試作
【県内企業】

・食料品製造業
・飲料製造業

ニーズ

マッチング

展開

提案 マネジメント 技術指導

共同開発・技術指導・設備利用

【食品開発プランナー】 【食品製造プランナー】連携

市場調査等連携

【協力機関】： ふくおか６次産業化・農商工連携ＳＣ、よろず支援拠点、九州産業大学・・・等

【生物食品研究所】 研究成果（シーズ・技術・ノウハウ等）、保有設備



主な機器・設備の紹介 福岡県

精密万能試験機 成形加工試験システム

食品物性試験機

材料・製品の引張、曲げ、圧
縮等の強度試験ができます。

大型凍結乾燥機

家具強度試験機

ガーメントプリンタ

ゴム・プラスチック製品の少
量・多品種試作が可能です。

様々な布素材に直接印刷す
ることができます。

食品の破断強度、テクスチャー
などを測定できます。

各種フリーズドライ食品の試
作が可能です。

いすやテーブルなど家具の
製品強度試験ができます。

フレームソー

木の板材をスライスして薄板
に加工することができます。

積層した薄板や無垢材を曲
げ加工することができます。

多段曲げプレス

非接触三次元測定機

機械加工部品などの形状寸
法を測定することができます。

振動試験システム

機械・電子部品等の振動試験
に活用できます。

マルチ樹脂材料3Dプリンタ

熱可塑性樹脂を使用した最
終製品の造形が可能です。

レトルト殺菌機

高圧・高温で湿熱殺菌してレ
トルト食品を試作できます。

 

6



7

佐賀県工業技術センターの概要

〒849-0932
佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114
TEL : 0952-30-8161（代表）
FAX: 0952-32-6300

アクセス

【対応可能分野】

【支援メニュー】

技 術 支 援

技術相談
技術指導

製品開発や製造現場における様々な技術課題に対し、専門分野の職員が相談に応じていま

す。また、状況に応じて現地での対応も行っています。

材料・原料や製品等の品質管理や不具合原因の解明、生産活動に伴う技術課題の解決、

新技術・新製品開発を支援するために各種試験・分析や測定・解析等を行っています。また、

設備機器の開放も行っています。

県内産業、企業ニーズに基づき各分野での研究開発を実施し、その研究成果の速やかな技術

移転に努めています。

研究成果等の技術移転や企業の人材育成への取り組みとして、研究会活動や企業現場に

おける出前講座等を実施しています。

メールマガジンやホームページをとおして、研究成果等の各種技術情報や研究会・講習会な

どのイベント情報、補助金等の情報をタイムリーに発信しています。

試験分析
機器利用

研究開発

研 究 会
出前講座
技術研修

情報発信

【共同研究】 企業や大学等と研究を分担し、共同で研究開発に取組みます。

【受託研究】 企業等からの委託を受けて研究開発に取組みます（有料）。

生産技術部分室諸富デザインセンター
〒840-2102
佐賀県佐賀市諸富町為重石塚分
TEL : 0952-47-5601
FAX: 0952-47-3654

【研 究 会 】 ５研究会（令和元年度）

【出前講座】 14講座（令和元年度）

URL: https://www.saga-itc.jp/

所在地

材料

デザイン

食品

化学

その他

醸造

電気・電子

コスメ

IoT

バイオ

機械

木工

環境
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【研究開発内容・分野】

●県産農林水産資源等の機能性探索

食品や県産農林水産資源の機能性成分の解析・評価・利用

技術など、健康機能や美容機能の探索と活用のための、県

の特産品であるレンコンやアスパラガス、海藻等の機能性の

探索・有用成分の同定等に取り組んでいます。

県内企業のニーズに基づく研究開発を実施し、その研究成果の県内企業への技術移転を速や
かに実施します。

食品工業部

機能性食品・コスメ、醸造・微生物応用技術、食品加工・保蔵等に関する研究に取り組んでいます。

材料環境部

材料物性評価技術、分析評価技術、新材料・省エネルギー関連技術、ロバスト（品質工学）設計技術に関

する研究に取り組んでいます。

生産技術部

●コスメ産業創出（機能性評価技術)

機能性化粧品の開発において動物実験を行わない代替実験

法が世界的に強く求められています。化粧品素材の肌への

機能を適正に評価するため、ヒト皮膚の反応を忠実に再現可

能な生体外評価系の構築に取り組んでいます。

製品企画・デザインやコンピュータ支援による設計・解析をはじめ、生産性や品質の向上を目指した自動

化技術や測定・評価技術に関する研究を行っています。

●組成分析・物性評価関連

金属材料の疲労強度特性と破壊メカニズムに関する研究を

通して、金属材料の組織観察や破壊現象の解明、構造物の

歪み測定による信頼性評価、腐食による金属劣化などに関

する技術支援を行っています。

●新材料・省エネルギー関連

セルロースナノファイバー(CNF)混合塗料に関する研究を通

し、低環境負荷をキーワードとして、塗料に関する物性評価、

紫外線硬化樹脂、セルロースナノファイバーによる塗膜の機

能性向上などに関する技術支援を行っています。

●IoＴ技術・自動化・生産性向上・商品開発

IoT技術を活用して、生産現場の見える化や監視技術の研究、

研究会活動に取り組んでいます。また、デザイン思考を活用

して、これまでにない家具の開発や商品開発手法の研究、研

究会活動に取り組んでいます。

●シミュレーション・計測・解析

製品設計にCAE解析を活用する際、最適化技術を適用して

効果的な設計変更を見出す技術の研究に取り組んでいます。

また、製品の設計や検証のための試作やリバースエンジニア

リングなどの支援を行います。

レンコン皮

精
製

乾燥粉末 抽出物 ﾚﾝｺﾝﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ

3次元培養皮膚モデル

経皮水分蒸散量（TEWL）解析
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主な機器・設備の紹介 佐賀県

■顔皮膚画像解析システム

顔を３種類の光で撮影し同時に美容特

性を解析できます。

■糖質分析システム

食品等に含まれる糖質や糖ｱﾙｺｰﾙを

高感度に測定できます。

■GC-MS/MS構造解析ｼｽﾃﾑ

食品等のニオイ成分の構造特性と含

量が測定できます。

食品等に含まれる有機酸の組成分析や

含量の測定ができます。

食品等から、分析したい成分を含む抽

出液を高速で抽出できます。

食品等の品質変化が少ない凍結乾燥

ができます。

食品等の加温・焼く・蒸すなど加熱処理

を効率的に行えます。

■肌特性測定装置

化粧品等の肌の保湿性やシワ・ハリ改

善効果等が評価できます。

■大型真空凍結乾燥機■ｽﾁｰﾑｺﾝﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ ■スプレードライヤー

液状原料を噴霧・微粒子化させ瞬間的

に粉末化できます。

■測色計

物体の色を数値（表色系）として測定で

きます。

■有機酸分析装置 ■高速溶媒抽出装置 ■燃焼式窒素/ﾀﾝﾊﾟｸ質
分析装置

食品等の全窒素・炭素・ﾀﾝﾊﾟｸ質含量を

短時間に測定できます。

食品や生物試料等に含まれる有用成

分の分離・構造解析・定量ができます。

■ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ型高速液体ｸﾛﾏﾄ
ｸﾞﾗﾌ質量分析ｼｽﾃﾑ



主な機器・設備の紹介 佐賀県

試験片に荷重を繰り返し負荷すること

で、その材料の疲労寿命特性を取得で

きます。

金属材料引張試験、金属材料曲げ試験

に使用します。

■マイクロビッカース硬さ
試験機

表面硬化材、被膜、溶接材などの断面

の硬さ分布を測定できます。

■赤外分光分析装置

試料に赤外光を照射して得られる固有

の吸収から、分子構造を解析できます。

■顕微レーザーラマン
分光装置

試料にレーザー光を照射し、物質の化

学組成や分子構造を解析できます。

■固体発光分光分析装置

金属材料（鉄、銅、アルミ）の成分分析

を高精度かつ短時間で分析できます。

■高解像度走査電子顕微鏡

試料の表面形態を高解像度で観察し、

化学組成を分析できます。

■熱分析装置

測定対象の温度を変えながら、物理的

性質（相変化、熱分解、融点・沸点、結

晶化度など）を測定できます。

X線を用いて鉄鋼溶接試験片や鉄鋼製

品を非破壊で内部透過観察を行うこと

ができます。

■ X線透過画像解析装置

■Ｘ線光電子分光分析装置

試料の極表面の化学結合状態を分析

できます。

■蛍光Ｘ線分析装置

試料にX線を照射し、得られる特性X線

の情報から元素を分析できます。

■疲労試験機 ■万能材料試験機 ■複合サイクル試験機

塩水噴霧、湿潤、乾燥、低温及び浸漬

の過程を自由に組み合わせて、金属材

料や部品の耐食性を評価できます。

10



11

主な機器・設備の紹介 佐賀県

■非線形構造解析システム

製品設計時に、コンピュータ上で構造

解析及び熱や流れとの連成解析等が

できます。

■金属成形解析システム

金属の塑性加工を対象とした板成形

や鍛造加工などの成形挙動を解析で

きます。

■線形構造・流体解析システム

製品設計で形状や材質を決定する際

に製品の安全性をコンピュータで解析

できます。

■三次元造形装置

三次元設計データを用いて光硬化樹脂

を積層し立体の試作品を生成できます。

■万能工具顕微鏡

小型の製品の撮影像を解析し輪郭形

状や角度・寸法を高精度に非接触計

測できます。

■高速度カメラ

1秒間に1000コマ以上撮影することが可

能で、高速現象を可視化できます。

■非接触三次元
デジタイジングシステム

立体物（部品・模型等）を非接触ス

キャンし、高精度な三次元データに変

換できます。

■精密三次元測定機

測定子の座標位置を読み取り製品の

寸法、位置、距離などを高精度に測定

できます。

■超精密表面形状粗さ測定機

高精度で製品の粗さや輪郭形状など

の表面性状を測定できます。

■真円度測定機

製品（部品）の真円度、円筒度、同軸

度などの加工精度を正確に測定でき

ます。

■レーザー顕微鏡

レーザー光を対象物に当てることによ

り高い解像度で観察できます。

■デジタルマイクロスコープ

大気中および真空中で対象物を観察

し、画像を記録できます。
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佐賀県窯業技術センターの概要

所在地
〒844-0022
佐賀県西松浦郡有田町黒牟田丙3037-7
TEL: 0955-43-2185
FAX: 0955-41-1003
E-mail: info@scrl.gr.jp
Web Site: https://www.scrl.gr.jp

【対応可能分野】

窯業 材料 デザイン

【支援メニュー】

企業が市場ニーズに沿っ
たものづくりを主体的に
進めていくことができるよ
う、その手法開発と普及
に努めています。商品を
「作る」だけでなく商品価
値を「伝える」能力の向上
を目指し、流通を見据え
た事業化を支援します。

●技術相談・技術指導

●事業化支援

●依頼試験、設備機械利用

●情報発信

●人材育成

●連携推進

陶磁器やファインセラミッ
クスの新製品開発や品
質管理に役立てていただ
くため、各種試験を行っ
ています。また企業の商
品開発試験や研究開発
を支援するため、設備機
械を開放しています。

製造プロセスの改善、ク
レーム対応、製造におけ
る問題解決、センターの
研究成果を利用した商品
開発など、企業からのさ
まざまな技術的な相談に
対応します。また、必要に
応じて継続的な技術指導
を行います。

窯業界の人材育成、後継者
育成を目的とした「窯業人材
育成事業」を行っています。
新たに窯業界での就業を目
指す方を対象とした一般研修、
企業の技術者向けの短期研
修、オーダーメード研修など
ニーズに応じた研修を実施し
ています。

センターの概要や業務内容、
研究成果、利用方法などの
情報をWebSiteやメールマ
ガジンで発信しています。

また、業界組合主催の展示
会などの催事や勉強会、企
業、団体訪問等を通じて研
究成果の普及に努めてい
ます。

大学等の研究機関、行政機
関・団体等と連携し、共同研
究、情報交換、窯業分野の情
報収集・提供を効率的に行っ
ています。また、県内窯業関
係企業と連携し、海外のクリ
エイターが有田で制作活動を
行う、クリエイター・イン・レジ
デンスを支援しています。

アクセス
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【研究開発内容・分野】

光触媒材料、燃料電池、など、今後成長が見込まれる

環境分野、次世代エネルギー関連分野の材料開発を

行っています。

陶磁器分野 ファインセラミックス分野

外部デザイナーと連携した商品開発において、有田

焼ならではの特徴を産地内外の人に伝え、開発の効

率化をはかるためのツール開発に取り組んでいます。

企業等との共同研究

地域産業内の企業からのニーズや依頼に応じ、共同

研究や産学官連携研究事業を行います。他の研究機

関や大学などと連携を図り、先導的技術開発に取り組

んでいます。

研究によって得られた成果については積極的に知的

財産権を取得し、それらの技術移転により、佐賀県の

陶磁器産業、ファインセラミックス産業の振興に大きく

寄与できるように努めています。

知的財産権の取得

高強度の素地、高精度の素地など次世代の陶土や、こ

れまでにないメタリック調の絵具、新しい商品デザイン

に対応した釉薬など、県内陶磁器製品の競争力を高め

るための新規素材の開発を行っています。

NC切削による型制作技術の高精度化や、3Dプリン

ターの活用など、陶磁器へのデジタルデザイン技術

の活用と、製造プロセスの開発に取り組んでいます。

■新規陶磁器素地、加飾材料の開発 ■環境・エネルギー材料の開発

■製造プロセス開発

■デザインコミュニケーションツール開発

■分析技術の研究

焼成変形がほとんどない多孔質素材の開発

左：焼成変形特性、 右：商品化事例（リードディフューザー）

開発品
↓

↑
天草磁器

メタリック調の質感をもった新しい光彩上絵（MSG）の開発

左：試作品（ブローチ）、右：商品化事例（6寸皿）

焼成変形試験（1300℃）結果

左：原型と試作品、 右：海外デザイナーによる商品化事例

インクジェット式3Dプリンターの高精細さを生かした陶磁器

型製作の原型への活用

データベース化したカラー

サンプルツール一式

Illustrator(Adobe社)で使用で

きるカラースウォッチ(色見本)

保有特許件数 17件

出願中特許件数 5件

実施許諾件数 45件

工業所有権の保有状況（令和元年11月末現在）

平成30年度 特許技術利用製品売上高 ： 106,772（千円）

放熱性基板のイメージ

機能性セラミックス、エネ

ルギー関連材料など、

ファインセラミックスの高

度化に対応した微量分析

技術の確立に取り組んで

います。
ICPによる原材料中微量成分

の分析

■エレクトロニクス関連部材の開発

電子デバイスの小型化に

伴う発熱問題に対応する

ため、放熱関連材の開発

に取り組んでいます。

樹脂基盤への光触媒
コーティング

バイオガス等直接改質燃料電池
の開発モデル

空気

電解質
燃料改質層（陰極層）

陽極層

改質抑制層

燃料

原型 試作品
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主な機器・設備の紹介 佐賀県

■比表面積測定装置
（依頼試験）

窒素ガス吸着法で粉末や多
孔質材料の比表面積を測定
する装置です。

■色彩測定装置
（依頼試験・開放機器）

色調、白色度などを計測す
る装置です。釉や絵具など
の色の評価に使用できます。

■ ICP発光分光分析装置
（依頼試験）

試料をプラズマ発光させ含
有元素特有のスペクトルか
ら成分分析を行う装置です。

■形状解析レーザー顕微鏡
（開放機器）

物質を拡大観察し、表面凹
凸プロファイル、表面粗さな
ど定量的に解析します。

■蛍光X線分析装置
（依頼試験）

物質にX線を照射したときに
発生する特性X線を検出し、
元素分析を行う装置です。

■精密万能材料試験機
（依頼試験・開放機器）

セラミックス材料の曲げ強度
試験・圧縮強度試験等を行
う装置です。

■X線回折装置
（依頼試験）

物質の結晶構造を解析する
装置です。窯業原料や焼成
品の組成を同定します。

■FE-SEM
（依頼試験）

原料や製品の微構造を高倍
率で観察する装置です。局
所的な元素分析も可能です。

■レーザー回折式粒度分析
装置（依頼試験・開放機器）

レーザー回折方式により、原
料粉体等の粒子径分布、平
均粒径を計測します。

■ 3Dスキャナー
（依頼試験）

非接触で立体物の形状を測
定し、3Dデジタルデータを得
る装置です。

■ 熱分析装置（一式）
（依頼試験）

示差熱分析、熱重量測定、
熱膨張測定などを行う装置
です。

分析・計測関連機器

■マイクロビッカース硬度計
（依頼試験・開放機器）

セラミックス材料の硬さの評
価（ビッカース）を行う装置で
す。
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主な機器・設備の紹介 佐賀県

■モデリングマシン
（開放機器）

設計した3Dデータから石膏

型等を精密に切削加工する
装置です。

■押出成形機
（開放機器）

セラミックス坏土から、パイプ
状、シート状など種々の形状
に成形する装置です。

■インクジェット式3Dプリン
ター （開放機器）

液体樹脂を吐出しUV光で硬
化させて積層する方式で高精
細な造形を行う装置です。

■試料切断加工機
（開放機器）

ステップカット方式で試料の
切り出し、薄片作成等、精密
な切断を行う装置です。

■スプレー製膜機
（開放機器）

板状やパイプ状の対象基材
へスラリーを吹き付けて製膜
を行う装置です。

■電気炉（各種）
（開放機器）

陶磁器用、ファインセラミック
ス用等、様々な仕様の電気炉
を取り揃えています。

成形・加工・試作関連機器

■鏡面研磨機
（開放機器）

ダイヤモンドスラリーで試料
表面を研磨し、鏡面状態に
仕上げる装置です。

■半自動スクリーン印刷機
（開放機器）

スクリーンを通してインクを擦
りつけることで対象物にインク
を転写する装置です。

■ローラー乾燥機
（開放機器）

パイプ状成形体をローラー
で回転させながら熱風乾燥
する装置です。
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長崎県工業技術センターの概要

