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秋田県産業技術センター 
 



ご 挨 拶 

 

数年前に「働き方改革」と呼ばれていたものが、今ではテレワークや在宅勤務導入など「ワー

クスタイル変革」として、その形態を大きく変貌させています。そんな環境変化の中においても、

我々秋田県産業技術センターは「県内企業の技術支援機関」として、その役割を変える事はあり

ません。 

県内企業の技術支援機関として我々が最も重視するものに、「県内企業との共同研究」「県内企

業からの技術相談・技術指導」「県内企業による設備利用」の 3 大業務があります。 

共同研究は、企業の皆様と当センターが共同で研究開発に取り組むもので、10 年前と比べて 3

倍近くにまでその件数が増加しています。企業の皆様が抱える困難課題の解決や新技術開発課題

の解決に直接取り組むため、共同研究契約や秘密保持契約を締結しながら研究開発を進めてまい

ります。 

技術相談・技術指導は、企業技術者からの生産性向上の相談、品質管理手法、不良分析の依頼、

新商品のアイデア具現化など、実に様々な相談に対して当センターの研究員が直接に指導を行う

ものです。対応する技術分野も極めて広範囲に渡るため、場合によっては複数の技術分野の研究

員が連携して相談にあたる事も少なくありません。当センターでは年間で 2,500 件近くの技術相

談・技術指導にあたっています。 

設備利用は、当センターが保有する機器を企業の皆様に利用して頂く仕組であり、400 種類近

くの機器について設備利用環境を提供しています。これらの機器は、当センターのホームページ

上でその仕様などが公開されており、企業技術者の方がご自身で検索可能な環境も提供しており

ます。当センターでは年間で 3,000 件近くの設備利用にあたっており、単独の企業では保有する

ことが困難な機器を、当センターが整備し共同利用できる環境を提供することは、県内企業の皆

様にとって大きな技術支援になるものと捉えております。 

当センターでは「共同研究」「技術相談・技術指導」「設備利用」の 3 大業務のほかに、独自の

コア技術獲得に向けた個々の研究開発も行っており、今年度は特に「ロボット・AI、IoT」と言

った先進技術や「導電性セラミックス」「高充填精密成形」など次世代を見据えた技術獲得に向け

新規研究テーマを設定しています。これらの研究開発は、既に推進中の他の研究開発と共に、そ

の成果を県内企業の皆様に技術移転するという目的に向かって実施してまいります。 

秋田県産業技術センターは「県内企業の技術支援機関」として、今後もより一層の努力をし、

県内産業の振興を目指してまいりますので、どうかよろしくお願い致します。 

令和 3 年 3 月 

秋田県産業技術センター 所 長 

佐藤 明 
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１．沿 革 

 

昭和 3年 7月  秋田市土手長町に、秋田県工業試験場工芸部を設置。 

昭和12年 5月 秋田県工業指導所と改称し、秋田市茨島に移転。 

昭和17年 1月 秋田県角館樺工芸指導所設立。 

昭和21年 4月 秋田県川連漆工芸指導所設立。 

昭和30年 9月 秋田県工業試験場と改称。 

秋田県角館樺工芸指導所、秋田県川連漆工芸指導所の名称を、 

それぞれ秋田県工業試験場角館指導所、秋田県工業試験場川連指導所と改称。 

昭和36年 6月 秋田県工業試験場に秋田県工業試験場能代指導所、同大館指導所を設置。 

昭和43年 3月 秋田県工業試験場角館指導所を廃止。 

昭和43年 4月 工業試験場大館指導所を秋田県林業試験場へ移管。 

昭和57年10月 秋田県工業技術センターと改称し、秋田市新屋町字砂奴寄に新築、移転。 

昭和58年 3月 秋田県工業技術センター能代指導所を廃止。 

平成 4年11月 秋田県高度技術研究所設立。 

平成11年 3月 秋田県工業技術センター川連指導所を廃止。 

平成17年 5月 工業技術センターと高度技術研究所との統合により 

秋田県産業技術総合研究センター設立。 

平成23年 4月 秋田県産業技術センターと改称。 

 

２．規 模 

 

２－１ 土地・建物 

 敷地面積(ｍ２) 建物面積(ｍ２) 

本館（秋田市） 34,466.00 9,552.95 

高度技術研究館（秋田市） 23,107.12 6,611.34 

合計 57,573.12 16,164.29 

 

２－２ 人員 

令和２年４月１日現在 

 技術系 事務系 嘱託 計 

所長、副所長、上級主席研究員、 

総務管理部 
3 6 3 12 

企画事業部 4 1 0 5 

共同研究推進部 7 0 1 8 

先進プロセス開発部 9 0 2 11 

素形材開発部 8 0 2 10 

電子光応用開発部 10 0 1 11 

先端機能素子開発部 8 0 1 9 

合   計 49 7 10 66 
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３．組織・業務体制 

 

３－１ 組織図 令和２年４月１日 現在 

 

 

 

 

  

所長（技） （兼）副所長（技）
総務管理部
　部長（事）

総務管理班（事５名）

庶務一般、財産管理

上級主席研究員（技）
企画事業部
　部長（技）

企画・事業推進班（事１名、技３名）

企画立案、事業進行管理

上級主席研究員（技） （兼）主席研究員（技）

共同研究推進部
　部長（技）

技術コーディネート班（技６名）

技術コーディネート、広報活動、技術相談支援

（兼）先進プロセス開発部
　部長（技）

医工連携グループ（技６名）

３Ｄデジタルものづくり、電界砥粒制御技術、医工連携

ロボティクスグループ（技３名）

機械加工、ロボティクス技術

（兼）素形材開発部
　部長（技）

新エネルギー・環境グループ（技３名）

環境・省エネ・リサイクル、発電機構、再生可能エネルギー

主席研究員（技） 輸送機材料グループ（技４名）

輸送機材料等の複合材料

電子光応用開発部
　部長（技）

情報・電子グループ（技６名）

電子回路、次世代通信等のエレクトロニクス

オプトエレクトロニクスグループ（技３名）

光学デバイス

先端機能素子開発部
　部長（技）

機能性材料・デバイスグループ（技７名）

セラミック材料、電界計測技術、無線給電技術
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３－２ 職員・業務分担  令和２年４月１日現在 