所在地
〒856-0026
長崎県大村市池田2丁目1303-8
TEL: 0957-52-1133
FAX: 0957-52-1136
E-mail: rdp@tc.nagasaki.go.jp
URL:

http://www.pref.nagasaki.jp/section/kogyo-c/

アクセス

機械

【対応可能分野】

金属 電気・電子 光応用 パワエレ

材料・加工 CAD/CAM/CAE IoT 化学 食品加工

環境 その他

【支援メニュー】

依頼試験、依頼分析
企業から持ち込まれる依頼試験

（化学分析、材料強度）などは重要
なセンターの業務です。お気軽にご
利用ください。

技術相談
食品開発や工業製品の品質管理

技術など、技術相談に対応していま
す。

設備開放
センター内の試験室や試験機器を

開放しています。県内産業のニーズ
に対応するため、24時間使用可能
な設備もあります。また、機械システ
ム、電気・電子、材料・加工、食品加
工等の分野のものづくり支援を行っ
ています。

共同研究
企業の方と共同研究を行い、新技

術の開発や新製品開発を支援して
います。お気軽にご相談ください。

産業界とのコミュニケーション
隔月発行の機関誌「チャレンジ」や

インターネットを通じて、センターの
技術研究に関する情報を提供して
います。また、「長崎技術研究会」を
通じて新技術などの情報を普及した
リ、産業界のニーズに関する意見交
換を行っています。



【研究開発内容・分野】

連絡先； 856－0026 長崎県大村市池田２丁目１３０３番地８
Tel: 0957-52-1133, Fax: 0957-52-1136, E－mail: rdp@tc.nagasaki.go.jp

URL: http://www.pref.nagasaki.jp/section/kogyo-c/

業務

重点研究分野

工業技術センターの活動指針

 地域産業ニーズに答えを出す

 地域産業を先導する

 地域産業と歩む

地域産業の技術開発支援機関として、企業

ニーズに基づき、技術支援や研究開発等を行っ

ています。

その他、産学官連携の推進をはじめとして先

導的技術開発等にも取り組んでいます。

平成２８年、長崎県は

「長崎県総合計画チャレ

ンジ２０２０」 、「ながさき

産業振興プラン」を策定

しました。

工業技術センターはこの構想に基

づき、成長分野を見据えた新事業

創出および既存産業の高度化を目

的にした研究開発を戦略的に推進

します。

工業技術センターでは、６つの重点分野を選定し、

研究開発に取り組んでいます。

（１） ＩｏＴ分野、 （２）光応用技術分野、 （３）材料加工分野、
（４）食品加工分野、 （５） 環境分野、 （６） パワーエレクトロニクス分野

●非接触式給電システム●加工食品開発に用いた
五島つばき酵母

●機械装置知的遠隔監視 ●5軸制御立形マシニングセンタ
による試作加工例

組織 役割
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主な機器・設備の紹介 長崎県

連絡先； 856－0026 長崎県大村市池田２丁目１３０３番地８
Tel: 0957-52-1133, Fax: 0957-52-1136, E－mail: rdp@tc.nagasaki.go.jp

URL: http://www.pref.nagasaki.jp/section/kogyo-c/

機械システム

食品加工

電気・電子

材料・加工

①
静電気試験器 ⑤

雷サージ
試験器

高周波
ノイズ
試験器
②

ノイズ
試験器
③

電源電圧
変動試験器

④

電磁感受性(EMS)試験機器

液体クロマトグラフ
質量分析装置等

を用いた食品機能解析

三次元測定機等
を用いた機械計測

電子機器等の振動試験CAD/CAEを用いた機械設計・解析

味認識装置・におい識別装置等
を用いた味・香り評価

5軸制御立形マシニングセンタ等
を用いた精密機械加工

炭素硫黄同時分析装置、走査型電子顕微鏡等
を用いた精密測定

精密万能試験機等
を用いた各種評価

レトルト殺菌装置・
真空凍結乾燥装置等
を用いた加工食品試作

三次元造形装置
（３Dプリンタ）

電磁妨害(EMI)試験機器 冷熱衝撃試験装置

概要
工業技術センターでは、様々な試作や試験評価を行う設備機器を

配置しています。こうした機器を活用した共同研究、設備開放、依頼

試験等による技術支援を行っています。

ものづくり支援の取り組み

1
8
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長崎県窯業技術センターの概要

所在地
〒859-3726
長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2
TEL: 0956-85-3140 FAX: 0956-85-6872

アクセス

【対応可能分野】

窯業 材料 デザイン その他

【支援メニュー】
〇技術支援
陶磁器製造技術全般、新分野、新素材関連等の

技術相談、商品開発に係わるデザイン相談、技術
アドバイス、職員派遣などに応じます。

〇依頼試験・設備機器利用
定量分析、粒度試験、熱膨張等の依頼試験や

図案調整等の依頼、設備機器の開放を行います。

〇共同研究
新事業の創出、新分野への進出を目指して、

先端技術の開発及び応用化技術の開発などを
企業とともに行います。

〇人材養成
製造技術、試験方法などをはじめ、利用者の

要望に応じて、随時人材育成のための研修や
講習会・セミナーを行います。

〇情報発信
センターで開発した様々な技術シーズや研究

成果に関する情報を初め、主に商品開発に必要
な情報を報告書・情報誌・ＨＰなどで発信します。

〇公共交通機関
•◎JR佐世保線有田駅より車で10分
•◎長崎空港より西肥バス佐世保行乗車、川棚バス

センターで下車し車で約20分
•◎佐世保・早岐・三川内より西肥バス嬉野行、

稗木場下車
〇車で来る場合

•九州自動車道～西九州自動車道波佐見・有田I.C

より約5分
〇駐車場

•バス10台、乗用車40台

技術相談、はりつき支援の様子

依頼試験、機器使用の様子

共同研究による商品開発成果

技術研修、機器講習会の様子

研究成果発表会の様子 ＨＰでの情報発信
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【研究開発内容・分野】

【陶磁器分野】
ライフスタイルや社会情勢の変化に迅速

に対応するため、機能性付与や加飾技術、
原料対策に関する技術開発に取り組み、
陶磁器製品の付加価値向上に貢献してい
ます。

【デザイン分野】
多様化する市場ニーズに対応するため、

3Dデジタル技術やユーザー起点のデザイ
ン思考による商品開発に取り組み、県内企
業のブランド力と売上向上に貢献しています。

【環境・無機材料分野】
県内の無機廃棄物資源や環境配慮型

技術を活用した環境保全製品等の開発
と窯業の成長分野への参入を図るため、
機能性技術や省エネ技術の製品開発に
取り組んでいます。

【主な研究成果】
①セラミックスフィルター製品の開発
多孔質セラミックス素材を用いてコーヒーフィルター

や食品保存容器などの製品開発を行いました。
また、同じ多孔質セラミックスによる無接触搬送部

材などの製品開発も支援しています。

②リサイクルによる陶土の開発
陶磁器の製造工程で発生する、釉薬・陶土などの廃棄物を陶土への再利用化

を図りました。陶土に廃棄物を生産量の５％以内で配合し、市販の素地に匹敵す
る陶土を協同開発しました。現在３種類の陶土が量産されています。

③透光性磁器によるセラミックスライトの開発
普通の磁器の素地に比べ、透光性に優れた

素地を開発しました。この素地を生かし、写真
原稿などのデータ処理による機械加工や、手
彫加工を施した透光効果のある照明具を開発
しました。

多孔質のコーヒーフィルターとおひつ

低温焼成磁器の手洗い鉢 無鉛絵具製品

精緻なレリーフ皿 使い勝手に配慮した製品

トンネル用エコタイル 抗菌性陶磁器容器

透光性磁器のフォトセラ(左)とセラミックスライト(右)

研究開発では、陶磁器産業を支援するため、ライフスタイル等の変化に対応した、
競争力にある製品開発・技術開発を行っています。また、新事業を創出することを目
的とした新素材や新プロセスを用いた製品開発を行っています。
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主な機器・設備の紹介 長崎県窯業

①透視型ガス焼成炉
透視型ガス焼成炉（透視炉）は、世界で初めて
中の様子が観察できる窯です。
透視炉によって、焼成の際に起こる様々な現象
が観察でき、欠点の防止などに役立ちます。

②遠赤外線分光放射計
材料の表面から出る遠赤外線の放射量を
調べる装置です。加熱した試料の表面温度と、
遠赤外線の強度を測定し放射率を求めます。
放射率が高いほど物を暖める能力が高いと
いえます。

③X線透過式粒度分布測定機
陶土、釉薬、などの粒の粗さを測定する装置です。
蒸留水に試料を入れ、分散させたものにＸ線を
照射し、Ｘ線の透過強度で測定します。
原料の粒度は、強度などに大きく影響します。

④熱膨張率測定機
温度に対する材料の膨張挙動を調べる装置です。
標準試料及び試験体に温度を加え、その長さ
変化を測定することで膨張率を計算します。素地
と釉薬の適合性を調べるのに用います。

⑤原子吸光光度計
金属元素の原子にエネルギーを加えると原子は
エネルギーを吸収します。この吸収されたエネル
ギーを測定し定量分析を行います。上絵具など
からでる鉛の定量分析などに用います。

⑥５軸モデリングマシン
コンピューターで作成した形状のCADデータどおり
に石膏を切削加工する装置です。５軸制御による
加工が可能で、３つ割以上の型を精度よく、かつ
複雑形状に加工するlことができます。
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熊本県産業技術センターの概要

所在地
〒862-0901
熊本県熊本市東区3丁目11番地38号
TEL: 096-368-2101
FAX: 096-369-1938

アクセス

機械

【対応可能分野】

金属 電気・電子 食品 化学

窯業 繊維 バイオ 材料 木材

デザイン その他

【支援メニュー】

図２ 産業技術センター組織図

各室は、主に以下の業務を担当しています。
【総務管理室】
総務・経理及び適正計量に関する検定・指導業務
【技術交流企画室】
企画調整・公報、デザイン技術・情報技術の支援
【ものづくり室】
機械金属技術、電気電子技術の支援
【材料・地域資源室】
有機・無機化学技術の支援、地域資源利用技術の支援
【食品加工技術室】
食品加工技術、微生物利用技術、生物資源開発の支援

各室の連携により、共同研究、技術相談、依頼試験等を通じて地域企業の新技術・新製品の研究開発か
ら事業化までを支援するとともに日々の技術的なお困りごと解決のお手伝いをしています。
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【研究開発内容・分野】

最近の技術支援の特色

近年、人手不足に苦しむ中小企業が増加の一途をたどっています。そこで当センターでは、「地域に、よ
り貢献する産業技術センターへ～未来を見据えた技術創造と人材育成～」をスローガンに、県民の幸福と
豊かさを実現するために、産業の活性化と未来社会の課題解決を両立させる技術開発や企業支援を目
指しています。いわゆるサステナブルな発展を目指した活動を開始しました。それは、世界で生まれた次
世代技術を地域に最適化して取り込むことを実現するイノベーションの拠点として機能することです。

図３に関連した人材育成事業の取り組みを示します。これは、県内中小企業における中核技術者を対
象として、「デジタル実装技術」に関する技術研修の実施、「デジタル化による生産性向上」に関する現場
実践と定着の支援（例えば、製品開発・設計・解析、試作・計測・検証、電気回路設計・組み込みシステム、
等々生産性向上に貢献する関連技術など）に取り組む活動です。

図 デジタルものづくり中核人材育成事業概要

次に、図４に当センターにおけるＩｏＴ普及促進の取り組みを示します。全所的なプロジェクトチームを編成
しターゲット企業を絞り込み集中支援する活動を行っています。示した２例のように、生産性革命の実現に
向けた取り組みにさらに力を入れていく予定にしています。

図４ ＩｏＴの普及促進への取り組み
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主な機器・設備の紹介 熊本県

①非破壊検査システム
（型 式） OmniScan MX
（製造元） オリンパス㈱
（設置年月） H31.2
（用 途） 金属、セラミック、プラスチック（FRP含む）などの工業材料から

なる部品中の欠陥を、音波または電磁波を利用して非破壊で
検出、または測定します。

②非接触三次元デジタイザ
（型 式） COMET6-16M
（製造元） 東京貿易テクノシステム(株)
（設置年月）H30.3
（用 途） 測定物の表面形状を高密度な三次元点群データとして出力

する装置です。測定点群データとCADデータの比較検査や、
測定点群データを基にしたCADデータ作成に用います。

③ロックウェル硬さ試験機
（型 式） LC-200RB
（製造元） （株）フューチュアテック
（設置年月） H30.3
（用 途） 金属材料、プラスチック材料等の硬さ測定に用いる装置であ

る。試料の表面状態の影響を受けにくく、迅速に測定できる
という特徴を有しています。

④万能塑性加工試験機
（型 式） SDE-1522-SF
（製造元） （株）アマダマシンツール
（設置年月） H30.3
（用 途） 金型を用いた各種材料の圧縮加工試験に用います。力・変

位・温度など様々な加工データの収集が可能であり、部品の
生産性・品質向上の最適化、ならびに高精度・複雑形状など
競争力の高い新製品開発に向けた試作に用います。

⑤微細放電加工機
（型 式） DE70-5T
（製造元） 三協エンジニアリング㈱
（設置年月） H30.2
（用 途） 硬化処理が施された成形用金型や刃物・工具など、切削が

困難である金属材料を放電 によって部分的に溶解除去す
る装置で、微細な形状の付与や穿孔の他、細線ワイヤー
を用いた切断が可能です。

⑥多軸複合加工支援システム
（型 式） ROBODRILLα-D14LiB5 ADV
（製造元） ファナック(株)
（設置年月） H30.3
（用 途） 同時5軸加工機、機上計測装置、CAMを組合わせた複合的

な加工システムです。加工時間の短縮、加工面品位・加工
精度の向上、切削工具の長寿命化等に向けた試作加工に
用います。
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大分県産業科学技術センターの概要

所在地
〒870-1117
大分県大分市高江西1-4361-10
TEL: 097-596-7100
FAX: 097-596-7110

アクセス

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ

【対応可能分野】

ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ AI/IoT 電子回路・計測 ﾃﾞﾊﾞｲｽ・実装

磁気特性評価 磁界解析 CAD/CAM/CAE 精密加工 精密測定

金属材料・加工 金属材料試験・評価

【第4期中期業務計画 概要】
大分県産業科学技術センターでは、大分の活力創造に向けた「次世代産業の育成」と「県内産業の基盤

強化」を理念とし、基本的な枠組みである「技術支援」と「研究開発」の取組をさらに充実させるとと

もに、「先端技術イノベーションラボ（Ds-Labo）の活用」と「重点7分野の強化」の特徴的な取組に

より、県内中小企業の「ニッチトップ企業」や「研究開発型企業」へのステップアップを支援します。

化学

食品分析

窯業有機材料

食品流通技術 3Ｄものづくり その他食品加工
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【研究開発内容・分野】

高齢者用木製椅子の開発支援：C-Fit-Chair

青果物鮮度保持包装「ベジブレスパック」県内企業との共同開発「ドローンアナライザ」

競争的外部資金や企業からの委託で
実施しているテーマ

企業との共同研究または
センター単独で実施しているテーマ

１．イチゴの省エネ栽培・収量予測・低コスト輸送技術

の融合における販売力・国際競争力の強化

２．モータ積層コアの損失計測技術の高度化とシステム

開発

３．高炉用回転式PCバーナーに使用するランスパイプの

高耐熱・耐摩耗性を実現する世界初のアルミナ拡散

表面処理技術の研究開発

４．促成イチゴ栽培における圃場内環境および作物生育

情報を活用した局所適時環境調節技術による省エネ

多収安定生産と自動選別・パック詰めロボットを活

用した調製作業の省力化による次世代型経営体系の

検証

５．応力印加時における磁気特性評価技術の開発

６．定格1000V/100A高性能小型パワーモジュールを用

いたEVバッテリー充放電装置用パワーユニット開発

７．小型軟磁性鋼板の高磁場・高周波条件における面内

2次元磁気特性測定に関する研究

８．Hコイル法による直流磁気特性測定法の開発

９．先鋭化金バンプを用いたハイブリッド撮像素子の低

温超音波接合

１．ディープラーニングを使用した画像
による製品検査の確立

２．標準化に向けた磁歪測定法の構築

３．機能性表面処理技術と評価に関する
研究

４．石灰・炭酸カルシウムに関する研究

５．大分県産品を活用した機能性表示食
品の開発スキームの構築

６．カボスを使った水産物の高品質化に
関する研究２

７．食品中の脂溶性成分分析環境の構築

８．食品素材としての県産品活用方法の
研究

９．３Ｄ自在変形シートを活用した福祉
機器開発研究

10．イチゴ新品種の品質向上に関する研
究

11．食品分析における分析精度に関する
研究

12．食品中の異物に対する各種分析手法
を用いた体系的なデータベースの構
築

13．食品素材のミネラル分析に関する研
究～海藻類の産地判別に向けて～
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主な機器・設備の紹介 大分県

■ 電波暗室

電気機器に及ぼす各種
電波要因の影響を評価
する電波遮蔽室です。

■ EMI測定システム

試験品から発生する電磁
波ノイズを測定する装置
です。

■ EMS測定システム

試験品の電磁波ノイズへ
の耐性を評価する装置で
す。

■ ドローンテスト用ネット

全方位にネットを設置し
たドローン飛行空間です。

■ 電磁界解析ツール

電気機器の設計開発を
行うためのシミュレーショ
ンソフトウェアです。

■ B－Hアナライザ

ケイ素鋼板やソフトフェラ
イトなどの交流磁気特性
を測定する装置です。

■ 微小部X線応力測定装置

X線回折現象を利用して
結晶性材料の残留応力
を測定する装置です。

■ 磁気シールドルーム

地磁気の影響を遮蔽した
部屋です。

■ ﾍﾙﾑﾎﾙﾂｺｲﾙｼｽﾃﾑ

コイルの磁気特性測定を
行う装置です。

■ 直流磁化測定装置

永久磁石の磁気特性測
定を行う装置です。

■ ソレノイドコイル

コイルの磁気特性測定を
行う装置です。

■ アンテナ計測システム

アンテナおよび無線機器
を評価する装置です。

先端技術イノベーションラボ “Ds-Labo”
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主な機器・設備の紹介 大分県

■ 卓上型走査電子顕微鏡

各種材料表面の微小部
観察や元素分析を行う機
器です。

■ 熱分析装置

物質の加熱重量増減挙
動や発熱・吸熱などの熱
的変化の測定に用いる装
置です。

■ 熱分解GC/MS

有機物質の定性、定量分
析や有機混合物の分離、
定性、定量分析を行う装
置です。

■ イオンクロマトグラフ

水に含まれる陰イオンや
陽イオンの測定を行う装
置です。

■ ICP-MS/MS

ppmからppt程度の超微
量元素分析、微少量試料
中の不純物分析ができる
装置です。

■ ３Dプリンタ

3次元データから樹脂に
よる立体モデルを製作す
る装置です。

■ 精密ワイヤ放電加工機

細いワイヤ電極による放
電現象を利用し、輪郭をく
り貫き加工する装置です。

■ CNC三次元測定機

高精度かつ三次元的に
対象の寸法・形状を計測
できる装置です。

■ ﾏｲｸﾛﾌｫｰｶｽX線CT装置

X線を利用して3次元画像
や断面画像を非破壊で作
成することができる装置
です。

その他主要機器
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宮崎県工業技術センターの概要

所在地
〒880-0303
宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16500-2
TEL：0985-74-4311
FAX：0985-74-4488

アクセス

機械

【対応可能分野】

金属 電気・電子 食品 化学

材料 デザイン その他

【支援メニュー】

工業相談・技術指導

企業の皆様から、技術
的な問題について相
談を受け、アドバイス
を行います。時には直
接現場に赴き、問題解
決のための指導を行
います。

依頼試験・設備使用

企業の皆様から依頼
された製品等の試
験・分析・測定を行い
ます。
企業の技術者がセン
ターの設備機器を利
用することもできます。

人材育成・研究会

企業の技術者や学生を研修生として受け入れ
ています。また、各種研修会、講演会を開催し、
人材育成に取り組んでいます。
「みやざき新産業創出研究会」では、地域企業
や大学と連携した活動に取り組んでいます。

情報提供

研究成果発表会の実施、各種刊行物の発行、
メールマガジン、ホームページにより、最新技術
や研究成果などセンターの活動についての情
報提供を行っています。

研究開発

地域資源の活用や企
業・業界の課題解決
に向けた研究開発に
取り組んでいます。
企業・大学等との共
同研究も行っていま
す。

バイオ



【研究開発内容・分野】

資源環境部

微生物培地としての焼酎粕利用

焼酎製造の副産物である焼酎粕は、糖質・
窒素・無機塩・発酵代謝産物等を含有して
います。これを麹菌や微細藻類等の培養
基材として利用し、セラミドやDHAなどを効
率的に生産する技術を開発しています。

バイオマス燃料のクリンカ防止

バイオマス燃料を燃焼する施設では、炉内
でクリンカと呼ばれる灰の塊状化物が生成
し、燃焼が阻害されることがあります。この
ため、クリンカが生成するメカニズムの解
明及びその防止剤の開発を行っています。

太陽光パネルのリサイクル技術

FIT制度により太陽光パネルは飛躍
的に普及しましたが、一方で使用済
みパネルの大量廃棄が危惧されてい
ます。当センターでは、県内企業が
生産しているCIS系太陽光パネルの
リサイクル技術の開発を行っていま
す。

金属ナノ粒子の合成

本県が開発した金属ナノ粒子の合成技術
について、早期実用化のため、粒子合成
の最適な条件探索及び量産化技術の開発
を進めています。

劣化樹脂の
赤外吸収スペクトルライブラリ構築

解析が困難な劣化樹脂の赤外吸収スペク
トルライブラリを構築することで、FT-IRの
利便性を高め、県内企業への技術支援業
務の充実を図っています。

材料開発部

油中ナノ粒子分散体の調製及び評価

油の中に有効成分をナノ粒子状に分
散させた本県オリジナルの分散体に
ついて、その実用性をさらに高めるた
め、調製技術の改良及び品質評価
技術の開発に取り組んでいます。
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【研究開発内容・分野】

光応用技術

多波長（紫外光～可視光～近赤外光、13ピーク波
長）のＬＥＤ素子を搭載し、各波長毎の調光機能、
パルス点灯機能、及びプログラム運転機能を有す
る多波長制御光源システムを開発しました。
このシステムを用いた多種・多様な光環境による
農産物等の成育効果について研究します。

機械電子部

湿度コントロール技術

福祉・医療関連技術

骨折患者等の早期リハビリ用として足底の
荷重をリアルタイムに計測する荷重コント
ロール装置を開発します。

太陽光発電劣化診断技術

太陽光パネルの劣化診断を行うため、発
電を停止することなく出力電流の異常な動
きを検出する太陽電池ストリング電流同時
測定装置を開発します。

【組織】 管理課，企画・デザイン部，資源環境部，材料開発部，機械電子部

調湿液を用いた湿度コントロール技術により、低温環境下で
の農産物鮮度保持技術の確立を目指します。
従来の冷蔵設備では実現できなかった庫内温度0～10℃、
相対湿度85～98％で制御可能な鮮度保持貯蔵庫を開発し
ました。
今後、農産物の出荷調整や大消費
地への輸送等での活用が期待され
ています。
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電子線
マイクロアナライザー

電子線を試料に照射し、肉
眼では確認不可能なサブミ
クロン微小領域までの元素
組成を明らかにする装置で
す。
（資源環境部）

イオンクロマトグラフ

水溶液中に含まれる陽イ
オン、陰イオン及び糖類の
分析が可能な装置です。三
価と六価のクロムを相互に
定量することもできます。
（資源環境部）

高周波プラズマ
発光分析装置

溶液試料中に含まれるリチ
ウムからウランまでの元素
のうち、炭素などを除く７２
種類の元素について、高感
度で定量できる装置です。
（資源環境部）

蛍光X線分析装置

金属、セラミック等に含まれ
る元素を調べることができ
ます。
（材料開発部）

粒度分布測定装置

粉体サンプルの粒径分布
を測定することができます。
（材料開発部）

カロリーメーター

定容燃焼熱を高精度に測
定する熱量計です。試料を
高圧酸素中で完全燃焼さ
せ、その燃焼熱を測定しま
す。
（資源環境部）

電界放出形分析走査
電子顕微鏡

各種サンプルの拡大観察
及び簡易的な元素分析が
できます。
（材料開発部）

FT-IR顕微鏡

主に有機物の種類を調べ
ることができます。
（材料開発部）

主な機器・設備の紹介

3次元
UVプリントシステム

紫外線で硬化する特殊な
インクを使用し、様々な素
材（木材、アクリル素材、布
など）に直接カラープリント
できる装置です。
（企画・デザイン部）
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主な機器・設備の紹介

3Dプリンタ (カーボン対応)

カーボンファイバーを内部
に積層し高強度の試作品
を造形できます。
（機械電子部）

CNC画像測定機

測定対象物に触れずに、
精密に寸法や形状を測定
できます。
（機械電子部）

表面筋電位計測装置

皮膚に電極を装着し、活動
筋電位を測定できます。
（機械電子部）

光学特性測定装置

LED照明などの光源の全
光束や分光分布などを測
定できます。
（機械電子部）

高速・高密度・高圧水を用
いて金属などの切断加工
ができます。
（機械電子部）

脳機能マッピング装置

脳表面血流量を測定し、
脳の活性化を可視化でき
ます。
（機械電子部）

ウォータージェット加工機

電磁環境試験棟

電子機器の高速化やIoT技術の進展により、これらの機器の製造における電磁ノイズ対策はま
すます重要になっています。このため、電子機器等の様々な電磁ノイズに関する評価を行う拠
点として『電磁環境試験棟』の運用を新たに開始しました。EMC評価のトータルサポートにより、
ものづくり企業の製品開発力の向上、本県の産業振興に貢献します。

電磁環境試験棟（外観）

高性能電波暗室
●放射エミッション測定
●雑音電力測定 など

イミュニティ試験室

低周波EMC試験システム

●雷サージ試験
●静電気試験 など

●高調波電流測定
●瞬時停電試験 など

国内外の各種EMC規格に準拠した様々な

試験を総合的に行うことができます。
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宮崎県食品開発センターの概要

所在地
〒880-0303
宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16500-2
TEL：0985-74-2060
FAX：0985-74-4488

アクセス

【対応可能分野】

食品 化学 バイオ デザイン

【支援メニュー】

工業相談・技術指導

企業や食品加工グループの皆様から、技術的
な問題について相談を受け、アドバイスを行い
ます。

依頼試験・設備使用

企業や６次産業取組事業者の皆様から依頼さ
れた製品等の試験・分析・測定を行います。

人材育成・研究会

企業の技術者や学生を研修生として受け入れ
ています。また、各種研修会、講演会を開催し、
人材育成に取り組んでいます。
「みやざき新産業創出研究会」では、地域企業
や大学と連携した活動に取り組んでいます。

情報提供

研究成果発表会の実施、各種刊行物の発行、
メールマガジン、ホームページにより、最新技術
や研究成果などセンターの活動についての情
報提供を行っています。

研究開発

県産農産物の活用や企業・業界の課題解決に
向けた研究開発に取り組んでいます。

時には直接現場に赴
き、問題解決のため
の指導を行います。

企業等の技術者がセ
ンターの設備機器を
利用することもできま
す。

企業・大学等との共
同研究も行っていま
す。



【研究開発内容・分野】

【組織】 管理課，企画・デザイン部，食品開発部，応用微生物部

発酵食品

微生物の機能性を活かした発酵食品の開発
支援につながる研究を行います。県内の微生
物資源から収集した乳酸菌、酵母などを
MALDI-TOF MSにより同定し、微生物の特徴
を分析してデータベースを構築します。新規
焼酎酵母の開発、醤油乳酸菌の開発に取り
組んでいきます。

バイオマス

食品廃棄物の有効活用法の研究に取り組み
ます。県内で発生する焼酎粕や麦芽粕に乳
酸菌を添加し、保存性・嗜好性を高めた飼料
を生産する技術の開発を行います。さらに、
選抜した乳酸菌を添加することにより機能性
を付加し、高付加価値化飼料の開発を行いま
す。

応用微生物部

県産果樹による健康増進寄与

本県の食の強み等を生かしたビジネス創出
の一環として、県産果樹を中心に機能性成分
や加工技術等の研究成果を生かし、それらを
活用した「抗糖化」あるいは「低ＧＩ」食品の開
発を行い、県内企業のスポーツヘルス産業等
新分野進出を目指します。

県産果樹による加工品開発

高付加価値のジャムとして、果実と砂糖のみ
を使用し、ペクチンやクエン酸を添加しない加
工方法が好まれることから、原料の品種、時
期的な成分の違いを把握し、それらを組み合
わせることで、安定的な品質の製造方法確立
を目指します。

おいしさ評価

おいしさ評価を企業が容易に行えるための、
基盤技術を開発します。様々な食品に対応で
きるQDA法及び簡易な官能評価手法を確立
し、また、官能評価と機器分析を組み合わせ
た官能評価スコア予測モデルの構築を目指し
ます。

干したくあん・漬物の品質評価

本県特有の天日干したくあんを中心に、品質
を評価する基準（主に香りに関する指標）を確
立し、それを県内企業で共有することにより、
企業間の技術格差解消、高品質漬物の安定
生産に寄与し、さらなる本県ブランド力の向上
を目指します。

食品開発部

味覚センサー等官能評価 香気成分分析大根やぐら

ポリフェノール類一斉分析AGE阻害活性測定 へベス日向夏
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主な機器・設備の紹介

水分活性測定装置

温度をコントロールしなが
ら、厳密に食品の水分活性
を測定する装置です。
（食品開発部）

分光測色計

透過及び反射により、物体
の明度・色度、透過率等を
測定する装置です。
（食品開発部）

粉体の特性（安息角、圧縮
度、スパチュラ角、凝縮度、
崩潰角など）を測定する装
置です。
（食品開発部）

スモークハウス

温度、湿度、ダンパーの開
閉等を自動制御し、一連の
燻煙加工が行える装置で
す。
（食品開発部）

γ線測定システム

製品の安全管理のため、
セシウム134,137のγ線を計
測するための装置です。
（食品開発部）

加圧減圧
かくはん試験機

加圧及び減圧下で食品原
料を攪拌混練しながら調理
を行う装置です。
（食品開発部）

粉体特性測定装置

スプレー式
レトルト処理装置

最大140℃までの、レトルト
パック、缶詰等の加圧加熱
処理を行う装置です。
（食品開発部）

ドラムドライヤー

加熱されたドラム表面で食
品の蒸発濃縮を行い、薄
膜状に付着させ乾燥を行う
機械です。
（食品開発部）

過熱蒸気処理装置

最大300℃まで加熱された
蒸気により、連続的に食品
を加工する装置です。
（食品開発部）
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主な機器・設備の紹介

MALDI-TOF MS

菌体のコロニーから短時
間・低コストで微生物の同
定（ライブラリー照合）が可
能です。
（応用微生物部）

小型蒸留器

5Lサイズの小型蒸留器で
焼酎やスピリッツなどの試
作が可能です。常圧・減圧
蒸留に対応しています。
（応用微生物部）

光学系測定機能を備えた
培養ブロックを一定温度に
保ちながら振盪培養するこ
とで微生物の増殖曲線が
得られます。
（応用微生物部）

クリープメーター

食品が持つ物性（粘性、破
断、のび、かたさ、もろさ、
歯ごたえなど）を測定する
装置です。
（食品開発部）

電子味覚センサー

溶液中の呈味成分と応答
する７本のセンサーにより、
食品を識別する装置です。
（食品開発部）

ガスクロマトグラフ
質量分析計

試料に含まれるガス成分を、
加熱脱着等により導入し、
分離同定する装置です。
（食品開発部）

微生物増殖速度
測定装置

DNAシーケンサー

核酸塩基配列を分析、解
析する装置で、特定遺伝子
の変異検出や微生物の同
定を行うことができます。
（応用微生物部）

マイクロチップ
電気泳動装置

ＤＮＡやＲＮＡサンプルの泳
動距離から各断片の長さ
（サイズ）を測定します。
PCR産物の確認などを行う
ことができます。
（応用微生物部）

試料（液体）に含まれる有
機酸を高速液体クロマトグ
ラフにより分離・定量する
装置です。
（応用微生物部）

有機酸分析計
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食品企業等が開発した新商品の試験製造を行うことができる施設で、試験販売を行うために
必要な営業許可を取得することができます。
小ロット製造に適した施設規模で、衛生管理のレベル向上を目指したＨＡＣＣＰ手法の実地体
験も可能です。

カーボネーター、瓶詰機、
キャッパー、殺菌槽 など

デッキオーブン、ミキサー、
カップシーラー など

レトルト殺菌機、急速冷凍庫、
撹拌羽根付き二重釜 など

蒸気回転釜、スライサー、
ベルト式搾汁機 など

適切な官能評価を実施するために、試験条件を
コントロールすることができる施設です。
ISO8589（官能分析－試験室の設計に関する
一般指針）に準拠して設計されています。

評価サンプルを準備し、小窓から
提供します。

評価前のミーティングやグループ
ワークを行います。

独立した同じ環境（温度、照明、脱臭）
の１２の個室があります。
評価は、パソコンで入力され、ホストパ
ソコンにリアルタイムで送信・集約され
ることで、迅速な解析が可能です。

主な機器・設備の紹介

原材料処理室 そうざい・ソース等製造室 清涼飲料水製造室製菓・製パン室

官能評価室

準備室

コンセプトミーティングルーム

フード・オープンラボ

おいしさ・リサーチラボ
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鹿児島県工業技術センターの概要

所在地

〒899-5105

鹿児島県霧島市隼人町小田1445-1

TEL: 0995-43-5111

FAX: 0995-64-2111

アクセス

機械

【対応可能分野】

金属 電気・電子

食品 化学

窯業

繊維 バイオ

材料

木材

デザイン・工芸

シラス

【支援メニュー】

その他

●技術相談・指導 ●人材育成
工業技術に関する様々な相談に応じています。電話やメー

ル，来所あるいは企業現場で，技術課題の解決や新技術の開
発などを支援しています。

●依頼試験・分析
製品の品質管理や性能評価，不具合や事故原因の解明等，企

業の生産活動に伴う技術課題の解決や，新技術・新製品の開発
を支援するために，様々な製品や原材料の試験・分析を行って
います。

●設備機器利用
新技術・新製品の開発や，製品の品質管理，性能評価，不

具合や事故原因の解明等，企業の生産活動に伴う技術課題の
解決を支援するため，企業に設備機器を開放しています。

企業の技術力向上のための技術研修や，学生への技術研
修を実施しています。また，企業ニーズに応じた講習会，
研修会を開催しています。さらに，企業技術者の技術力向
上や新分野進出を目的とした研究会活動を支援しています。

●技術情報提供
研究成果発表会や刊行物，インターネット等の各種媒体を

活用し，研究成果や保有技術，各種事業内容等の情報を提供
しています。

●連 携
各企業団体や産業支援機関，大学等との産学官連携や技術

シーズ・ニーズのマッチング，そして共同研究等の推進を通
して，企業への総合的な支援を行っています。
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【研究開発内容・分野】

●発酵食品 ●シミュレーション・解析
酵母などの有用微生物の収集・保存や，これらの微生物を

利用した研究を行います。特に，最近の企業ニーズである機
能性成分の抽出，サプリメント化など新産業につながる研究
を行います。

●バイオマス・環境・エネルギー
製糖業を対象とした蔗糖収率の向上や，促進酸化処理を活

用した活性汚泥法の研究に取り組みます。また，太陽電池モ
ジュールへの火山灰の影響調査等に取り組みます。

●シラス等火山噴出物活用

シラスの選別・焼成発泡技術を確立し，建設資材等への全
量活用を目指します。また，桜島火山灰等を含む火山噴出物
の微細化，薄膜化により，陶磁器から化粧品まで幅広い高付
加価値品を開発します。

デジタルエンジニアリング技術を駆使した研究に取り組み，
解析技術支援及びIoT技術や３Ｄプリンタを活用した製品開
発の支援に取り組みます。また塑性加工において，材料の加
工前にシミュレーションを行うことで加工過程の問題点を予
測し，企業のものづくりをサポートする技術を確立します。