○ 秋田県産業技術センター 所 長  佐藤 明 

秋田県産業技術センター 副所長  斉藤 耕治（本務 秋田県産業労働部次長） 

秋田県産業技術センター 上級主席研究員 遠田 幸生 

秋田県産業技術センター 上級主席研究員 鈴木 淑男 

 

○ 総務管理部 

組織名 職 名 氏 名 主な業務 

 部長 小潟 智昭 総務管理部門の総括、人事、危機管理 

総務管理班 

副主幹（兼）班長 清水 利明 
班の総括、センターの管理運営、入居団体
等の連絡調整、服務、会計年度任用職員の
任用、監査、文書主任 

副主幹 竹内 洋之 
文書副主任、環境マネジメントシステム、各
種照会 

副主幹 熊谷  篤 
予算・決算、施設設備維持管理、財産管
理、行政財産・開放研究室使用許可、予算
執行管理、歳出、物品取扱員 

主任 伊藤 佳菜子 
物品の購入、給与・報償費・旅費、社会保
険・所得税等、科研費、物品管理 

主事 保坂  駿 
歳入・歳出、公共料金、車両管理、施設修
繕、施設の外部利用対応、消耗品等の管
理、情報化リーダー 

 

○ 企画事業部 

組織名 職名 氏名 主な業務 

 部長 杉山 重彰 企画事業部門の総括 

 （兼）主席研究員 工藤 公樹 【本務：資源エネルギー産業課政策監】 

企画・事業推進

班 
上席研究員 

（兼）班長 
熊谷  健 

班の総括、企画立案・事業遂行管理の総括、
議会・本課対応、政策予算、設備管理、産技
連、電源立地交付金、情報課副リーダー 

上席研究員 岡田 紀子 
施設・設備利用実績管理、見学対応、業務年
俸・技術シーズ集、刊行物、成果報告会、北
東北公設試連携推進会議 

副主幹 杉崎  学 
共同研究・受託研究・受託研修、競争的資
金、知財管理、開放研究室、政策予算執行管
理 

専門員 赤上 陽一 企業支援、企業等の新事業創出 
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○ 共同研究推進部 

組織名 職名 氏名 主な業務 

 部長 千葉  隆 共同研究推進部門の総括 

技術コーディ 

ネート班 
上席研究員 

（兼）班長 
松倉 和浩 

班の総括、研究開発コーディネーターの総
括、技術コネクターハブ強化事業、広報、産
学官連携、共催・後援・協賛、関係機関連携 

専門員 山川 清志 
技術コネクターハブ強化事業、センターの利
活用促進 

専門員 小笠原 雄二 
技術コネクターハブ強化事業、センターの利
活用促進 

専門員 森  英季 
技術コネクターハブ強化事業、センターの利
活用促進 

専門員 髙橋 慎吾 
技術コネクターハブ強化事業、センターの利
活用促進 

専門員 沓澤 圭一 
技術コネクターハブ強化事業、センターの利
活用促進 

 

○先進プロセス開発部 

組織名 職名 氏名 主な業務 

 部長 鈴木 淑男 先進プロセス開発部門の総括 

医工連携 

グループ 

上席研究員（兼） 

グループリーダー 
内田 富士夫 

グループの総括、医工連携、鋳造技術・金属

材料、デジタルエンジニアリング 

主任研究員 久住 孝幸 
電界砥粒制御技術、精密形状計測（表面性

状）技術、医工連携 

主任研究員 中村 竜太 
医工連携、電界非接触撹拌技術、電界砥粒制

御技術 

研究員 黒沢 憲吾 

精密形状計測（デジタイズ）技術、デジタル

エンジニアリング、鋳造技術・金属材料、情

報化副リーダー 

研究員 高山 健太郎 

精密形状計測（デジタイズ）技術、デジタル

エンジニアリング、鋳造技術・金属材料、材

料解析（成分分析、表面観察） 

研究員 大久保 義真 
医工連携、電界非接触撹拌技術、有機化学・

分析化学技術 

ロボティクス 

グループ 

上席研究員（兼） 

グループリーダー 
加藤  勝 

グループの総括、ロボティクス技術、輸送機

産業、機械加工技術、精密形状計測技術 

主任研究員 伊藤  亮 
ロボティクス技術、数値シミュレーション技

術、人工知能（ＡＩ）技術、、機械加工技術 

主任研究員 小松 和三 
ロボティクス技術、機械加工技術、超音波応

用技術、情報化副リーダー 
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○素形材開発部 

組織名 職名 氏名 主な業務 

 部長 遠田 幸生 素形材開発部門の総括 

 
主席研究員 木村 光彦 

レーザ熱処理技術、複合材料、非破壊検査技

術、接合技術、機械的特性評価（材料） 

新エネルギー・

環境グループ 

上席研究員（兼） 

グループリーダー 
経徳 敏明 

グループの総括、再生可能エネルギー、熱利

用 

上席研究員 伊勢 和幸 熱流センサ、熱解析、熱発電システム 

主任研究員 荒川  亮 
超音波霧化技術（構造設計）、熱流体、情報

化副リーダー 

輸送機材料 

グループ 

上席研究員（兼） 

グループリーダー 
工藤  素 

グループの総括、複合材料、プラスチック成

形加工技術、高分子材料・分析 

上席研究員 藤嶋  基 複合材料、ＣＦＲＰ成形、補修、評価技術 

研究員 野辺 理恵 
複合材料、プラスチック成形加工技術、高分

子材料・分析、情報化副リーダー 

研究員 瀧田 敦子 
レーザ熱処理技術、非破壊検査技術、接合技

術、機械的特性評価（材料） 

 