●加 工

複雑形状部品の塑性加工，異種材の接合など付加価値の高い
加工法について研究開発を行います。また，スマートフォンな
どの電子機器，自動車関連の金属部品などに用いられる薄膜化
技術を高度化することにより，さらなる展開を目指します。

●計測評価

温度，振動，音，光など複数のセンサから得られるデータ
を統合的に検討することによる計測評価方法の研究に取り組
みます。また，これまで蓄積してきた技術を生かした複雑形
状部品の３次元計測技術の高度化や各種製品評価試験技術等
の充実を図り，新たな試験及び分析技術を付加した計測評価
技術の高度化に取り組みます。

地域資源付加価値創出 ものづくり基盤技術高度化

焼酎や黒酢などの伝統的発酵技術や豊富に賦存するシラス
や木材などの地域資源を活用して特色のある製品開発に取り
組みます。また，地域の「強み」を生かした商品の付加価値
向上による差別化，国内外の市場を意識した新商品の開発に
取り組みます。

塑性加工，接合技術，電磁波対策技術など，保有する技術
シーズを生かした研究開発に取り組みます。また，IoTやビッ
グデータを活用したものづくりを促進し，生産性や品質の向
上を図り，県内企業の競争力やものづくり基盤技術の強化に
取り組みます。

●木材・木質材料活用

県産スギ等を活用した安全・快適で環境にも配慮した建築
物の実現に向け，木材・木質材料の強度・接合性能，乾燥技
術並びに耐久性向上技術に関する研究に取り組みます。

●デザイン・工芸

特産品や伝統的工芸品(大島紬，川辺仏壇，薩摩焼等)に対
してコンピュータや新技術等を利用し，異業種や観光とのコ
ラボレーション等により，地域性をアピールした商品開発に
取り組みます。

●システム

従来の計測技術に画像・光等の計測技術や，機械学習等に
よる自動判定技術を付加して計測の高度化・複合化を行い製
造工程の改善や製品の高品質化に取り組みます。また，近年
急速に発達しているIoT技術について，関連企業と連携して
ものづくり製造業に応用した新技術の開発に取り組みます。

接合部
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主な機器・設備の紹介 鹿児島県

■炭酸ガスレーザ加工機 ■ワイヤカット放電加工機

■超微粉砕分級装置

レーザ光線で様々な素材の穴あけ，
切断加工ができます。

工作物とワイヤ電極間の放電を利用
して金型などの精密加工ができます。

シラスや鉱物などの原料を微粉砕し，
分級して回収できます。

■油圧万能材料試験機

■実大試験機 ■電磁環境測定室

金属材料等の引張，曲げ，圧縮等の
強度試験ができます。

製材品や住宅部材等の実物大試験体
の強度を測定できます。

電気・電子機器の電磁波に関する実験
やＥＭＣ試験を行うための電波暗室です。

■全焦点３Ｄ表面形状測定機 ■複合振動試験装置

工具先端等の微小な形状を非接触で
測定できます。

振動による製品劣化の加速試験を
行うことができます。
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主な機器・設備の紹介 鹿児島県

■塩乾湿複合サイクル試験機

金属及び表面処理品の耐食性を塩水
噴霧で試験できます。

■走査型顕微鏡

■電子線プローブマイクロアナライザ ■オージェ電子分析装置

物質の表面状態や形状を拡大観察で
きる装置です。

金属，無機物などの微小領域の元素
を分析し分布状況を調べられます。

試料最表面の元素分析やエッチング
を併用し深さ方向の分析ができます。

■Ｘ線回折装置 ■側方照射型軟Ｘ線装置

■顕微赤外面分析装置

物質の結晶構造を解析し，構成成分
の同定や材質特性の把握ができます。

塑性流動などの動的現象や電子部品
等の内部を透過撮影できます。

有機材料の赤外吸収を測定すること
により，定性分析を行うことができます。



沖縄県工業技術センターの概要

所在地
〒904-2234
沖縄県うるま市字州崎12-2
TEL: 098-929-0111
FAX: 098-929-0115 

アクセス

醸造

【対応可能分野】

食品加工 食品資源 環境化学 資源化学

セラミックス 無機材料 金属加工 金属化学 機械電子

エンジニアリング その他

【支援メニュー】

支援機関の連携によるワンストップ支援

●企業連携共同研究開発支援事業

共同研究による支援共同研究による支援
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沖縄ものづくり技術展の開催

●沖縄県工業技術センター成果発表会

●企業展・企画展・企業プレゼン

●基調講演

●各種セミナー開催

●企業マッチング

ものづくり企業間、産学官の連携や交流を通し、
新たなビジネス・イノベーションの創出を図る。
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【研究開発内容・分野】

●食品加工
一般的な食品の加工技術に関する研究の他、伝
統食品や黒糖など特産品に関する技術支援、研
究開発を行っています。豆乳チーズや経産牛のド
ライエイジング加工技術、県産素材による「出汁」
の開発、黒糖製造工程管理技術・液体黒糖製造
技術開発等に取り組んでいます。

スモークチーズ風
豆腐チーズ

ドライエイジングビーフ

●醸造
多様化するマーケットでの泡
盛の価値を最大化するための
調査研究の他、芋酒や沖縄県
産素材を活かしたクラフトジン
等の開発を行っています。

IMUGE（芋酒）

●健康食品
・健康食品素材と代表的
成分の活性評価と加工、
粉体殺菌技術に関する研
究を行っています。

●天然資源
生物資源や海水など沖縄に特徴的な資源の探索から
利用開発を行っています。

酸化ストレス予防作用を持つ生物資源探索や紅藻の
機能性を活かした香粧品素材開発、製塩技術の開発
等に取り組んでいます。

●微生物利用
県内環境中から検索分離した微生物により発酵生産
したR-3-ヒドロキシ酪酸を用いた水溶性ポリマー開発

やアルカリ耐性微生物ライブラリの構築及び有用菌
の探索、天然藍染め染料に関する研究、小型メタン
発酵槽の開発等に取り組んでいます。

●窯業
窯業原料の調査、釉薬
データベース作成、壷
屋焼化粧用原料確保・
利用技術開発等の研究
開発を行っています。

●IoTやデジタルエンジニアリング
活用による高付加価値製品開発

リモートセンシングやシミュレーション等を用いた
装置開発手法を県内食品業界などの課題に適
用することで、誘致したサポーティング企業と県
内既存企業との連携を促進しています。

●表面処理
熱処理に関するニーズ調査やウ
ルトラファインバブル（UFB）技術

を組み合わせた金メッキフレキ
シブル基板製造装置開発、土産
品に適した装飾メッキ処理等の
技術の開発を行っています。ま
た、めっき試作ラボを設置してい
ます。

R-3-ヒドロキシ酪酸微生物による発酵

釉薬テストピース

●廃棄物利用
解体系廃石膏、自動車
廃ガラスなど県内で排
出される産業廃棄物の
処理、利用技術の開発
を行っています。

廃ガラスを用いた
赤瓦のテストピース
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主な機器・設備の紹介 沖縄県

■ドラムドライヤー ■気流式粉砕機 ■流動層造粒装置

■レーザー加工機 ■ワイヤーカット放電加工機 ■電磁波殺菌装置

■ジュール殺菌装置
■循環型培養装置 ■卓上型電子顕微鏡

■乾式粒度分布測定装置 ■ハンドヘルド蛍光X線分析装置 ■金属粉末積層造型機

■超高速ガスクロマトグラフ装置 ■示差走査熱量計 ■X線CT検査装置

変色や香り、たんぱく質など熱に敏感
な素材に適した短時間で乾燥を行う装
置です。

気流による素材同士の衝突を利用し
て短時間で超粉砕できる装置です。

コラム移動と光軸移動を組合わせるこ
とにより、比較的薄い金属板の2次元
形状を高速・高精度で加工できます。

ワイヤーと加工物の間の放電を利
用して、2.5次元微細加工ができます。

食品等の素材に直接通電し、自己
発熱を利用して急速加熱する装置
です。

微生物培養用の発酵タンク（９０L)
です。

粉末試料の粒度分布を測定する装置です。
乾式及び湿式での測定が可能です。

金属材料の構成元素を非破壊で測定
する装置です。金属等に含まれる不純
物を現場で分析することができます。

香り成分の分析を行います。短時間の
分析で保持指標ライブラリにより成分推
定を行うことが可能です。

微量サンプルの融解、ガラス転移、結
晶化、比熱、純度測定ができます。

粉末や固形状食品の殺菌試
験ができます。

粉末の顆粒および造粒試験ができる
装置です。

電子線を試料表面に走査し、電子、
電磁波を検出して画像化する装
置で、EDXを搭載し、観察と同時に
試料表面の分析も行えます。

３Ｄでデザインされたデータをもとに、
金属粉末にレーザ光を照射して固
める事によって造形を行う装置です。

X線により製品等の内部欠陥や精度を可

視化し、欠陥検出・解析や部品内部の寸
法精度測定等への活用が可能です。



国立研究開発法人 産業技術総合研究所 九州センター の概要

所在地
〒841-0052佐賀県鳥栖市宿町807-1
TEL：0942-81-3600（代） FAX：0942-81-3690

アクセス

計測

【対応可能分野】

センシング 半導体 食品 自動車

農林水産 材料 エネルギー その他

【支援メニュー】

・広い技術領域をカバー
・サポイン事業（補助金）の活用
・企業イメージの向上
・継続的情報のサービス（テクノブリッジクラブ）

・中小企業連携コーディネータ（SCET）による専門的指導
・研究者との具体的な相談
・オール産総研による支援
・リーズナブルな費用（平均77万円／件）
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【研究開発内容・分野】

センサシステム技術研究グループ

センシング材料研究グループ

トリリオンセンサ材料研究グループ

生物化学プロセス研究グループ

【エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門】

【エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター】
モジュール信頼性チーム

メガソーラや住宅用等の太陽光発電システムの普及により、太陽電池モジュールの信頼性や発電量を含む
実環境性能評価が重要になっています。九州センターでは、各種太陽電池モジュールを屋外に曝露し、これ
らの発電データと気象データの計測から実環境性能評価を行っています。また、巨大地震や集中豪雨等の
大規模災害による停電時の非常用電源として モバイル機器充電用のプラグインソーラーを開発しています。

太陽電池モジュール屋外曝露サイトの全景
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主な機器・設備の紹介

2015年12月に開設したミニマルファブショールームにミニマルBGAパッケージング試作ライン
を整備し、2018年9月に｢ミニマルIoTデバイス実証ラボ｣の活動を開始しました。

この実証ラボでは大学・公的機関・企業等と
連携（※）して仕様検討からパッケージ試作
までトータルで支援します。
仕様検討→材料選定→配線設計→試作
（※）九州IoTデバイス試作ネットワーク 産総研九州センター ミニマルIOTデバイス実証ラボ

パッケージの開発・試作および少量生産環境の提供
お客様のアイデアを半導体パッケージとして具現化

ミニマルIOTデバイス実証ラボ

ミニマルファブを体験してみませんか？

ミニマルファブ体験講座

－リソグラフィー装置を用いて―

産総研九州センターでは、デバイスの開発・
試作に関心のある企業の皆様や、これを支援する各県公
設試等の皆様に、ミニマルファブの構想および概要を理解
していただくとともに、ミニマルファブを用いた「リソグラ
フィー」を実習することでミニマルファブの操作の基本を習
得していただくことを目的に、『ミニマルファブ体験講座』を
開講しています。

趣 旨

受講カリキュラム（例）

開講挨拶・オリエンテーション13:15

【講義】ミニマルファブの概要13:20

【実習】ミニマルファブによるリソグラフィ試作14:30

※受講者は名刺を持参ください

閉講17:00

会 場 産業技術総合研究所 九州センター
国立研究開発法人

（〒841-0052  佐賀県鳥栖市宿町807-1）

日 時 随時受付中

所要時間 約4時間程度 ※ご希望に沿って対応いたします。
受講カリキュラム（例）をご覧ください。

受講対象 ミニマルファブやリソグラフィに興味のある企業の技術者
これを支援する各県公設試の研究者等

（リソグラフィの原理は理解していることが望ましい）

参加費 無 料

pMOS実デバイス（産総研つくばCのミニマルファブで作成）の
BGAパッケージを試作し、良好な電気特性を確認

人工心臓の血栓形成をリアルタイムに検出する為の光MEMSセンサー
部品を短期間で試作することに成功

pMOS BGAパッケージ
初期デザイン 遮光部品搭載光センサ

血液ポンプ

改良デザインセンサのモニタリング試験結果

遮光部品搭載無し

血栓検出感度の向上を実現

開発事例

● 見学（デモ）・体験講座も受け付けています ●

詳細は「ミニマルIoTデバイス実証ラボ」のホームページをご欄下さい。
https://unit.aist.go.jp/kyushu/minimallab/index.html
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農研機構九州沖縄農業研究センターの概要

【対応可能分野】 食品農業 バイオ

【支援メニュー】

【本所 】 地域戦略部 畜産草地研究領域

作物開発利用研究領域 生産環境研究領域

〒861-1192 熊本県合志市須屋2421 TEL：096-242-1150 

【筑後・久留米研究拠点】 水田作研究領域

〒833-0041 福岡県筑後市大字和泉496 TEL： 0942-52-3101 

園芸研究領域

〒839-8503 福岡県久留米市御井町1823-1 TEL： 0942-43-8271 

【都城研究拠点】 畑作研究領域

〒885-0091 宮崎県都城市横市町6651-2 TEL： 0986-24-4270 

【種子島研究拠点】 作物開発利用研究領域

〒891-3102 鹿児島県西之表市安納1742-1 TEL： 0997-25-0100 

【糸満駐在】 生産環境研究領域

〒901-0336 沖縄県糸満市真壁820 TEL： 098-840-3553

【カンキツ研究試験地】 〒859-2501 長崎県南島原市口之津町乙954 TEL： 0957-86-2306  

技術の普及とハブ機能の強化

農業技術研修制度

共同研究の推進

育成された品種

 農業（野菜園芸）を学びたい方、野菜園芸の新技術や知識を身につけ
たい方への研修を実施

 技術および知識を持ち寄って研究開発に取り組む共同研究を積極的に推進

 農研機構（特に九州沖縄農業研究センター）で育成された品種情報を提供

 地方公共団体・大学・企業との連携によるスマートフードチェーンモデルの構築
（産学連携コーディネーター）

 地域の農業者や企業等から現場ニーズを収集、成果の技術移転
（農業技術コミュニケーター）

 スマート農業実証事業を通じたデータ駆動型農業の推進
（スマート農業コミュニケーター）
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【研究開発内容・分野】

水田作研究領域

暖地における稲・麦・大豆の二毛作水田輪作技術の確立に向け、稲・麦
の新品種と水稲直播を核とした省力低コスト化や温暖化に対応した技術等
を開発しています。

畑作研究領域

園芸研究領域

農家から注目されている
乾田直播の漏水防止技術

カンショ（さつまいも）やトウモロコシの品種育成を行っています。
またホウレンソウなどの栽培技術を開発しています。

でん粉原料用カンショ多収品種
「こないしん」

イチゴの品種育成や栽培技術、植物工場の環境調節技術を開発していま
す。

光
合
成
産
物
の
転
流
量

多

少

光合成から3時間
経過後の転流画像

イチゴの多収栽培技術に貢献する光合成産物の
動態解明

加工・業務用ホウレンソウの
機械収穫体系

日本初のフランスパン用
国産小麦「さちかおり 」

輸出に向く多収で大粒な
イチゴ「恋みのり」

(国研)量研機構，
(国大)九州大学との
共同研究

11Cでラベルした光
合成産物の移動をイ
オンビームにより非
破壊かつリアルタイ
ムでイメージング

鎮圧力の高
い振動転圧
ローラー
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【研究開発内容・分野】

畜産草地研究領域

作物開発利用研究領域
大豆、ソバ、サトウキビ等の品種育成、農作物の機能性等の品質評価

および農業経営に関わる技術を開発しています。

肉用牛生産を支える飼料生産・調製、繁殖・飼養に関する技術を開
発しています。

鹿児島県のコントラクターに導入され
ているエンバク「スナイパー」

ICT技術による肉用牛の
繁殖性の向上

九州沖縄地域の作物生産に影響を及ぼす病害虫・線虫の防除、土壌肥
料、農業気象に関する技術を開発しています。

生産環境研究領域

沖縄や奄美で広く普及する
多収のサトウキビ「Ni27」（左）

アントシアニン含量が高い黒大豆
「クロダマル」

イネ縞葉枯（しまはがれ）病（左）を
媒介するヒメトビウンカ（右）

台風による風ベクトルの解析から
フェーンリスクを評価

加速度セン
サーなどを
活用した
発情探知
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産学官連携成功事例

１．福岡県工業技術センター
２．佐賀県工業技術センター
３．佐賀県窯業技術センター
４．長崎県工業技術センター
５．長崎県窯業技術センター
６．熊本県産業技術センター
７．大分県産業科学技術センター
８．宮崎県工業技術センター
９．宮崎県食品開発センター
10．鹿児島県工業技術センター
11．沖縄県工業技術センター
12．産業技術総合研究所九州センター
13．農業・食品産業技術総合研究機構

九州沖縄農業研究センター



 

図１ 従来技術と新技術の比較 
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テーマ名:「革新的な塗装方法による、超高意匠・低コストな耐久性塗装鏡面家具の開発」

（概要）
これまで鏡面家具製品は、職人の洗練された塗装技術により約１ヶ月の工期を要するため、非常に高
価となっていた。また、経時変化による劣化で鏡面の意匠性は３ヶ月程度で失われていた。そこで、弊
社グループでは、低コストで長寿命な鏡面製品の製造方法について研究開発に取組み、世界初の塗
装方法である「平滑面転写法」を確立し、その手法を自動で実現する装置「IM system（Innovative
Mirror-finish system）」を開発した。

企業名 株式会社イシモク・コーポレーション 製造本部長 石井 康博
（公設試） 福岡県工業技術センターインテリア研究所 研究員 竹内 和敏

【産学官連携成功事例】

家具における塗装鏡面とは、文字通り鏡の様に周りの景色
が鮮明に写り込む塗装を施した面材のことで、ピアノがその
代表である。住宅内では、主にキッチンや洗面台の扉に使用
され、空間全体を華やかで、モダンな印象にするため、長年
安定的な需要がある。
しかし、その製造においては、職人の洗練された塗装技術により約１ヶ月の工期を要するため、非常に
高価となっており、また、基材である木質ボードの温湿度による劣化で鏡面の意匠性は３ヶ月程度しか
維持されないことから、鏡面製品は、消費者ニーズが高いにも拘らず広く普及していなかった。弊社グ
ループでは、このような現状をビジネスチャンスととらえ、低コストで経時変化を飛躍的に抑えた鏡面製
品の製造方法について研究開発に取組んでいた。（公財）福岡県産業・科学技術振興財団のコーディ
ネータが当社を訪れた際に、研究内容の将来性を高く評価していただき、サポイン事業として開発を実
施することとなった。
本研究開発では、経時変化への対策が最大の課題であった。基材に用いるパーティクルボードは木質
のため、水分を吸放湿して膨潤収縮する。その課題解決のために、水分の透過を極力抑えた特殊な下
塗り剤を開発する必要があった。この下塗り剤開発の過程では、樹脂の透湿性を福岡県工業技術セン
ターで分析し、その結果を樹脂メーカーに伝え、新たな樹脂材料を共同で開発した。他に苦労した点は、
平滑面転写法は前例のない塗布方法であったため、当初、塗料メーカーから、様々な問題が提起され、
賛同が得られない状況であったことである。しかしながら、延べ100回以上の試行による立証結果と５
年にわたる研究開発の結果、世界初の塗装手法である「平滑面転写法」、および、それを実現可能な
装置「IM system」を開発した。

弊社は、塗装職人の技術を再現可能な「平滑面転
写法」という独自の革新的な手法、および、その手
法を自動で実現する装置である「IM system」の２つ
の革新的な独自技術を開発した。また、これら２つ
の独自技術に加え、下塗りに透湿性が低い特殊塗
料を使用することで経時変化対策を安価に実現した。
これらの技術の確立により、従来と比べ工程数は
1/10となり、塗装職人の高度な技術を1/5の低コスト
で実現した。さらに経年変化に対する耐久性を大幅
に改良し、意匠性を長期間に渡り維持できる鏡面製
品を、世界に先駆けて一般消費者が購入しやすい価
格帯で供給することを可能とした。本研究開発は、塗装鏡面の革新的量産技術を確立したことで、「第
7回ものづくり日本大賞」の「特別賞」を伝統技術の応用部門で受賞した。

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

 

図２ 促進劣化試験後の試験体 

（左：従来品、右：IM system で製作した試作品） 
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今回の研究開発はサポイン事業を活用して進めたが、研究開発を円滑に進展できた要因は、研究
体制内の全ての企業・機関が福岡県の筑後地域に集まっており、情報交換が密にできたことである。
また、アイデアを直ちに具体化できるような、研究開発を進めやすい体制であったため、作製したサ
ンプルを直ちに評価、改良するというサイクルを効率的に回すことができた。
自社に知見がある専門家がいるというケースは中々ないため、公的機関との連携やアドバイザーの
存在が重要であった。福岡県工業技術センターには分析・評価のための設備が揃っており、塗料の
分析や塗膜性能の評価を実施することができた。川下のアドバイザーには、色や性能において、顧
客目線でどういう仕様が要求されるかをアドバイス頂いた。サポイン事業に参画したそれぞれの機関
にキーパーソンがいて、それぞれに熱意があったからこそ、今回の成果に繋がったと考えている。

事業化に向けては、川下産業向けのキッチン扉材料を提供することをメインに考えている。鏡面家具
のサンプルには川下企業から既に高い評価を得ている。一方で、大手ハウスメーカーへの展開のため、
鏡面製品群の試作段階に入っている。
加えて、世界初の平滑面転写技術に基づく塗装鏡面製品は、意匠性に優れ、高級感があるため国内
のみならず海外でも大きな需要が期待できる。中国では鏡面がトレンドとなっているため、展示会へ出
展を予定している。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
株式会社イシモク・コーポレーション
製造本部長 石井 康博

今回、鏡面家具製品を開発するためにサポイ
ン事業を活用しました。サポイン事業では評価
装置や試作機への資金的な支援を得ることが
できました。また、公的機関やアドバイザーと
連携することで専門的な知見を得ることができ、
効率的に開発を推進することができました。

(公設試研究者)
福岡県工業技術センター インテリア研究所
研究員 竹内 和敏

今回の開発では、試作した鏡面製品の評価を担
当しました。サポイン事業で導入した評価装置を
用いて光沢や表面性、耐久性などを多面的に評
価し、その結果を次の試作に反映させることで、
課題を解決することができました。今後は製品化、
事業化までの技術支援を行いたいと思います。

企業情報
■名称：株式会社イシモク・コーポレーション ■代表者：代表取締役社長 石井 泰彦
■創業：1948年8月 ■資本金：40,000,000円
■所在地：〒831-0005福岡県大川市向島1703
■TEL：0944-87-6688 ■FAX：0944-87-6688
■主力商品
・住空間を演出するインテリアドア・クローゼット扉・システム収納・壁面材
・キッチンやサニタリー・洗面空間を演出する洗面化粧台や収納棚など

３．製品化までのプロセス、体制など

サポイン事業に応募するまでの２年間は、新規の構想の成立を立証するため、手作業で実験を繰り
返し、自社で独自に基礎的な装置開発を進めていた。担当者の熱意と立証結果により、サポイン事業
および新しい装置の開発に取り組むことになった。サポイン事業では弊社を中心に、（株）マシンテック
が設備の設計、製作、改良を、東洋ラミテック（株）が弊社とともに製品化に向けた試作、検証を行い、
インテリア研究所が性能評価を実施した。また、アドバイザーとして塗料メーカーや川下企業から助言
を頂き、開発の方向性を確認しながら効率的に開発を推進することができた。
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テーマ名:

「デザイン思考を取り入れた諸富家具産地を対象とした商品開発 」

（概要）

デザイン思考は、行動観察によりユーザーの潜在的なニーズを発掘する等、人間中心の視点で新たな価値を創造

しようとする方法論です。家具産業は成熟しており、ライフスタイルの多様化や人口減少による市場縮小など厳しい

経営環境が続いています。そこで、さらなる売上の向上と新規市場を開拓するため、デザイン思考を活用して生活

者に真に求められる新たな家具の開発に取り組みました。

企業名 レグナテック株式会社 開発部 吉田 誠

（公設試） 佐賀県工業技術センター 生産技術部 特別研究員 佐藤 彰

【産学官連携成功事例】

家具業界では、整理ダンスや食器棚といった従来どおりの定型化した製品は、ユーザーのライフスタイルの変化

などから需要が減少しています。そのため、家具メーカーは、既存の形態にとらわれずに真に求められている商品

を開発し提供することが重要になっています。このような状況から、当センターでは、諸富家具産地が新たな価値を

有する商品を継続して開発できるように、産地企業が実践可能なデザイン思考を活用した新たな商品開発手法の

研究に平成28年度から取り組んできました。

デザイン思考を活用した新商品開発では、生活者の潜在的なニーズの発掘と真に解決すべき問題を定義する初

期のプロセスの理解と実践が難しい部分でした。

「キッチン用品を整然と収

納し、かつ取り出しやすく

するにはどうしたらいい

か」をテーマに開発した

家具のプロトタイプ。

奥の収納物を楽に出し入

れできるように横から使う

のが特徴。必要に応じて

異なるユニットを組み合

わせる。

商品開発の実践では、デザイン思考のプロセスに則り、自分自身や友人・知人の居住空間における行動観察から

始め、得られた事実に対してその行動に至った背景や理由等を解釈し、真に解決すべき問題を設定しました。次に

開発メンバー個々人及びグループワークで解決のためのアイデアを創出し、イメージスケッチやラフモデルでアイデ

アの有効性を繰り返し確認し、プロトタイプを製作してユーザーテストを行いました。その後、ユーザーの意見を反映

させた、最終仕様を検討し、商品化に至りました。

開発体制は、デザイン思考の考えに基づき、企業の各部署（開発、営業、製造など）に所属する多様なメンバーで

構成し、また、当センターは、産地企業が実践可能なプロセスや手法の選定等を行い、開発会議のファシリテーター

やアドバイザーとして参画しました。

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など

新たな収納方法を提案するキッチン家具 デイリーユースの携帯品を
無理なく置いておく家具

「普段使うものの収納を無

理なく習慣化するにはどう

すればよいか」をテーマに

開発した家具。「身近にあ

る」「気軽に置いておける」

「圧迫感がない」をキー

ワードに「椅子にものを“置

く”」感覚で使えるように開

発。現在、展示販売中。
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 既存製品の形や色等の改良・改善ではなく、ユーザーの行動を見つめ直すことで新たなアイデアを得られた。

 多様な部署のメンバーで開発を進めたことで、多角的な視点から気づきを得ることができた。

 SNS（LINE）を活用して日常的に情報共有しながらグループワークを効率的に進めた。

 開発した「デイリーユースの携帯品を無理なく置いておく家具」について

は、バイヤーより「独自性がある」との評価を受けており、複数の販売店

で展示販売されている。

 今回得られたアイデアを核として、様々な用途や機能を持つ新たな家

具ユニットの開発に取り組み、必要に応じてユニットを組合せて使用す

る家具をシリーズとして展開することを目指す。

 デザイン思考を活用した商品開発を行う中で、多くの有用な開発視点

やアイデアを得たことから、今後の新商品の企画・開発に活用する。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）

レグナテック株式会社

開発部 吉田 誠

従来商品の改良・改善だけではユーザーのニーズを

捉えることが難しくなっています。今後は、デザイン思

考を活用することで、今までなかった発想による提案

型の商品開発に取り組みたいと感じています。

(公設試研究者)

佐賀県工業技術センター

特別研究員 佐藤 彰

デザイン思考を諸富家具産地が実践できるように当セ

ンターの知見とノウハウを活かして産地企業の商品開

発を支援しました。デザイン思考が、新たな価値を有す

る商品の開発に有効であると感じました。

企業情報

■名称：レグナテック株式会社 ■代表者：代表取締役 樺島 雄大

■創業：1964年6月 ■資本金：12,000,000円 ■従業者数：50人

■所在地：〒840-2106 佐賀県佐賀市諸富町山領266-1

■TEL：0952-47-6111 ■FAX：0952-47-6113 ■URL：https://www.legnatec.co.jp/

■主力商品 一般家庭用家具、公共施設・店舗用特注家具、創作家具、

インテリア小物・オリジナル雑貨、各種インテリア雑貨 等

デザイン思考のプロセス 概 要

1.共感によるユーザー理解
ユーザーの潜在的なニーズや本質的な課題を得るため、実際の言動を観察ま

たは、調査者自身が体験することでユーザーを深く理解する．

２.真の問題定義
ユーザーの理解と洞察をもとに本質的な課題を導出し，解決すべき真の問題を

設定する．

３.解決のためのアイデア創造
設定した問題の解決策や提供する新たな価値を実現するアイデアを創出し選択

する．

4.プロトタイプによるアイデア確認
イメージスケッチやラフモデル等で素早く創出したアイデアを具体化し，その有効

性や実現性を確認する．

5.ユーザーテストによるアイデア検証
ユーザーが実際に使用・体験できるプロトタイプを作成し，有用性を検証する．

また，フィードバックを得てユーザー理解をさらに深める．

今までに
ない家具を

提案

ありそうでなかった
毎日使うバッグの指定席
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テーマ名:「有田焼の新分野への挑戦 -強化磁器によるダイヤル開発-」

（概要）
セイコーの機械式時計ブランド＜プレザージュ＞のダイヤルに有田焼が採用された。

非常に薄い磁器で落下衝撃試験をクリアするために、佐賀県が開発し特許出願中の強化磁器素材
が用いられている。腕時計ダイヤルに求められる精度を磁器で実現し、安定した量産を行うための技
術開発に4年もの間取り組み成功することが出来た。
限定モデルではなく、量産モデルとして、今年9月7日に、全世界に向けて販売開始。

企業名 有限会社しん窯 専務取締役 橋口 博之
（公設試） 佐賀県窯業技術センター 技術開発課 特別研究員 蒲地 伸明

【産学官連携成功事例】

・2015年 セイコーウォッチ×しん窯×佐賀県窯業技術センターによるダイヤル開発プロジェクト始動
・2016年 強化磁器によるダイヤル試作開始、12月センター発表の世界最強磁器を用いることで、

強度、精度、意匠のすべてをクリアした試作品が完成。正式に製品化が決定
・2017年 量産技術開発、釉開発。
・2018年 初期モデル2種のデザイン、初期ロット数決定。量産開始。検品方法の確立。
・2019年 3月世界最大級の時計見本市バーゼルワールドにて発表。9月販売開始

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など

2015年にセイコーより有田焼でダイヤルが作れないかとの相談が寄せられた。1mm以下の厚さ
の製品をミクロン単位の精度で量産するという、これまでに経験したことのない製品であり、最初は
実現可能か判断することも難しい案件であった。窯業技術センターと技術指導契約を結び、様々な
技術検証を行う中で求められる精度、価格で製造できる可能性が高くなったが、唯一強度に関して
当初、利用していた既存の強化磁器では規格をクリアすることは困難であった。2016年末に「世界
最強磁器」の開発成功が窯業技術センターより発表され、強度の問題もクリアし本格的な製品開
発へ進むことになった。実際の量産では各工程で様々な問題が生じ、歩留まりがなかなか向上し
ないこともあったが、一つ一つ技術開発、改善を行うことで納期内にファーストロットを無事完納し、
9月7日に販売開始となった。

Seiko Presage  Prestige Line 有田焼ダイヤルモデル

（左：SARW049 200,000円+税 右：SARX061 180,000円+税）
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１．製品化までの十分な技術検証・開発期間があったこと。

プレザージュと伝統産業とのコラボレーションで有田焼は琺瑯、漆、七宝に続く第4段目であり、伝

統産業と工業製品の組み合わせを成功させるためのノウハウをセイコー側が持っていた。

２．必要な技術シーズが窯業技術センターに蓄積されていたこと。

世界最強磁器開発，NC切削による石膏型製作，薄肉製品の圧力鋳込み等ダイヤルの製品化に

必要であった技術ノウハウが窯業技術センターですでに研究開発されており、すぐに利用できた。

３．有田の伝統と技術を世界に発信するという強い意志。

有田サイドだけでなくセイコー側も有田の歴史、伝統を良く学ばれ、先人をリスペクトすることで有

田焼として恥ずかしくない製品を完成させ、世に出すという同じ目標を持って最初から最後までブ

レることなく開発、製造に取り組むことが出来た。

磁器ダイヤルの腕時計は一部の時計メーカーから販売されたことはあったが、非常に高価な限

定モデルとしての販売にとどまり、磁器で時計の要求する高精度のダイヤルを作ることの難しさを

示していた。有田焼ダイヤルは磁器として量産モデルに採用された初めてのケースであり、日本磁

器発祥の地である有田が技術と伝統を非常に高いレベルで有していることを示すことが出来た。今

後も様々なモデル展開が予定されており、400年の節目を超えた有田焼が新分野への進出を果た

した成功事例となった。

今、佐賀県の陶磁器産業は新たな市場を求めて、海外市場開拓を試みている。＜プレザージュ

＞は世界展開モデルであり、有田焼とその技術を改めて世界にアピールすることで、その一助とな

ることを期待したい。また、本製品開発で得た高精度製品の量産技術を生かし更なる新分野市場

の開拓にも期待したい。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）

有限会社 しん窯

専務取締役 橋口 博之

今回のプロジェクトは佐賀県窯業技術セン

ターの協力なしでは不可能でした。

多くの困難も有りましたが、貴重なノウハウを

得ることができて、今後の取組みに大きな自

信が付きました。

(公設試研究者)

佐賀県窯業技術センター

特別研究員 蒲地 伸明

最初にダイヤル開発の話を伺ったときに、従来

の技術では量産不可能な製品だと思いました。

同時に、当センターで最近、開発した様々な技

術を総動員することで実現可能と直感しました。

結果、4年の期間を要しましたが量産に成功し

販売が開始されたことをうれしく思います。

企業情報

名称：有限会社 しん窯 ■代表者：代表取締役 梶原 茂弘

■創業：天保年間 1830年 ■資本金： 3,000,000円 ■従業者数：17人

■所在地：〒844-0022 佐賀県西松浦郡有田町黒牟田丙２７８８

■TEL：0955-43-2215 ■FAX：0955-43-2889 ■URL：http://shingama.com

■主力商品

・暮らしの器 青花ブランド ・ユニバーサル食器

青花匠ブランド ・子供用食器等
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テーマ名:「多言語対応型ホテル用案内ロボット」

（概要）

東京都ロボット産業活性化事業を用いて、ホテル、観光案内所、イベント会場、大型施設、病院など
様々なシーンで利用できる多言語対応案内ロボットを開発しました。

企業名 株式会社日本ビジネスソフト 常務取締役 岡 利光
（公設試） 長崎県工業技術センター 基盤技術部 機械システム科長 田口 喜祥

【産学官連携成功事例】

長崎県の「ロボット関連ニッチ市場開拓支援事業」のなかで、ホテル日航ハウステンボス様のニー
ズである「ホテル内でのフロントの混雑緩和とお客様へのサービス向上」の課題について、案内ロ
ボットを活用するための検討がプロジェクトの始まりでした。
弊社はソフトウェアの会社でロボット開発も初のチャレンジとなり、ハード的な部分は未経験でした

ので、不安要素も多々有りましたが、県内のハードに強い企業との連携や、長崎県工業技術セン
ターに技術支援を頂けるとのことでプロジェクトを発足致しました。

多言語対応の自律移動型案内ロボット「NR-01」です。
このロボットは、案内する場所へ自律またはスタッフに追従して移動し、音声による入力や画面の

タッチパネルの操作にて様々な情報を取り出すことができます。
取り出した情報は、音声による情報提供に加えて、画像や動画などの形式でロボットに内蔵され

たモニタに表示し、わかりやすく提供する事ができます。また、デジタルサイネージ用の大型モニタ
と連携し、情報を表示することができます。
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語に対応しています。
ロボットのサイズは、高さが1,015mm、幅が610mm、奥行き680mm、重さが35㎏で、 リチウムイオ