○電子光応用開発部 

組織名 職名 氏名 主な業務 

 部長 近藤 康夫 電子光応用開発部門の総括 

情報・電子 

グループ 

上席研究員（兼） 

グループリーダー 
丹  健二 

グループの総括、パワーエレクトロニクス技

術、電磁界計測技術・応用 

上席研究員 佐々木 信也 
電子通信技術、ネットワーク応用、情報化副

リーダー 

主任研究員 佐々木 大三 
AI・IoT 県内普及推進、信号処理・適応制

御・機械学習技術 

主任研究員 伊藤  亮 電子回路応用、信頼性試験・関連法規 

専門員 千葉 さおり 信頼性試験 

研究員 大竹  匡 ネットワーク応用、電子デバイス応用 

オプトエレクト

ロニクスグルー

プ 

上席研究員（兼） 

グループリーダー 
山根 治起 

グループの統括、光学デバイス、光計測技

術、光学薄膜の作製・評価 

主任研究員 近藤 祐治 
光計測技術、薄膜解析、光学デバイス、高エ

ネルギー加速器技術 

研究員 笠松 秀徳 光学機器技術、光学薄膜技術 
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○先端機能素子開発部 

組織名 職名 氏名 主な業務 

 部長 梁瀬  智 先端機能素子開発部門の総括 

機能性材料・デ

バイスグループ 

上席研究員（兼） 

グループリーダー 
菅原  靖 グループの総括、セラミック材料、化学分析 

上席研究員 新宅 一彦 磁性材料、複合材料 

上席研究員 内田  勝 
光電子デバイス、表面処理技術（乾式・湿

式） 

上席研究員 黒澤 孝裕 電磁界計測技術、電波暗室 

主任研究員 木谷 貴則 無線給電技術、情報化副リーダー 

主任研究員 山本 安彦 航空機関連技術 

研究員 関根  崇 高機能焼結材料、硬質材料 
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４．決算 ※人件費を除く 

（令和２年度）  

歳  入 

科   目 収入額(円) 備   考 

国庫支出金 195,880,610  

 電源立地地域対策交付金 102,015,760  

新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金 93,864,850  

使用料及び手数料 18,749,325  

諸収入 45,537,180  

 受託事業収入 35,717,907  

雑入 9,819,273  

財産収入 286,906  

一般財源 173,041,147  

計 433,495,168  

 

歳  出 

科   目 支出額(円) 備   考 

管理運営費 169,997,318  

研究推進費 43,962,790  

施設・設備整備費 194,272,850  

あきたものづくり創生事業 24,371,277  

技術コネクターハブ強化事業 890,933  

計 433,495,168  
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５．導入機械設備一覧 

（令和２年度） 

機器名称 メーカー及び型式 概  要 設置場所 

ベント式射出成形機 
日精樹脂工業（株）／

NEX110-Ⅳ-12EG 
熱可塑性プラスチックおよびそ

の複合材料を成形する装置。 
本館 

可視光対応光スペク

トラムアナライザー 

横河計測（株）／AQ6374-10-
L1-D/FC/RFC 

光ファイバーケーブルを通して

入射した光のスペクトラムを測

定する装置。 

高度技術研究館 

3D形状計測システム 
東京貿易テクノシステム（株）

／VMC7000M 
立体的な物の寸法や形状をデジ

タルデータ化する装置。 
本館 

非接触ジェットディ

スペンサー 

武蔵エンジニアリング（株）／

AeroJet 

高速・高精度で様々な液剤を塗

布する装置。 
本館 

ＣＨＮ元素分析装置 
LECOジャパン合同会社／

CHN628 

木材、樹脂、炭化物、活性

炭、炭素材料などの炭素・水

素・窒素含有量を測定する装

置。 

本館 

エアブラストマシン 
（株）不二製作所／SGF-３
（A) 