ンバッテリで約4時間利用できます。

多言語対応型案内ロボット ホテル用案内画面

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など
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現在、製品化に向けて試作機の開発に取り組んでおります。試作機の開発では、ユーザニーズと
のマッチングを確認するために、ユーザ様を交えた定例会を毎月実施して、現状の開発状況、問題
点などの情報を共有し、ロボットの機能面、操作性、デザインなどにズレがないかの確認を行ってい
ます。
問題があれば、次回定例会までに改善し、共有できる環境のもと、試作機の開発を進めております。

まずは、ホテル日航ハウステンボス様に購入いただき、「運用面で問題がないか」等の情報を収集
し、改善できる部分は改善してまいります。
ホテル日航ハウステンボス様の活用事例、導入効果を営業用の資料としてまとめ、国内のホテ

ル・美術館・博物館・オフィス受付・空港・駅・公共施設・ショッピングモール・図書館・イベント会場・観
光案内所などといった施設に販売を行ってまいります。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
株式会社日本ビジネスソフト
常務取締役 岡 利光

（企業として開発に携わった感想、企業に
とってのメリット等）

ロボット開発は初めての経験で、不安も大
きく期待も大きいところからスタートしたことを
覚えています。ただ弊社だけではなく、地元
の共同開発メンバーの方々と協力し、今まで
やってきたからこそ、より良い試作機が出来
上がってきたと実感しますし、地元長崎の共
同メンバーであるからこそ、事業化へ向けて、
長崎にも貢献できるのではないかと考えます。

(公設試研究者)
長崎県工業技術センター
機械システム科長 田口 喜祥

（研究者として開発に携わった感想）

今回の開発は、東京都立産業技術研究セ
ンターの技術シーズを長崎県内企業に技術
移転するための橋渡し役として参加しました。
そのため、筐体の組み立て、低コスト化、実
証試験場所の提供などの間接的な支援を
実施しました。開発したロボットが事業の目
的である東京オリンピックで使用されること
を期待します。

企業情報
■名称：株式会社日本ビジネスソフト ■代表者：代表取締役 小原 丈治
■創業：1983年6月 ■資本金：50,000,000円 ■従業者数：119人
■所在地：〒859-3153長崎県佐世保市三川内新町27-1
■TEL：0956-30-7200 ■FAX：0956-30-7007 ■URL：https://www.kknbs.co.jp/
■主力商品
・グループウェア「Able Office」
・販売管理システム「販売管理Pro」
・病理診断専門電子カルテ「デジパック」

今回開発した試作機を、実証試験にて問題点を洗い出し機能改善を実施してまいります。
購入の障壁として予想されるコストについては、筺体部や駆動部の低価格化を推進し、受け入れ

られやすい価格帯を目指してまいります。
また、導入後の運用に不可欠な、コンテンツのメンテナンスについては、ロボットの特別な知識が

ない方でも、会話や画像の情報を更新し、ロボットにアップロードするツールを提供いたします。
販売体制、ロボットの保守体制については、長崎県の支援や地場のチャネルを活かし開拓してま

いります。

３．製品化までのプロセス、体制など
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テーマ名:「蓄光製品の開発」

（概要）

翌朝まで視認可能な残光輝度特性と屋外に設置しても長期間安定に性能を維持する
耐久性をあわせ持つ高耐候性・高輝度蓄光製品「エコほたる」を紹介します。

企 業 名 有限会社筒山太一窯 蓄光事業部 福田太一
（公設試） 長崎県窯業技術センター 陶磁器科 専門研究員 吉田英樹

【産学官連携成功事例】

当社が開発した蓄光式避難誘導表示板は、平成20年に東京都営地下鉄で
採用され、46駅に5,000枚が施工されました。その後、蓄光製品に対してさま
ざまな要望が寄せられる中、特に多かったのが屋外に設置したいというもの
でした。しかし、蓄光式避難誘導表示板は屋内使用を想定しているため、
太陽光励起による屋外使用では、残光時間が十分ではありませんでした。
そこで、長崎県窯業技術センターに相談し、屋外でも翌朝まで視認可能な
蓄光製品の開発に着手しました。さまざまな試験条件を検討し輝度性能の
向上を図った結果、蓄光式避難誘導表示板の2倍以上の輝度性能と高い
耐候性を有する蓄光製品「エコほたる」の開発に成功しました。
展示会等で商品をPRすると、サイズ・形状に対する多種多様な要望が 避難誘導表示板

あること、コストダウンがまだまだ必要なことを痛感しています。 （都営地下鉄４６駅使用)

セラミックスやガラスフリット製の蓄光製品は、高温焼成による蓄光顔料の劣化のため、どうしても樹
脂に比べて残光輝度性能が劣りましたが、長崎県窯業技術センターとの共同研究により開発、商品化
した高耐候性・高輝度蓄光製品「エコほたる」は、当社従来比
約２倍の輝度性能アップに成功し、樹脂製品に匹敵する残光
輝度性能を実現しました。これにより、自然光による励起のみ
で翌朝まで視認できる輝度を維持できます。
さらに、耐候性の高いガラス素材で蓄光顔料をがっちりガード

していますので、屋外に設置しても残光輝度性能は長期間劣化

しません。

平成20年10月 財団法人長崎県産業振興財団「長崎県新エネルギー・環境産業事業可能性調査事
業」に採択。長崎県窯業技術センターと共同で高耐候性・高輝度蓄光製品の開発を
開始。

平成21年2月 高耐候性・高輝度蓄光製品の開発に成功。
平成21年11月 商品名「エコほたる」として商品化。
平成21年9月 全国中小企業団体中央会「ものづくり中小企業製品開発等支援補助金（実証等

支援事業）」に採択され、大型製品（10cm以上）の製造技術の確立および屋外設置
の実証試験（屋外暴露試験）を長崎県窯業技術センターへの委託により実施。

平成23年11月現在 屋外暴露試験を継続中。

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など

高耐候性･高輝度蓄光製品｢エコほたる｣
（左：明視野像、右：暗視野像）
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屋外用蓄光製品開発に際して、まずは地元の研究機関である長崎県窯業技術センターに相談した
ことが製品化のきっかけになりました。資金面においては、長崎県産業振興財団の「長崎県新エネル
ギー・環境産業事業可能性調査事業」に採択していただくとともに、窯技センター、財団および当社で
プロジェクトチームを結成し、定期的に開発会議を開きながら、約半年という非常に短期間で基礎技
術を確立することができました。さらに、全国中小企業団体中央会のものづくり中小企業製品開発等
支援補助金（実証等支援事業）にも採択していただき、窯技センターへの委託による大型製品開発
および屋外暴露試験を実施することできました。

当社が希望する製品開発に対して、技術面、資金面で長崎県の適切なバックアップがあって初めて
成功したプロジェクトだと考えております。

未曾有の大災害となった東日本大震災では、大規模かつ長期間の
停電により、夜間の移動・活動に支障をきたし、東京都では多数の
徒歩帰宅困難者が発生しました。各自治体はこれを踏まえて屋外
における夜間停電時の避難誘導など防災対策にさらに注力すると
考えられます。一方、原発事故を契機に、産業界や家庭に対して
節電への取り組みが強く求められています。このような情勢の中、
「エコほたる」は、停電時に自発光し、発光時に電気を必要としない
ことから、防災対策、節電対策の両面で社会的・経済的ニーズに
マッチした製品です。階段の段差明示や避難場所を明示する蓄光
看板、歩道に埋め込む粒状品など、樹脂製蓄光製品では対応でき

ない屋外向け製品を今後も開発して参ります。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
有限会社筒山太一窯

蓄光事業部 福田 太一
（企業として開発に携わった感想）

最初はわからないことばかりで戸惑いもあり
ましたが、研究を行うにつれ新たな発見や普
段経験できないことを経験できて勉強になり
ました。また、自社だけではできない事を長
崎県窯業技術センター様と共同で行い達成
できたことは当社としてとても大きな一歩とな
りました。

(公設試研究者)
長崎県窯業技術センター
専門研究員 吉田 英樹

（研究者として開発に携わった感想）
蓄光顔料を取り扱うのは初めてでしたので、
最初は手探り状態でしたが、比較的短期間で

高性能化を達成できたのは、筒山太一窯様の
技術の蓄積と当センターのガラス材料技術が
うまく融合できたことに尽きますし、世の中に
貢献できる製品が開発できたことを誇りに思
います。

企業情報
■名称：有限会社筒山太一窯 ■代表者：代表取締役 福田 友和
■創業：昭和63年9月 ■資本金：10,000,000円 ■従業者数：9人
■所在地：〒859-3712 長崎県東彼杵郡波佐見町中尾郷1018番地
■TEL：0956-85-4912 ■FAX：0956-85-4912 ■URL：http://www.taichigama.com/
■主力商品
・陶磁器製食器
・蓄光式避難誘導表示板

・高耐候性・高輝度蓄光製品「エコほたる」

畜光製品のラインナップ



テーマ名:「オメガ３系脂肪酸を高含有する畜産物及び加工品の開発と品質管理
に関する研究」

（概要）
畜産生産物の付加価値向上を目的として、フランスフードクラスター（Bleu-Blanc-Coeur）等と連携し、

家畜にオメガ３含有飼料を給餌した際の生体や生産物（鶏卵、牛乳など）への影響について検証した。
家畜に給餌する際のオメガ３の最適量や飼料設計、品質管理項目などを検討し、得られた畜産物、
加工品ごとの製品基準の策定と分析方法の最適化により品質の安定化を確立した。それにより、オメ
ガ３を高含有する畜産成果品の優位性が確認でき、製品化にも至っている。

企業名 九州地域バイオクラスター推進協議会 会長 小野 友道
（公設試） 熊本県産業技術センター 食品加工技術室 研究主任 佐藤 崇雄

【産学官連携成功事例】

フランスフードクラスター（Bleu-Blanc-Coeur）が生産するオメガ３系脂肪酸高含有飼料を使用し、「家
畜の健康と人の健康の両立」を目指した研究開発が平成２４年頃からスタートした。スタート当時は、ま
だオメガ３の認知度も低く、展示会などに出展してもあまり反応は良くなかった。しかしながら、プロジェ
クトメンバーと情報共有しながら新製品の開発などを進め、平成２７年３月に健康博覧会に出展したと
ころ、休憩時間もとれないほどブースは盛況で充実した３日間となった。そのころから、商品アイテム数
も増加し始め、鶏卵、ヨーグルト、牛乳、牛肉などがリリースされた。平成２８年熊本地震で各社一様に
被害は受けたものの、翌年にはオメガ３系脂肪酸高含馬肉の開発に成功した。

家畜にオメガ３系脂肪酸高含有飼料を給餌し、右図に示すよう
な様々な特徴ある製品を開発した。例えば馬肉ではオメガ６系
脂肪酸とオメガ３系脂肪酸の比が２０→１に、さらに飽和脂肪酸
とオメガ３系脂肪酸の比は１０→１にそれぞれ改善された。また
鶏卵では、オメガ３系脂肪酸含有量が５〜８倍増加することが
確認された。

本取り組みは、九州地域バイオクラスター推進協議会が事務局
となりBBC連携プロジェクト（通称、ヘルシーファーミングプロジェ
クト）として、フランスBBCとのMOU（2013年10月締結）に基づく
亜麻飼料を利用した事業展開を行うものである。現在約１０社
が取り組みを行っており、フランスBBCと日本側の協議により定
められた基準をクリアーした商品については、九州地域バイオ
クラスター推進協議会ヘルシーファーミングプロジェクト会長が
事業者認定を行うとともに、右に示す認証マークを、商品パッ
ケージへ表示することが認められている。また、定期的に運営
会議を行い相互の進捗状況なども把握するとともに、担当者が

渡仏し必要事項を協議する体制ｋも整っている。

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など
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当初は機能性を前面に押し出す戦略が検討されたが、「家畜の健康と人の健康の両立」をコンセプト
とし、これまで市場に流通していないタイプの商品群が開発できたことにより注目を集めることができ
たと考えられる。また、バイヤーや消費者などに効果や通常商品との成分差異を数字で表すことによ
り「価格が高いが科学的根拠が明確で間違いない！」と感じてもらえるようにプレゼンを続けた点な
どが、継続して販売が可能になった一因では無いかと考えられる。

今後も同種の商品には無い強みを強調しながら、取り組みに
興味のある企業など新たにメンバーに加え商品ジャンルの充

実を目指す。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
九州地域バイオクラスター推進協議会
ヘルシーファーミングプロジェクト
会長 緒方 克也（株式会社緒方エッグ

ファーム代表取締役）
「家畜の健康と人の健康の両立」をコンセプト

とし活動を続けてきました。今後も商品ライン
ナップを充実させて行きたいと考えております。

(公設試研究者)
熊本県産業技術センター
食品加工技術室 主任研究員 佐藤 崇雄

海外のフードクラスターとの連携など通常の業
務では携わる機会が少ない案件で、非常に勉
強になりました。本格的に事業がスタートして約
７年が経ちますが、まだまだ課題も山積ですの
で、継続して支援していきたいと思います。

企業情報
■名称：九州地域バイオクラスター推進協議会 ■代表者：小野 友道
■創業：2007年９月 ■資本金：3,500,000円
■所在地： 熊本県上益城郡益城町田原2081-10(公益財団法人くまもと産業支援財団内) 
■TEL：096-289-3116 ■FAX：096-286-3929
■主力商品（設立目的）
・予防医学・サービス産業と連携した機能性食品・健康食品の提供による安全・安心な「フード
健康アイランド九州」の構築を実現。
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テーマ名 

「改正 SOLAS 条約に適合した施工性に優れた船舶用床材の開発」 

（概要） 

「海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS 条約）」が 2014 年 7 月に改正され、総トン数

1,600 以上の新造船においては、船舶居住区に使用される床材や隔壁などの船舶艤装品について、

一定の防音性能および防熱性能の確保が義務化されました。 

本研究では船舶床材の防音性能・防熱性能のスクリーニング法を確立し、さらにそれらを活用する

ことで、改正 SOLAS 条約に適合し、施工作業性に優れた高性能船舶床材を開発しました。 

（企 業 発 表 者） 株式会社コスモ          専務取締役 春那 将範 

（公設試発表者） 大分県産業科学技術センター 工業化学担当 研究員 上野 竜太 

 

１．成果品（製品）紹介 

一般的な船舶床材では SOLAS条約に適合する防音性能・防熱性

能を付与するため、珪酸カルシウムボードやロックウールを使用

しています。しかしながら、これらの材料は床面形状に合わせて

カッティングする際、大量の粉塵が発生し、船体内の密閉空間に

おいて施工する作業者への負担となっています。 

本研究では、スクリーニング法を活用することで床材材料の選

定や構造の最適化を行い、粉塵を発生させる材料を使用せず、

SOLAS条約に適合した製品を開発しました。また、従来よりも薄

く、工程数も少ない製品となっており、大幅なコスト削減に繋が

っています。 

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など 

SOLAS条約改正に伴い、船舶床材の製品開発において防音性能・防熱性能の評価がより重要な項目となり

ました。㈱コスモでは、これまで船舶床材の性能評価は認定機関に依頼してきましたが、一回の試験に対

し多大なコストと時間を要していました。そこで、自社で事前にスクリーニング試験を行うことで製品開

発スピードの向上とコスト削減を試みたいという相談を受けたことがきっかけでした。 

本研究は、公益財団法人大分県産業創造機構が募集する地域資源活用商品創出事業をはじめとした複数

の補助事業を積極的に活用することで研究開発を促進させることができました。 

３．製品化までのプロセス、体制など 

 

年度 概要 

H27 ・技術相談 

H28～H29 ・船舶床材の防音性能・防熱性能スクリーニング法の開発をテーマとして共同研究 

H30～H31 ・改正 SOLAS条約に適合し、施工作業性に優れた高性能船舶床材を開発 

・地域資源活用商品創出事業に採択 

・中小企業等特許情報分析活用支援事業に採択 

・専門家派遣事業に採択 

R1～ ・開発製品の特許出願、製品販売 
 

【図１】進水式(大分県臼杵市) 
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４．製品化、販売に成功したポイント 

船舶床材は SOLAS条約に適合することが義務付けられています 

が、マーケティングにおいては、コストが低いことや施工作業性

が良いことが求められます。本研究においてもこの点を意識し、

実際の施工現場へのヒアリング等を適宜行いながら、販売段階ま

で見越した製品開発を行いました。 

また、特許の出願を視野に入れ、独立行政法人工業所有権情

報・研修館の中小企業等特許情報分析活用支援事業および一般社

団法人大分県発明協会の専門家派遣事業を活用しました。これら

の事業の中で先行技術調査および弁理士と知財化について具体

的な打合せを行い、より長期的な視点での製品開発を行いました。 

５．今後の展開、波及効果など 

開発を行った製品については、株式会社コスモと大分県産業科

学技術センターの共同出願中です、あわせて、国土交通省や日本

海事協会の型式認証を申請中で、今後の受注拡大に向けて、営業

を本格化させていきます。 

今回の共同研究をとおして㈱コスモでは自社内スクリーニン

グ試験等の船舶床材の研究開発に関するノウハウがより蓄積さ

れ、自社の強みが増えました。今後は、これらを活かし、引き続

き、高防熱性能が要求される船舶区画用の床材の開発を行い、研

究開発型企業へ展開していきます。 

なお、今回の研究開発の取り組みをとおして、㈱コスモでは、

知的財産権に関する知識を吸収することができました。 

 

発表者紹介（企業） 

 株式会社コスモ 

   取締役専務 春那 将範 

これまでは、試作品の防音性能や防熱性能の評価

をその都度、外部試験機関に依頼していたので、コ

ストや時間がかかっていました。今回、大分県産業

科学技術センターとの共同研究をとおして、スクリ

ーニング法を開発し、研究をスピーディに進め新製

品を開発することができました。 

発表者紹介（公設試） 

 大分県産業科学技術センター 

   研究員 上野 竜太 

 技術相談からスタートした本テーマですが、共同

研究から知財化へとステップアップさせ、製品化に

まで繋げることができたのは貴重な経験となりま

した。 

積極的に補助事業を活用されたことが、研究開発

における課題解決に効果的であったと思います。 

企業情報 

■名称：株式会社コスモ  ■代表者：代表取締役社長 春那 政武 

■創業：平成 5年 7月  ■資本金：11,000,000円  ■従業者数：37人 

■所在地：〒875-0022  大分県臼杵市末広３５２７−７ 

■TEL：0972-63-2788  ■FAX：0972-63-8679  ■URL：http://cosmo-corp.cc/ 

■主力商品 

 ・船舶艤装工事   ・ステンレス加工業  

 ・アルミニウム加工業   ・焼付塗装業 

【図 3】特許化に関する打合せ 

 

【図 2】施工の様子 
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テーマ名:「ＩoT技術を活用した次世代型見守りシステムの開発」

（概要）
急速に進む高齢化社会、一人暮らしの高齢者は増加する一方で、その「見守り」は必要不可欠に

なっています。また、介護の現場では重度な要介護者に労働力が集中し、人手不足も深刻化して
いるなど問題も多い状況です。そこで、「家族が見守る新しいカタチ」をコンセプトに、高齢者がより
簡単にコミュニケーションや見守り情報の発信ができるIoT技術を活用した次世代型見守りシステ
ム「みまもりステーション」を開発しました 。

企業名 株式会社インタープロ 代表取締役 南 克浩
（公設試） 宮崎県工業技術センター 機械電子部 副部長 布施 泰史

副部長 山下 一男

【産学官連携成功事例】

先代品「みまもりステーション」を試験的にモニター評価したところ、クレイドルが据置型のため設
置場所が制約される問題があり、「小型化・壁掛型」のニーズが高いことがわかりました。また、IoT
技術を活用した競合製品も増えており、更なる性能・機能の向上が不可欠と考え、人感、照度、温
度のセンサーに加え、健康管理に重要な湿度センサーも付加するなど、次世代型見守りシステム
として開発するため宮崎県工業技術センターに協力を依頼し、装置の設計、３Ｄプリンターを用い
た試作、製品評価（EMC・環境試験）について共同研究として取り組むこととなりました。

高齢者宅用に開発した次世代型見守りステーションは、センサークレイドル（センシング・通信機
能付置台）と市販のタブレットを使いセンサー情報を専用の「みまもりアプリ」を介してクラウドシス
テムに送信し、パソコンやスマートフォンなど遠方から高齢者の暮らしを見守ることができます。

小型化のための回路設計、アプリ開発及びシステム全体のプランニングを株式会社インタープロ
が、ケースデザインの３Ｄ設計及び３Ｄモデリング試作と製品評価のためのEMC・環境試験を宮崎
県工業技術センターが担当しました。また、製品（クレイドル）の製造は、県内の樹脂加工企業、電
子機器製造企業を選定し、オール宮崎体制で製品化しました。
●フェーズ１ システム設計・試作
・ハードウェア仕様を検討し、クレイドルとの関連を明確にする
・外観のデザインを行い３Ｄプリンターで出力し検討を重ねる
・樹脂製のパーツ以外の金属部品との適合を検討する

●フェーズ２ 製品化に向けた機能検討
・電子基板の仕様を決め、樹脂ケースとの適合を行う
・ユニバーサルデザインを検討し、ケース形状・仕様の細部を検討する
・モニタリング用の機器を製造する

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など

［特徴］
●コミュニケーション機能
問いかけに対し簡単に”○”、”×”、”△”で返信でき
安否確認
●ライフリズム機能
本体に外出・動き・室温・明るさセンサー類を内蔵
●緊急通報機能
外出管理、高温検知、侵入者感知、バッテリー容量
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本製品を開発するにあたり宮崎県産業振興機構（産学官共同研究開発支援事業H28〜29）の支
援を受けたことで短期間での製品化を実現できました。先代品の段階から多くの方に関心を持って
頂き、開発期間中は試作と共に製品化や販売網の拡大を並行に進めたため、現場からの意見や
機能を取り込むことができ、完成度の高い商品となり上市することができました。平成30年2月には、
国内マンション管理最大手に正式採用されました。また、実際には細かな調整事項も多く、宮崎県
内で完結出来たことが大きなメリットでした。

一人暮しの高齢者は、2020年に660万人と言われますが、その中で自立や要支援程度の認定で
介護の受けられない高齢者は550万人を超えると考えられます。
次世代型見守りシステムは、これまでの課題を解決したICT活用機器であったことから、医療・福

祉関係者の反応も良好で、国際福祉機器展（東京ビッグサイト）をはじめとする各種展示会等でも
注目されました。
また、川崎市の福祉機器認証制度「かわさき基準」の認定を受けるなどのほか、宮崎日日新聞、

朝日新聞、週間AERAなど各報道機関で報道されています。
以上のように、ヘルスケアの需要に応えた医療・福祉・介護機器等の開発・製造、サービスの開

発・提供等を全国にビジネス展開しており、今後さらなる販売増が期待できるのではないかと考え
ています。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

●フェーズ３ モニタリング評価と製品化
・県内介護施設や在宅高齢者の協力を得てモニタリング評価を実施
・EMC試験や環境試験の実施
・最終製品の製造

（企業研究者）
株式会社インタープロ
代表取締役 南 克浩

宮崎でここまでの商品が完成するとは予想
しませんでした。宮崎を軸足にしますが、主
力は首都圏であり全国をターゲットにした販
売網を構築していきたいと思います。

企業情報
■名称：株式会社インタープロ ■代表者：代表取締役 南 克浩
■創業：2000年4月 ■資本金：10,000,000円 ■従業者数：19人
■所在地：〒880-0867 宮崎市瀬頭2-2-10
■TEL：0985-20-5051 ■FAX：0985-20-5052
■URL：www.interproinc.co.jp
■主力商品
・みまもりステーション スタンダード コンシューマ用 PRO 業者用
・みまもりLite 無料アプリ ・ハイビーコン シリーズ

(公設試研究者)
宮崎県工業技術センター
副部長 布施 泰史
副部長 山下 一男

製品開発において当センターの３Ｄデザイン
や３Ｄプリンター並びにEMC試験や環境試験
設備を活用したことで、短期間で実用性の高
い機器開発をお手伝いすることができました。
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テーマ名: 「官能評価による野菜チップスの品質特性比較」
（概要）

発売から７年が経過したゴボチ（ゴボウチップス）は、これまでに数多くの展示会に出展することで、
商品の認知度を高めてきました。今後は、国内外における販売力をさらに強化するため、強力な販
売プロモーションツールの開発が欠かせません。

今回は、官能評価によりゴボチの特徴を客観的に評価するとともに、評価データを活用した効果
的なデザイン活用について取り組みましたので、その事例を紹介します。

企業名 株式会社デイリーマーム 取締役営業本部長 和田 絵里香
（公設試） 宮崎県食品開発センター 食品開発部 主任研究員 松浦 靖

宮崎県工業技術センター 企画デザイン部 主任研究員 関屋 千草

【産学官連携成功事例】

ゴボチの特徴を図表を用いて分かり易く、そして魅力
的な表現を取り入れることで、ゴボチのおいしさの特徴
をビジュアル化した販売促進ツールを開発しました（写
真）。

開発にあたっては、官能評価を実施しました。他社商
品に比してゴボチの評価が極めて高かった用語として、
ゴボウの持つ独特な香りや風味、繊維質など「素材」に
関する用語が含まれていることを確認しました。その結
果を踏まえ、消費者やバイヤーの興味を引きつける特
徴あるアイコンとシンプルなコピーをポスターに落とし
込み、販売促進ツールとしました。

販売促進ツール開発にあたっては、各

機関得意分野を担当し、連携しながら効
率的に進めました。官能評価を食品開発
センター、データの解析とビジュアル化を
工業技術センター、販売促進ツールの効
果検証を株式会社デイリーマームが担当
しました。
官能評価はQDA試験を採用しました。

一般県民から公募により登録された外部
パネリスト23名に対し選抜試験を実施し、
選抜された識別力の高いパネリスト12名
により野菜チップスを評価しました。

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など

（写真：国外向けポスター）

株式会社デイリーマームと食品開発センターは、共同研究によりゴボチの商品開発を行ってきま
した。ゴボウは国産原料を使用し、添加物を使用しないなど、こだわりの商品であり、これを宣伝材
料として、知名度を高めてきました。このような訴求方法により売上げを伸ばしてきたものの、一般
の消費者がゴボチの特徴をどのように受け止めているのか把握をしたことがありませんでした。今
後は、国内外でのさらなる販路拡大に向け、ゴボチのおいしさを訴求したマーケティングを行ってい
くため、強力な販売促進ツールの開発を求めていました。そのような中、宮崎県食品開発センター
では、平成30年４月に官能評価を適切に行うことのできる施設（おいしさ・リサーチラボ）をオープン

し、センターとしてこれからのラボの活用方法を模索している中で、再び相談を受けたのがきっか
けで２度目の共同研究が始まりました。

QDA: Quantitative Descriptive Analysis（定量的記述分析法）
・分析型官能評価の中で得られる情報が最も多く、
マーケティング等に有効

・消費者が日常的に使用する言葉で商品の特徴を表現し、
定量化が可能



に有効であることを確認しました。これにより、展示会で目標としていた成約の件数を達成しました。

ゴボチの商品開発にあたっては、素材へのこだわりや食感、風味など唯一無二の商品づくりを意
識して取り組んできました。今回得られた取組成果についても、他社には容易に真似できないセー
ルスポイントであり、この強みを優位性としたインストアプロモーションや販売促進に繋げていきま
す。また、ゴボチはパリッとした軽い食感を特徴とした商品としていましたが、パリッとした食感に係
る官能評価結果では、ゴボチを上回る評価得点の高い野菜チップスがあることから、この結果を踏

まえ、さらなる商品の改良を図っていく予定にしています。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
株式会社デイリーマーム
取締役営業本部長 和田 絵里香

共同研究のおかげで、ゴボチの品質につい
て初心に戻って見直すことができました。ま
た、国内や海外の商談の際も商品の良さを
的確に紹介することができ、スムーズに話を
することができるようになりました。ありがと
うございました。

企業情報
■名称：株式会社デイリーマーム ■代表者：代表取締役 和田 優
■創業：2007年4月 ■資本金：11,000,000円 ■従業者数：79人
■所在地：〒880-0036 宮崎県宮崎市花ヶ島町観音免890-1
■TEL：0985-65-6655 ■FAX：0985-65-6678
■URL：https://dailymarm.com
■主力商品
・ごぼうチップス「ゴボチ」 ・にんじんチップス「キャロチ」

国内メーカーが製造した市販の野菜チップス８
品（ゴボウ４商品、じゃがいも３商品、とうもろこし
１商品）を試験に供し、商品から感じる外観、香り、
風味、食感及び後味の５項目について、具体的な
言葉をパネリストに描写させました（用語45個）。
その後は、８つの商品の特性を定量化する試験
を行い、商品の特徴を客観的に評価することがで
きました（右図）。
次に、評価データを解析し、販路拡大に繋げる

ためのデザインへ活用しました。作成した販売促
進ツールは、「日本の食品輸出EXPO」において
効果の検証を実施しました。特に海外のバイヤー
に対して、官能評価結果をビジュアル化したポス
ターは商品の特徴を説明するツールとして、非常

はじめに、株式会社デイリーマームとして何を知りたいのか、どう活用していきたいのか、何度も
協議を重ねながら、ゴボチの特徴が最大限に表現されるような官能評価手法及び比較対照商品を
選定したことが重要でした。また、得られた官能評価の数値データを様々な角度から解析し、デー
タをどのようにビジュアル化するとメッセージが正確に伝わるのか、デザイン部門のノウハウを十

分に活かしました。

(公設試研究者)
宮崎県食品開発センター 食品開発部
主任研究員 松浦 靖

宮崎県工業技術センター 企画デザイン部
主任研究員 関屋 千草

食品から感じられる感覚を言葉として数値
化すること、またデータから潜在的なおいし
さの秘密をビジュアル化でき、食品企業に
対し、モデルケースを示すことができました。
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テーマ名:「レーザ加工機を用いた立体表現技術の開発－薩摩焼用型板への展開－」

（概要）

近年，工芸品等の製造にレーザ加工機が用いられ，多様な利用が進んでいます。レーザ加工機を
利用することで，生産性や品質の向上，そして新しいデザインの開発につながっています。レーザ
加工機の焦点からの距離や加工条件を変化させることで，工芸用素材に対して新たな立体表現技
術を開発し，薩摩焼等に展開することが出来ました。

企業名 志光窯（薩摩焼型板研究会） チームリーダー 下佛 豊志
（公設試） 鹿児島県工業技術センター 企画支援部 研究専門員 山田 淳人

【産学官連携成功事例】

薩摩焼は，約400年の歴史があり，「白もん」と呼ばれる白く豪華絢爛な「白薩摩」と「黒もん」と
呼ばれる黒などの質実剛健な「黒薩摩」という２系統の陶器が共存し，国の伝統的工芸品にも
指定されている鹿児島県を代表する工芸品です。
当センターのレーザ加工機は，金属や木竹材料の精密切断を目的としてH24年度JKAの補助
を受け，導入しました。木材を切断する場合，焦点を材上面に設定しますが，当センターでは，
意図的に焦点からの距離を制御して浅彫りの加工を可能とする研究をしていました。当初から，
伝統的な図柄のプログラムを組んで，加工していましたが，「薩摩焼の窯元に提供すれば，板
もの用の型板として提供できるのでは？」と思い，薩摩焼用の型板としての開発をはじめました。
レーザ加工機は，切断を目的とした加工機で，切断のはじまりに過度な出力が設定されている
ため，浅彫り用の加工条件を研究し，プログラム上の図柄を型板上で再現することを目指しま
した。

当センター所有のレーザ加工機（Quattro（株）アマダ
製）を活用して，薩摩焼用の凹状に浅彫りを施した型板
を開発しました。薩摩焼協同組合（38社，以下組合）に
設立された薩摩焼型板研究会（18社，以下研究会）の
窯元に提供することにより，様々な窯元から型板を使っ

た商品が開発されるようになりました。

型板と志光窯作 波模様平皿

平成27-28年の「レーザ加工機を用いた表面加飾技
術の開発」において，当センターでは，焦点からの距
離を意図的に制御することで，木材に対し浅彫りの表
現ができることは実証済みでした。薩摩焼に応用する
ことを目的に浅彫りを施した初期の型板を，組合の会
議に持参し「お試し」感覚で使用してもらい，窯元の要
望やアドバイスを頂きました。この中の志光窯は，非
常に関心を持ち，すぐに試作品作りに取りかかってい
ただきました。その後，様々な窯元から「うちでも使っ
てみたい」との声をいただき，組合内に研究会を結成

しました。

研究会風景

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など
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●産地規模に合った技法や製法
薩摩焼は，手作りのろくろ成形を主体とする小規模な窯元が多数を占める産地です。窯元に

とって，型板を使った製品作りは型打ち製法やたたら成形といわれる製法で，既存の技術や設
備で対応できるため，比較的取り組みやすかったことが広く導入された一因であると考えていま
す。
●型板はできるだけ手渡し，必ず商品に仕上げてもらう旨を約束
型板を使った製品作りは，各窯元の使用する陶土や製作方法の違いにより，型板の深さや図

柄の細かさなど非常に細かく要望されました。これらの要望への対応はもちろんですが，そこま
で完成度の高い型板を要望するのであれば，「試作ではなく，必ず商品として仕上げ，販売す
る。」という約束のもと，型板の試作を行いました。また，出来上がった型板は，窯元さんにでき
るだけ直接伺い，手渡しすることで，信頼関係を構築しました。
●ノウハウは研究会で共有
型板を使った製品作りのノウハウは，研究会で共有するようにしました。型板への，は水剤の

塗布や，型板と陶土を効率的に離形するための手法など，年配の窯元から若手の窯元に教示
するシーンも見受けられ，組合内の活性化にもつながったと考えています。

平成29年には，毎年年末に行われている薩摩焼フェ
スタにおいて10社が型板を使った商品を発表しました。
その後も各窯元の個展や展示会で販売され続け，窯元
の主力商品の1つとして根付いたものもあります。
研究会の会員である眞窯（原田眞理子代表）が製作す
る「麻模様の陶板」は，2018かごしまの新特産品コン
クールにおいて，鹿児島県貿易協会会長賞を受賞しま
した。
今後は，型板を進化させた研究を行い，工芸業界の発

展に寄与したいと考えています。
眞窯 麻模様の陶板

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
志光窯（薩摩焼型板研究会）

チームリーダー 下佛 豊志

これまで，器への装飾として麻布を直接陶土
に貼って柄を写し取る技法を行っていました
が，型板の提供を受けてからは，効率的に柄
を転写できるようになりました。またオリジナ
ルの柄も創作できて作品の幅も拡がりました。

(公設試研究者)
鹿児島県工業技術センター
企画支援部 研究専門員 山田 淳人

組合の会議に「お試し」で，初期の型板を持
っていった際の，窯元さんたちに受け入れら
れるだろうかという緊張は今でも忘れません。
「よかど！」「売れちょっど！」という窯元さんか
らの声に，開発してよかったと感じています。

企業情報
■名称：志光窯 ■代表者：下佛 豊志
■創業：1989年５月 ■資本金：3,500,000円
■所在地：〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町555-4
■TEL：099-244-5561 ■FAX：099-244-5561
■主力商品
・型板を用いた板皿・花器
・大島紬文様を転写した器（茶器･花器･皿）， ・メダカを描いた器（茶器・花器･皿）



73

テーマ名:「沖縄特有のボタニカルを用いたクラフトジンの開発」

（概要）

造り手の個性や地域的な独自性を特徴とした、少量生産のジンである「クラフトジン」が世界的に注目
されています。ジンはアルコール原料にジュニパーベリーの他、いくつかの植物（ボタニカル）の香味
を付与して製造されますが、昨今注目されているジャパニーズクラフトジンの主な特徴は、玉露や柚
子といった日本独自のボタニカルを原料としている点です。クラフトジンの大きな魅力は、ベースとな
る酒類とユニークなボタニカルであることから、沖縄県においては本土とは異なる特徴を持った、もう
一つのMade in Japan (Okinawa)のクラフトジンを開発できる可能性を有していると考え、開発に着手し
ました。