金属の表面に種々の研磨剤を

吹き付け錆び、スケール、鋳

物砂の除去やショットピーニ

ング加工を行う装置。 

本館 

蛍光顕微鏡 （株）キーエンス／BZ-X800 
生体または非生体試料からの蛍

光・燐光現象を観察する装置。 
本館 

Ｘ線残留応力測定装

置 

パルステック工業（株）／μ-
X360s 

金属材料の残留応力および残留

オーステナイトを測定する装

置。 

本館 

複合環境試験装置制

御システム 

IMV（株）／SINE、
RANDOM、SHOCK他 

複合環境試験において振動試験

装置を制御する装置。 
本館 

協働ロボット遠隔操

作システム 

ユニバーサルロボット／

UE5e、アスラテック（株）／

V-Sido WebConnect 

ロボットを遠隔で操作する技術

の実証試験を行う装置。 
本館 

高分解能走査型プロ

ーブ顕微鏡 

ブルカージャパン（株）／

Dimension Icon 

試料の表面と探針の原子間に働

く力を検出して表面構造分析を

行う装置。 

高度技術研究館 

熱分析装置 

（株）リガク／TG-
DTA8122、TMA8311/S、
TMA8311/H、DSC8271、
DSCvesta 

金属材料、セラミックス、各種

粉末、ペースト等の熱特性を評

価する装置。 

本館 

電源周波数磁界イミ

ュニティ試験装置 

（株）テクノサイエンスジャパ

ン／IEC61000-4-8対応 

商用電源線や変圧器から発生す

る磁界を受けた製品が誤作動を

起こさないかを検証する装置。 

高度技術研究館 

ハイブリッドアンテ

ナ 

SCHWARZBECK社／

VULB9168 
EMI（電磁干渉）の性能を評価

する装置。 
高度技術研究館 

恒温ブース用エアコ

ン室外機 

ダイキン工業（株）／

RCMP224KKH 

超精密成形形状研削盤が設置さ

れている恒温ブースの温度調節

を行う装置。 

本館 
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６．業務実績概況 

（令和２年度） 

項  目 実績数 単位 

研 

究 

関 

連 

契 

約 

共同研究 ９８ 件 

受託研究 ５ 件 

簡易受託研究 ４０３ 件 

委託研究 １ 件 

外部資金 １４ 件 

その他の研究開発関連契約（ＮＤＡ等） ９ 件 

技術相談・指導 ２，７６９ 件 

施設・設備利用状況 ２，０９０ 件 

開放研究室入居状況（R03.03.31） １４ 件 

 

項  目 実績数 単位 

技 

 

術 

 

研 

 

究 

 

会 

 

活 

 

動 

秋田県非破壊検査技術研究会 ５ 回 

秋田県高分子材料研究会 ５ 回 

秋田県表面処理技術研究会 ５ 回 

秋田県生産技術研究会 ６ 回 

北東北ナノ・メディカルクラスター研究会 ０ 回 

秋田県硬質工具材料研究会 ０ 回 

次世代ひかり産業技術研究会 ４ 回 

高エネルギー加速器技術研究会 ５ 回 

あきたAI・IoT技術互助会 随 時 

ロボット技術研究会 ５ 回 
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項  目 実績数 単位 

人 
材 
育 
成 

技術者の育成・受託研修 ８ 件 

講師及び審査員の派遣 ２３ 件 

成 

果 

・ 

広 

報 

活 

動 

研究成果報告会 
Webサイト上に 

特設ページ開設 

特許等 １０ 件 

誌上・論文発表 １１ 件 

学会等口頭発表 ４１ 件 

各種表彰 １ 件 

一般公開 コロナウイルス感染症

（COVID-19）感染予防対策

として一般公開の開催を中止

した。 

イベント ２ 件 

新聞・一般誌掲載・テレビ放映等 ３８ 件 

所内見学 １０３ 人 

研究報告 ２５ 件 
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７．「あきたものづくり創生事業」の概況 

 

「あきたものづくり創生事業」は、これだったら絶対誰にも負けないというオリジナルのコア技

術を磨いて、それを核とした製品開発、それを基にした技術支援により、企業の売れるものづくり

を支援しようとする事業で、5 年目の最終年を迎えました。新たなものづくりに必要な人材育成を図

るとともに、企業に対しコア技術を積極的に技術移転し、成長分野における県内企業の付加価値の

高い製品開発への支援を持続的に行っています。 

また、秋田県の策定した「第 3 期ふるさと秋田元気創造プラン」に基づき、先導的な技術シーズ

を育成するとともに、産業技術センターが有する技術シーズの活用や、個別の企業訪問による技術

相談・指導・共同研究開発を促進することにより、県内企業の持つ技術力の磨き上げと、成長が見

込まれる 5 つの分野（航空機・自動車・新エネ・医療・情報）を中心に、新技術の県内企業への定

着を図り、技術イノベーションを推進しています。更に、IoT や AI、ロボット技術等の普及や導入

を促進することにより、企業の生産性や付加価値向上を図っています。 

令和元年度から産業技術センターを Hub とした企業間連携の促進によって、新たな企業価値創出

を図って行く、コネクターハブ強化事業も展開しています。 

 

 

図 あきたものづくり創生事業と技術支援加速化事業の中期計画 
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ものづくり設計技術者育成事業 
 

先進プロセス開発部 鈴木 淑男、素形材開発部 遠田 幸生 

 

目 的 

 3 次元 CAD/CAM/CAE/RP 等を活用したデジタ

ルエンジニアリング技術は、近年の製造業にお

いて欠かせない技術である。特に 3D プリンタに

よる積層造形技術は新製品のモックアップ等の

試作開発から、直接実製品を製作する AM

（Additive Manufacturing）に移行しつつあり、

極めて有用な技術といえる。 

 本事業では、試作開発の生産効率・品質の向

上及び低コスト化を目的として、当センターが

これまでに培ってきたデジタルエンジニアリング

技術を県内企業が抱える種々の課題に適用させ、

課題解決に向けた実践的な技術支援を行った。

なお，本事業は「あきたものづくり創生事業」

の一環で実施したものである。 

 

内 容 

１．人材育成並びに技術支援 

 研修コースとして次の 7 コースを設定し、県

内企業が抱える具体的な技術課題解決に向けた

技術研修を実施した。研修は各企業の課題毎に

スケジュールを調整し、全て個別で対応した。 

【3 次元 CAD モデリングコース】 

 機械・電機・電子部品設計及び金型設計の担

当者を中心に 3 次元 CAD システム（SolidWorks、

Creo Parametric）を活用した機械設計、金型設計

の技術研修を行った。 

【構造解析コース】 

 機械・電子部品の設計担当者を中心に有限要

素解析ソフトウェア（Marc）を活用した構造解

析に関する技術研修を行った。 

【射出成形シミュレーションコース】 

 プラスチック部品設計、射出成形、金型設計

の 担 当 者 を 中 心 に 樹 脂 流 動 解 析 ソ フ ト

（3DTIMON）を活用した射出成形シミュレーシ

ョン技術の研修を行った。 

【鋳造 CAE コース】 

 鋳造方案設計の担当者を中心に鋳造 CAE シス

テム（JSCAST）と 3D 鋳型積層造形装置（SCM-

10）を活用した鋳造シミュレーション及び鋳造

品試作に関する支援を行った。 

 