企業名 瑞穂酒造株式会社 製造部品質管理室 主任 仲里 彬
（公設試） 沖縄県工業技術センター 食品醸造班 主任研究員 豊川哲也

【産学官連携成功事例】

開発初期から、日本におけるクラフトジンのキーマンといわれている、株式会社フライングサーカス
代表三浦武明氏や、大阪のジン専門店BAR JUNIPER川崎氏等、クラフトジンを熟知した専門家から
アドバイスを頂きながら、商品化を進めることが出来ました。又、商品の刻印（定番商品の商品名）
にもある「ORI-GiN」の文字は、世界的な酒類の専門家で、特にジンについて造詣が深いPhilip Duff
氏が、本商品の試作品をテイスティング後絶賛し、自ら命名したいと申しで、サインしたものです。
まさに国内外の専門家との出会いで生まれた、奇跡のクラフトジンであるといえます。

創業170周年を記念した限定商品として、2アイテムを商品化しました。「一口で沖縄の魅力が伝わ
るクラフトジン」をコンセプトにトロピカル&リッチな風味を目指して、さくら酵母仕込みのフルーティー
な泡盛をベースにし、キーボタニカルには西表島のピーチパインを選定、全10種類のボタニカルを

使用しました。

本プロジェクトは、平成29年度の沖縄県戦略的製品開発支援事業に採択され、沖縄県工業技術セ
ンター、東京農業大学と共に開発共同体を形成し、開発を進めました。30種類を超えるボタニカル
の中から、ジュニパーベリーを含む10種類のボタニカルを選定しました。代表的な素材に、南国西
表島アララガマ農園様の高級ピーチパインが挙げられる。本製品の最大限の特徴であるトロピカル
＆リッチな風味は、特にこのピーチパインに由来するものです。

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など

【The Japanese Craft Gin MIZUHO ~Ori-Gin~】

全10種類のボタニカルから5種類の原酒を製造し、絶

妙な比率でブレンドして仕上げた逸品。ブレンド比率

の違いにより、2種類のジンを開発。（各250本限定）

左：Freshタイプ

シトラス系の風味を強調。ジントニックにお勧め。

右：Tropicalタイプ

トロピカルな風味を強調。ショートカクテルにお勧め。
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●事業コーディネーターである沖縄県産業振興公社、開発共同体である沖縄県工業技術センター、
東京農業大学は勿論のこと、その他非常に多くの方々のご支援、出会いによって商品化することが
出来ました。

●ブレイクスルーの一つとして挙げられるのが、「泡盛の風味とジンらしさ」に関する評価の違いを認
識出来た事です。泡盛経験値が高い沖縄県のバーテンダーは、泡盛の風味が多少強くてもジンら
しいと評価する傾向ですが、泡盛経験値が比較的低い県外のバーテンダーは、泡盛の風味に敏感
で、泡盛感が強いとジンとして評価しにくいという意見が多数ありました。両意見を参考にして条件
を再検討しながら開発したことで、世界照準なクラフトジンの開発※に成功しました。

※Freshタイプがロンドンのコンペティション（IWSC）で受賞

開発商品については、琉球朝日放送や地元の新聞各社で取り上げられた他、酒類専門のWEBペー
ジであるリカーページ、その他各メディア媒体で特集が組まれました。クラフトジンは日本においても
トレンドになりつつあり、2018年より開催されている日本最大、アジア最大級のジンの祭典、ジンフェ
スティバル東京2019では、約9,000人の来場者数を達成しました。弊社もブースを出展したほか、二
年連続でセミナーを担当、国内外のジン愛好家が集まる祭典で、PRすることに成功しています。
ジンは世界各国で広く認知されている酒類であり、今後、東京オリンピック・パラリンピックで更なる
効果が期待できるインバウンド等、より多くの方々に開発したクラフトジンを体験してもらう事で、沖

縄の魅力、弊社の魅力を発信したいと考えています。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
瑞穂酒造株式会社

代表取締役 玉那覇 美佐子

和酒である泡盛を製造していた会社が、洋酒
の製造に着手したのは一つの転換期となりま
した。

沖縄は、亜熱帯気候という地理的特性や諸
外国との交流等による特有の文化を持った、
非常にユニークな県です。本県の魅力を国内
外へ伝える入り口となるべく、本製品を育て
て参りたいと思います。

(公設試研究者)
沖縄県工業技術センター
主任研究員 豊川 哲也

創業170年記念というメモリアル商品の開発
に関われたことは非常に光栄です。開発担当
の仲里氏の幅広い知識と商品開発への情熱
は素晴らしいものでした。
美味しさの見える化は、最近特にニーズの

ある技術で今後も相談の増加が予想されるた
め、迅速な測定体制を整えたいと考えていま
す。

企業情報
■名称：瑞穂酒造株式会社 ■代表者：代表取締役 玉那覇 美佐子
■創業：1848年(嘉永元年) ■資本金：7,050万円 ■従業者数：29人
■所在地：〒903-0801 沖縄県那覇市首里末吉町4丁目5番地の16
■TEL：098-885-0121 ■FAX：098-885-0202 ■URL：https://www.mizuhoshuzo.co.jp/
■主力商品
・泡盛（瑞穂30度、首里天25度、美ら燦々、マイルド瑞穂、ロイヤル瑞穂、ender他）
・リキュール（梅美人、アワモヒート、ティーアワー）、もろみ酢（瑞穂の邦）
・クラフトジン（ORI-GiN 1848）

※本開発商品は限定販売で、終売となりました。ORI-GiN 1848が後継商品となります。

市場調査として、世界中の市販商品のジンの香り成分について、沖縄県工業技術センターにて科
学的に分析し傾向を掴み、各工程の試作サンプルについても分析を重ねました。東京農業大学に
は、ジンの骨格であるジュニパーベリーの抽出条件に関する研究を依頼し、条件を確立しました。又、
上述の通りジンの専門家である県内外のトップバーテンダーに試作段階から評価を依頼し、開発を
進めています。



テーマ名:「ミニマルTSVめっき装置の開発」

（概要）
電子機器の高機能化、多様化等による半導体の多品種少量生産などに対応するため、超

小型の0.5インチウエハを使用する半導体製造システム（ミニマルファブ）が提案されている。
この構想に基づき、サポイン事業を活用した産学官連携の研究体制により、ミニマルファ

ブシステムで使用するTSV（※１）めっき装置を開発。
（※１）TSV：Through Silicon Via（シリコン貫通電極）

企業名 ： 熊本防錆工業株式会社 代表取締役社長 前田 真弘
産総研九州センター 製造技術研究部門 主任研究員 古賀 淑哲

イノベーションコーディネーター 野中 一洋

【産学官連携成功事例】

熊本防錆工業㈱は、創業以来85年、表面処理加工技術を生かして様々な顧客との仕事に
従事。これまで産総研をはじめとする多くの研究支援機関等と連携した研究開発に取り組ん
できました。

2010年～2012年までのサポイン事業では、「三次元めっき処理評価技術開発による高精
度ICリードフレームの製造（熊本防錆工業㈱、櫻井精技㈱、熊本県産業技術センター、産総
研）」に取り組み、高精度IC（集積回路）用リードフレーム（※２）の変形や汚れ等の自動検査
装置を開発しました。
(※２) 半導体素子（半導体チップ）を支持固定し外部配線との接続をする部分

ここで、プロジェクトリーダーを担当して、産学官連携のとりまとめを行うのに苦労しました
が、このときの経験を活かして、新たなテーマとして、2度目のサポイン事業に挑戦しました。

ミニマルファブシステムで使用するTSVめっき装置。
高集積化技術に有望な三次元実装半導体の製造が

可能な高速めっきが特徴。
ミニマルBGA（Ball Grid Array）
パッケージ用めっき装置

2013年から2015年までのサポイン事業では、「ミニマルTSVめっき装置の開発」について、
事業管理機関である（一財）九州産業技術センターの支援を頂きながら、熊本防錆工業㈱を
中心に、企業3社、大学、産総研の連携体制を構築して以下の3件のテーマに取り組みました。

【1】TSVめっき装置開発（熊本防錆工業㈱、石田産業㈱、㈱晴喜製作所）
【2】TSVめっきプロセス開発（石田産業㈱、大阪府立大学、産業技術総合研究所、

熊本防錆工業㈱）
【3】環境配慮（熊本防錆工業㈱、大阪府立大学、産業技術総合研究所）

現在、産総研の主導する「ファブシステム研究会」「ミニマル３DICファブ開発研究会」にも加
入し、ミニマルファブ装置開発に本格的に取り組んでいるところです。

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など
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産総研つくばを中心とした「ミニマルファブシステム研究会」及び産総研九州センターが
中心となって活動する「ミニマル3DIC開発研究会」に参加し、これまでも多くの展示会等に
ミニマル装置を出展しPR活動を進めてきました。2020年1月にはインターネプコンジャパン
にミニマル関連企業としてミニマルめっき装置を展示するなど更なるPR活動を行います。

半導体製造工程における表面処理（めっき）は必要不可欠なものであり、ミニマルPKG
（パッケージ）へのCuめっき処理は重要な工程です。また、半導体PKGの製造工程では電
気めっきとは異なる無電解めっき法によるNi、Auめっきも必要とされており、これらのめっ
きプロセスのミニマル装置化のニーズがでてくる可能性もあります。
今後、産学官の連携を進めていくなかで、ビジネスチャンスとなり得るテーマを捉えなが

ら表面処理（めっき）の有効性をPRしていきたいと考えています。

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
熊本防錆工業株式会社
開発室 室長 菊野 敏博

新規事業を進めるうえで、産学官連携で
の活動は目標・成果を達成させる有効な手
段であると思います。今後もこのようなコミュ
ニケーションを有効活用して研究開発の活動
につなげていきたいと思います。

(産総研九州センター)
製造技術研究部門 トリリオンセンサ
研究グループ 主任研究員 古賀 淑哲
企業の方と装置の開発を一緒に進めて

いくという貴重な体験もさせて頂きました。
我々もめっき液の光学的評価法につい

て更なる研究開発を行っております。今後
も連携の機会があることを望んでいます。

企業情報
■名称：熊本防錆工業株式会社 ■代表者：前田 真弘（代表取締役社長）
■創業：1933年8月 ■資本金：30,000,000円
■所在地：〒861-8037 熊本県熊本市東区長嶺西１丁目４番１５号
■TEL：096-382-1311 ■FAX：096-383-7735
■主力商品
・ＩＣ（集積回路）用リードフレームの部分銀めっき及びディプレス・テーピング加工
・ＩＣ（集積回路）の外装めっき及びリード加工

ミニマルTSVめっき装置はまだ販売するに至っておりませんが、半導体の製造工程
に寄与するための技術的な課題解決を進めることが出来ました。
めっきプロセスのミニマル装置化は複雑な工程を集約し簡略化しなければなりませ

ん。そのために必要なめっきプロセスを小スペースにレイアウトできたことは装置化へ
の第1歩となりました。また、装置内に設置する使用機器も小型化、高機能化が求めら
れ各機器の開発も必要となりましたがこれらも解決することが出来ました。
めっきに使用する処理液は多くの種類を評価し、その結果をめっき装置へフィード

バックして装置仕様を決定しました。
このような形で装置の課題解決に繋がったのは産学官によるメカ（デザイン・ハード・

ソフト）、プロセス（薬液）及び実験評価スタッフや関係先企業の連携活動の結果であっ
たと考えています。
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テーマ名:「べんがらを用いた水稲直播用種子被覆資材の開発」

（概要）

近年，水稲作では、担い手不足を解消するため、田植えをせず、種子を水田に直接播種する（直播）
水田が少しずつ増えています。水稲の苗立ち（生存率）を安定させる微量のモリブデン化合物と、水に
流されないように適度な加重を行うべんがら（酸化鉄）を混合した資材を種子に簡易に被覆する技術（べ
んモリ被覆）を開発しました。被覆は簡易で、直播後の栽培もしやすいことから、全国で普及が進んでい
ます。

企業名 森下弁柄工業株式会社 営業本部 福井 敏雄
（公設試） 農研機構 九州沖縄農業研究センター 原 嘉隆

【産学官連携成功事例】

水稲作での直播は、育苗が不要で省力となることから、長く検討が行われてきました。しかし、畑の
状態で種子を播くと水が溜まらず、水を溜めるために代かきをした水田に播種すると、水稲が枯死し
やすいという問題が有りました。このため、これまで、酸素を発生させる化合物（農薬）を種子に被覆
して代かきした水田に播種する方法がとられていました。この方法は、苗立ちが安定するのですが、
資材量が多く、資材費と被覆の手間がかかることから、その簡易化が課題となっていました。
当センターでは、湛水した土壌中で硫化物イオンが発生していることが苗立ち阻害の一因であるこ

とを明らかにし、その対策として微量のモリブデン化合物を水稲種子に付着させることで、代かきした
水田に直接種子を播く直播での生存率が向上できることを明らかにしました。ただし、これを実用的
な技術とするには、種子が水に流されないように、適度な重量を種子に簡易に付与する必要があり、
酸化鉄による加重が好ましいと考えていました。また、実際の製品にするには、複数の資材を混合が
できるメーカーの協力が不可欠でした。そこで、 2012年に様々な酸化鉄を取り扱っている森下弁柄工
業株式会社に相談して適当な酸化鉄を入手し、検討を始めました。2014年に「日本の農業のためな
ら」と製造販売を検討いただけることになり、2016年から販売が始まりました。

べんがらに、水稲の苗立ちを安定させる微量のモリブデン
化合物と、種子に付着するための少量の粉末接着剤を混合
させた粉末です。べんがらとモリブデン化合物の混合品なの
で、べんモリ資材と呼び、商品名は「籾化粧」と名付けられま
した。農業生産者は、水稲種子を水に浸けて発芽させた後、ミ
キサーなどの中で、種子とこの製品を１０：３ぐらいの比で混
合し、この資材を種子に被覆します。 写真１ べんモリ資材「籾化粧」

水田作で使うことを考慮し、安価という条件で候補となった
酸化鉄を用いて、種子被覆を行い、乾燥時と濡れ時の被覆
強度、水稲の苗立ちへの影響を調べて、適した酸化鉄を選
定しました。さらに、興味を持たれた全国の農業生産者にサ
ンプルを配布し、使っていただき意見を貰いました。2015年
までに、農業機械メーカーの井関農機（株）、ヤンマーアグリ
ジャパン（株）、（株）クボタ、東北の農業資材商社の（株）
ケーエス（旧小泉商事）の方々に協力いただき、販売網を構
築できました。2016年からべんモリ資材を販売し、さらに改良
を重ね、2018年から「籾化粧」という商品名で販売しています。

写真２ べんモリ被覆した水稲種子

１．成果品（製品）紹介

２．開発背景（テーマとの出会い、人との出会い等）、苦労話など

３．製品化までのプロセス、体制など

すいとうちょくはん
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●簡易な直播を普及させたい
直播は移植に比べて省力的ですが、種子の被覆に手間がかかるようでは、直播を行う利点が削が

れてしまいます。そこで、農業生産者の手間がかからないように、本資材も袋を空ければすぐに使え
る酸化鉄とモリブデンの混合済みの製品としました。また、被覆する資材の量（重量やカサ）を減らし、
被覆も失敗が起きにくい方法とすることを第一としました。べんモリ被覆は、従来に比べてかなり楽と
いうことが感じられていただけたことが、農業生産者に受け入れられた理由と思います。

●生産者に実際に使ってもらう
本方法では3種類の物質を混合する必要がありましたが、販売以前から、希望者にはサンプルを配

布し、実際に実施いただき、寄せられた感想を改良に生かしました。支持いただいた農業生産者と一
緒に開発を進められたことから、自信をもって普及に繋げられたと思います。

●農業機械メーカー等と連携
農業機械メーカーや農業資材商社の方々にご協力をいただきました。それぞれに勉強会や現地検

討会を開催され、多くの農業生産者に情報を提供いただくとともに、全国に資材の販売網を築いてい
ただきました。この結果、農業分野に関連がなかった森下弁柄工業株式会社や、対象が九州だけに
限られがちな農研機構九州沖縄農業研究センターでは難しかった広域での急速な普及が図れました。

現在、全国で推定2,000haを超える水田で使われています。
これは、全国の直播面積の約6%になります。日本では、田植
えをする水田がほとんどで、直播を行っている水田は3%もあ
りません。しかし、担い手不足に伴って、苗づくりが要らない
直播の面積は着実に増えています。直播面積はこれから増
えることが期待されることから、本製品も直播の普及を通じ
て日本の稲作に貢献することを期待しています。

写真３ 水稲種子の直播の様子

４．製品化、販売に成功したポイント

５．今後の展開、波及効果など

（企業研究者）
森下弁柄工業株式会社

営業本部 福井 敏雄

べんがら（弁柄）は、昔から無害な着色顔料
として使用されております。籾種の被覆材へ
の新用途のお話をいただき、日本の米作りに
貢献を出来るならと取り組んでまいりました
ので、非常に喜びを感じております。

(公設試研究者)
農研機構 九州沖縄農業研究センター

原 嘉隆
製品化を手掛けてくれる企業が見当たらず

困っていましたが、農業と関りが無かった森
下弁柄工業株式会社が、日本の農業のため
になるならと、製品化を決断してくれました。
今では、日本全国の多くの場所で使われるよ
うになって、うれしく感じています。

企業情報
■名称：森下弁柄工業株式会社 ■代表者：齋藤 克博
■創業：1918年3月 ■資本金：27,000,000円
■所在地：〒518-0823 三重県伊賀市四十九町2397
■TEL：0595-21-2636 ■FAX：0595-24-1836
■主力商品
・酸化鉄顔料 塗料、樹脂、セメント、アスファルト、ゴム、セラミック用
・機能性材料 ブレーキ材、研磨用、鋳物用、セラミック原料用
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全国鉱工業公設試験研究機関保有機器・研究者情報検索システム
（ＵＲＬ：http://www.meti.go.jp/kousetsushi/top：経済産業省ＨＰ内）
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