【樹脂プリンタによる試作開発コース】 

 意匠設計、製品開発の設計担当者を中心に 3

次元 CAD システム（SolidWorks）、3D プリン

タ（STRATASYS J750、  FORTUS250mc）を活

用したものづくり支援を行った。 

【3 次元 CAM コース】 

 機械・電子部品、金型等の設計・加工担当者

を中心に 3 次元 CAM（Mastercam）、5 軸制御立

形マシニングセンタ（MU-400VⅡ）を活用した

切削加工技術の研修を行った。 

【X 線 CT 等による形状検査コース】 

 機械・電機・電子部品設計や金型設計の担当

者 を 対 象 と し て 、 X 線 CT （ TOSCANER-

32300µFD ） や 非 接 触 三 次 元 デ ジ タ イ ザ ー

（COMET）による非破壊検査・形状検査技術に

関する支援を行った。 

 

２．成 果 

 本年度は 35 社 241 人日の企業が本事業を活用

し、デジタルエンジニアリングに関する技術の

習得とそのレベルアップを図った。利用件数の

内訳は次のとおりである。 

 【3 次元 C A D モデリングコース】5 4 人日 

 【構造解析コース】   3 人日 

 【射出成形シミュレーションコース】34 人日 

 【鋳造 CAE コース】       57 人日 

 【樹脂プリンタによる試作開発コース】47 人日 

 【3 次元 CAM コース】      12 人日 

 【X 線 CT 等による形状検査コース】34 人日 

 

 本年度はコロナウイルス感染症（COVID-19）

の感染予防を目的とした製品開発など、県内企

業の技術力向上及び新規産業への進出を支援し

た。本事業は 5 年間で 890 人日の技術支援を実

施しており、今後も県内企業の技術力向上及び

競争力向上を目指して事業の継続を予定してい

る。 

 なお、本事業の詳細な成果は、本年報の IV-1

あきたものづくり創生事業／デジタルものづく

り設計技術者育成事業に記載した。 
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3D ものづくり事業 
 

先進プロセス開発部 鈴木 淑男、素形材開発部 遠田 幸生 

企画事業部 杉山 重彰 

 

目 的 

 本事業は、3D 技術を活用した成形加工技術、

機械化加工技術及び複合材料成形技術に関する

技術開発を行い、県内企業の技術力向上と競争

力強化支援を目的とするものである。 

 

内 容 

１．次世代 3D 造形技術の県内企業展開 

 近年、3D 造形技術は試作開発の分野から直接

製品を造形する時代へと進んできている。特に

金属 3D プリンタは、樹脂プリンタでは苦手とす

る耐熱性・強度に優れた部品の造形が可能なた

め、航空機・自動車等の輸送機産業から医療機

器産業等まで様々な分野で注目されている。当

センターでは、三菱電機㈱名古屋製作所との共

同研究により三菱電機製ワイヤ/DED 方式の金属

AM 機をセンター内に設置し、金属積層造形条件

等の確立を目指している。本装置は、ワイヤ状

の材料をレーザで照射溶融し積層するワイヤ

/DED 方式の金属プリンタである。主流のパウダ

ーベット方式の金属プリンタと比較して低コス

トで、かつ短時間で造形可能である。本年度は、

susu304 製筐体に sus630 の羽翼を積層造形する条

件を確立した。この技術により、複合金属材料

を有する付加価値の高い金属部品の製作が可能

となり、今後の産業界に多いに期待できる技術

であると考えられる。 

 

２．機能性を付与した 3D 造形物の応用展開 

 プリンテッドエレクトロニクスは、様々な基

板上に電子回路、デバイスを作成するために使

用される一連の印刷方法である。この方法は露

光や現像といった工程を印刷に置き換えるもの

で、低コスト化、省エネ化、生産性向上、廃棄

物削減などの環境調和性の点でも期待されてい

る。本研究では、印刷プロセスの一つの方法で

あるディスペンシング方式により製作した薄型

温度センサを応用した金型温度計測システムに

ついて報告する。 

 市販の熱電対と薄型温度センサを埋め込んだ

金型を使用して射出成形を行ったところ、金型

に樹脂が充填される毎に温度が上昇している様

子や、金型内部に熱が籠もり、時間と共に温度

が緩やかに上昇していく様子が確認された。ま

た、薄型温度センサと熱電対の温度差はほぼ 1℃

未満であり、基準としている熱電対相応の確度

を示していた。今後は温度と成形品質の関係を

検証していくとともに、有線でのデータ集録を

無線化し、温度異常をメールで知らせるシステ

ムの検討を行う。 

 

３．CFRTP 複合材料のハイサイクル成形技術の

県内企業展開 

 CFRP は軽量・高強度という特徴から様々な分

野で利用が拡大している。しかし、熱硬化性樹

脂を用いていることから成形時間（樹脂硬化時

間）が長く、大量生産に不向きである。一方、

熱可塑性樹脂を用いた CFRTP はハイサイクル成

形が可能で大量生産、低コスト化が期待される。

これまで CFRTP のハイサイクル成形と成形性、

機械特性について報告している。本事業は、

CFRTP と成形性等を比較するため、短時間硬化

が可能な CFRP を用いたタブレットケースのハ

イサイクル成形による積層構成と変形量につい

て検討した。その結果、積層構成が 0°、90°方向

だけでは変形量が大きいが、45°、-45°方向を組

み合わせることで変形量が小さくなることを確

認した。これは、繊維配向と熱収縮の相違が変

形に影響していると推測する。 

 

４．難削材及び複雑形状製品の 3 次元加工技術

支援 

 半導体製造装置、精密測定機器、光通信機器

置等の開発に伴い、低熱膨張合金（インバー合

金）の使用が増加してきている。中でも、スー

パーインバー合金（Fe-32%Ni-5%Co ALLOY）は

ニッケルとコバルトを含有しており、オーステ

ナイト系ステンレス鋼に化学成分が似ているた

め、加工が困難な難削材として知られている。

そこで本研究では、スーパーインバー合金を対

象に、市販されているハイスコーティングドリ

ル 3 種類、超硬コーティングドリル 3 種類の計 3 

社 6 種類のドリルを用いて、5 軸制御立形マシニ

ングセンタ（オークマ製 mu-400VⅡ）で G81 固

定サイクルによる穴あけ加工実験を行い、工具

の性能評価を行った。その結果、スーパーイン

バー合金及びインバー合金はハイスコーティン

グ工具でも加工可能であり、加工能率を求める

場合は超硬コーティング工具が適していること

がわかった。  
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機能性部材ものづくり事業 
 

先進プロセス開発部 鈴木 淑男、電子光応用開発部 近藤 康夫 

先端機能素子開発部 梁瀬 智、素形材開発部 遠田 幸生 

 

目 的 

 本事業は、電子デバイス・材料・光学・エネ

ルギー利用等機能性部材に関する技術開発によ

る県内企業の競争力の向上支援を目的とする。 

内 容 

１．Si スピンデバイス技術の県内企業展開 

 昨年度の成果に基づき、電子スピン共鳴（ESR）

スペクトルの測定データを解析する ESR シミュ

レータを開発・整備した。エクセルのシートを

インターフェースとして、一連の操作を VBA で

制御する。簡便な操作で量子化学因子を抽出で

きることから、設備利用ユーザーによるシミュ

レーションと分子構造解析に活用されている。

また、県内企業と NEDO プロに参画した。当セ

ンターから新しいめっき法を提案し、新技術を

開発した。本技術は特許を出願している。 

 

２．高性能磁石とマルチフェロイック材料の県

内企業展開 

 昨年度大規模な改造を行ったスパッタ装置の

真空中の熱処理装置を用い、大面積化手法（熱

収縮シート方式によるメタルナノコイル作製工

程）を完成させた。これにより昨年出願した特

許の早期成立を目指すこととなった。また、熱

収縮シート方式による新規材料探索として、従

来大気中熱処理ではコイル形成ができていなか

った Cu のメタルナノコイル作製の検討を開始し、

不十分ではあるが真空中熱処理により初めてコ

イル形成を確認した。これにより真空中熱処理

により、酸化しやすい材料でもメタルナノコイ

ル作製の可能性が示された。 
 

３．機能性部材の県内企業展開 

工具や金型への利用が期待される材料として、

WC-SiC 基セラミックスおよび TiC-SiC 基セラミ

ックスに着目し、緻密な焼結体の作製・検討を

行った。WC-20 mol%SiC セラミックスおよび

TiC-50 mol%SiC セラミックスは十分に緻密化し

ていた 。 またビ ッ カース 硬 さでは WC-20 

mol%SiC セラミックスが、軽量さでは TiC-50 

mol%SiC セラミックスが優位である、用途に応

じた利用が期待される。 

熱を電気に変換する材料である熱電変換材料

は、産業廃熱やごみ焼却炉廃熱、温泉廃熱等の

熱エネルギーの有効利用が期待されている。今

回は酸化物系の TiO2-TiB2 組成焼結体を作製し、

評価した。TiO2-5 mol%TiB2 組成焼結体を用いて

作製した熱電モジュールの出力は、温度差

780 ℃において 19.4 mW を示した。 
 

４．県内光学産業の高度化に資するものづくり

創出事業 

本年度は、目視による解像力検査を定量的な

検 査 へ 転 換 す る た め に 、 LSF(Line Spread 

Function)を取得し、レイリーの評価基準で解像

力を表現する手法について検討を行った。LSF

は、昨年度改良した簡易型 MTF 評価システムを

利用して測定した。今後は、LSF と MTF を比較

し、より目視検査からの転換に適しているのは

どちらか検証する。 
 

５．熱・流体解析と設計技術によるエネルギー

の効率的利用 

秋田県では高齢化が進んでおり、冬期の屋根

の雪下ろし作業事故が大きな社会問題となって

いる。そこで、屋根融雪システムの効率化を目

的に、室内の排気ガスを熱源として屋根融雪シ

ステムを開発している企業に協力頂き、融雪シ

ステム内部の排気ガス流れ解析し、最適化を行

った。その結果、温風導入管の穴径を 5cm 以上

にすると急激に温風が吹き出すことが明らかと

なった。そして、その一部を実際にフィールド

試験に反映し、良好な結果を得た。 
 

６．地中熱・排熱の効率的利用 

排熱等を効率的に活用するためには、熱交換

器等により熱回収効率を高める必要がある。そ

こで、代表的な熱交換器である二重円筒型の熱

交換器を使用した場合の熱流体解析を行った。

昨年までは、高温液体と低温液体の熱交換であ

ったが、今年度は、高温気体である温風と低温

液体である冷水の熱交換試験と解析を行った。

その結果、二重円筒管両端にある継手部分を考

慮した解析をすることによって、試験データと

解析データは、ほぼ一致する結果となった。 
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IoT ものづくり事業 
 

電子光応用開発部 近藤 康夫、先端機能素子開発部 梁瀬 智 

 

目 的 

本事業は、センシング・ネットワーク等各種

IoT に関する技術開発により、県内企業の競争力

の向上を支援する事を目的とする。 

 

内 容 

１．微小光学系によるセンシングシステムの県

内企業展開 

 新しい光デバイスとして液晶材料を用いた可

変光デバイスの開発を行っている。その代表例

である液晶レンズは、機械的な可動部がなく、

連続的な焦点変化が可能である。液晶光デバイ

スの基幹技術である「高抵抗膜技術」（高い電

気抵抗を有する透明薄膜の作製技術）を無機材

料で開発した。ZnO に Cu2O 等を添加した薄膜を

検討した結果、105～1012 Ω/□の範囲での制御が

可能になった。透明な材料である特長を活かし、

新たな電気光学デバイス等にへの展開が期待さ

れる。一方で、透過率（現状 90 %程度）のさら

なる向上や、大面積への成膜や特性の均一性な

どもこれからの課題である。現在、量産化技術

の開発、確立に向けて県内企業と協働で取り組

んでいる。 

 

２．秋田版スマートプラットホームの県内企業

展開 

IoT センサおよび IoT フレームネットワークを

独自開発し、それらから得られるビックデータ

から、これまで先人が築き上げたノウハウや工

程などをデジタルデータ化し、今後の担い手不

足に対応し、同時に今後到来する高齢化社会に

優しい環境を提供する事を目標とする。今年度

は低価格なマイコンボードを活用し、日本酒の

醸造過程の発酵タンクや、いぶりがっこの燻製

工程などの温度や重量の変化等を計測し、また

ハイブリッド屋根融雪装置においては、雪の重

量や各所の温度のデータの蓄積と見える化を実

施した。また併せて各種の IoT 研修も実施した。 
 
 

３．磁気光学式･化学(バイオ)センサの県内企業

展開 

可燃性ガスやバイオ分子などの化学物質を高

精度に検出できる新たな光検知式センサの開発

を目標としている。特に、磁性体と光との相互

作用である磁気光学効果を用いることで、安定

かつ高精度の検出を実現する。今年度は、表面

プラズモン共鳴を用いることで、磁気光学性能

の大幅な増強に成功し、高い検出感度を達成し

た。水素ガスの漏洩センサとしての基本動作の

実証とともに、従来の光検知式センサに比べて、

高感度であることがシミュレーションからも確

認できた。本現象は、表面状態に非常に敏感で

あり、様々なセンサへの応用が期待できる。バ

イオ／化学反応の積極的な活用により、各種バ

イオ化学センサとして実用化を目指す。 
 

４．電子機器における EMC 計測･対策の技術支

援 

 電波暗室の管理、運用、その他電子計測機器

を活用して、製品の EMC 規制に対する対応や適

合性判断を実施した。電波暗室の年間累計の利

用時間 175 時間、利用件数は 30 件であった。電

子機器の製品開発時に必要となる EMC 計測技法

を指導するとともに、EMC 対策技術を向上させ、

製品開発の効率化や EMC 品質の向上を図った。

また、測定精度の向上を図ると共に他機関との

相互運用性を向上させた。今年度は計測設備と

して電源周波数磁界イミュニティ試験装置及び

ハイブリッドアンテナを導入した。これにより、

試験可能項目の拡充およびエミッション試験の

最新の規格改定に対応した試験が可能になった。 

 

５．ワイヤレス給電の製品化支援 

 電磁場シミュレーション解析に基づいた「コ

イル・磁気コアの設計、試作」、所望の電力伝

送性能と高い伝送効率を得るための「高周波回

路の設計・試作評価」、「共振回路定数の最適

化」を行うことで、企業ニーズに応じたオリジ

ナルなワイヤレス給電の技術開発及び製品化支

援を行っている。ワイヤレス給電の技術開発お

よび製品化支援のために、MHz 対応と 100W を

越える伝送試験が可能な kHz 帯の給電ドライバ

を開発した。AC アダプタで駆動するワイヤレス

給電モジュール、防水・防塵性に優れた FPC コ

イル、薄型の定電圧出力受電モジュールを作製

し、カメラへのワイヤレス充電に成功した。ま

た、MEMS センシング＆ネットワークシステム

展 2020 及び 2021 に出展し、無線給電に関する

引き合いを県外企業から頂いた。今年度は県内

企業 2 社が県外から試作受注を獲得した。 
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プロセス制御ものづくり事業 
 

先進プロセス開発部 鈴木 淑男、素形材開発部 遠田 幸生 

 

目 的 

 本事業は、当センターの研究開発成果である

「高速・高精度アクチュエータ技術」・「電界

非接触撹拌」の応用展開並びに産学官連携によ

る新分野進出支援を目的とする。 

 

内 容 

１．高速・高精度アクチュエータ技術の県内企

業展開 

 高速・高精度アクチュエータ技術の県内企業

展開の一つとして、超音波霧化ノズルの開発を

行っている。ランジュバン型振動子を用いた超

音波霧化は霧化液粒の高い指向性が特徴で、液

体微粒化や塗布成膜などの分野で置き換えが検

討されている。 

 今年度は、立体物への成膜をターゲットとし、

超音波霧化による塗布成膜について評価検討を

行った。 

 超音波霧化装置を XY ステージに取り付け、

ジグザク動作によりドーム状のポリカーボネー

ト基板へ絶縁膜塗布試験を実施した。超音波霧

化装置は駆動共振周波数を 40 kHz、駆動電圧を

70 Vpp で電圧印加を行った。XY ステージはジ

グザグ動作を行い、基板までの距離を一定とし、

液送速度を変えて評価した。動画観察により霧

化安定性を確認したが、いずれの条件でも安定

的に霧化液粒が飛翔していることを確認した。

ベーク後の絶縁膜について観察を行うと、液送

速度が 0.25，0.5 ml/min の場合では基板上でのハ

ジキにより不均一な領域があることを確認した。

一方で、液送速度が 1.0 ml/min の場合は全体的

に均一な膜が形成されており、平面部とドーム

部の境界領域でもムラなく塗布できていること

を確認した。省液性の高い液剤霧化塗布手法と

して超音波霧化技術の適用可能性を示した。 

 

２．電界非接触撹拌の医療応用展開 

 当センターでは、これまでに物質固有の誘電

率に着目し、外部より液体に電界を与えること

で生じる吸引力を用いて，その配置制御を機能

的に活用する電界砥粒制御技術を応用した電界

撹拌技術（Electric field Mixing (以下 EFM)を開

発している。 

 昨今、増大している医療費縮減策として、最

も身近な対処法とされているのが健康診断受診

率の向上である。その受診率向上のための 1 つ

の方法として臨床現場即時検査（POCT：Point 

Of Care Testing）がある。この POCT を可能にさ

せるための必須技術として、検査デバイスの小

型化、測定時間の迅速化が挙げられ、それらを

実現するためデバイス内での液滴の混合や液滴

の移動操作は重要な要素技術になると考える。 

 今回、微量液滴が付着する基板との接触角を

電界にて制御し、電界撹拌を行いながら、その

液滴を移動させることができる要素技術を新た

に開発した。さらに、液滴を移動させるために

は、液量が小さいほど、印加周波数を高くする

必要があることを明らかにした。 

 

３．北東北ナノメディカルクラスター事業 

 秋田県産業技術センター主催の本研究会は、

平成 15 年より年 3 回のペースで開催し北東北に

於ける精密工学と医療技術の融合を基に産学官

金連携による次世代の新事業創出を目指してい

る。 

今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大防止

の観点から、予定していた 3 回、すべて中止と

した。その代りとして、本研究会発の新規の競

争的資金獲得を目指し、結果として、2 件の新規

事業が採択された。 

 1 件目は、国立研究開発法人日本医療研究開発

機構 AMED 令和 2 年度「官民による若手研究者

発掘支援事業（社会実装目的型の医療機器創出

支援プロジェクト）」で、秋田大学寺田かおり

講師の申請を支援した。 

 2 件目は、経済産業省「「新市場創造型標準化

制度」を活用した標準化案件」であり、提案者

である株式会社アイカムス・ラボを中心とする

コンソーシアムに、精度評価試験機関として参

画している。 

採択テーマ①：「免疫染色と AI 診断の融合によ

る新規病理診断機器開発に関する研究」秋田大

学寺田かおり講師 

採択テーマ②：「画像処理による液体の体積測

定法についての評価方法及び当該体積測定法を

用いたピストン式ピペットの校正方法に関する

標準化」株式会社アイカムス・ラボ 

来年度以降、ニューノーマルな生活様式に対応

した新たな開催方法も視野に入れ、このような、

大学、官公庁、そして県内企業が出会い、新規

事業創出の支援になる「場」の提供をしていき

たいと考えている。 
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Ⅱ 事業報告 
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１．研究関連契約 

 

項  目 
件数［件］ 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

共同研究契約 59 61 67 70 98 

受託研究契約 7 8 6 4 5 

簡易受託研究契約 480 447 353 439 403 

委託研究契約 0 0 2 1 1 

外部資金 6 5 8 14 14 

その他の研究開発 
関連契約（NDA 等） 

11 7 4 11 9 

 

２．技術コネクターハブ強化事業 

技術相談・指導及び技術コーディネート活動の概要 

本事業は、平成 30 年度まで実施した技術支援加速化事業（技術コンシェルジュ事業）を発展的に継

承したものである。本事業では、再任用のベテラン職員を始めとする研究員等が県内外の企業を訪問

し、共同研究によるコア技術の県内企業への積極的な技術提案や、新製品につながる新たな知見の獲

得を行う。その結果、本事業の開始 2 年目となる今年度は、共同研究の件数が昨年度に比べ 40%増加

した。 

事業活動実績の一部である技術相談と技術指導の結果を集計し、次の表に示す。なお、技術相談と技

術指導について、当センターでは設備を利用しない技術知識やノウハウによる対応を技術相談、設備

の利用も伴う対応を技術指導として分類している。 

 

表 技術相談・指導件数の経年変化 

［件］ 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

相談 810 691 737 659 944 

指導 1,625 1,536 1,248 759 1,017 

その他 260 219 160 564 641 

技術コーディネート 135 239 264 285 167 

計 2,830 2,685 2,409 2,267 2,769 

表 企業訪問、共同研究件数の経年変化 

［件］ 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

企業訪問 387 510 555 599 800 

相談等総数（再掲） 2,830 2,685 2,409 2,267 2,769 

共同研究 59 61 67 70 98 
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３.施設・設備利用状況 

 

区分／利用件数［件］ 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

施設利用 ※会議室等 50 64 61 58 37 

設備利用 2,217 2,302 2,163 2,752 2,053 

計 2,267 2,366 2,224 2,810 2,090 

 

図 利用日数の多い設備 

図 利用時間の長い設備 
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４ .技術研究会活動  

４－１ 秋田県非破壊検査技術研究会 

実施年月日 事業名 内  容 方法・会場 
人員 

（人） 

令和2年 

5月19日 

通常総会 1.令和元年度事業実施報告及び収支決算の承認 

2.令和2年度事業計画及び収支予算の審議並びに承認 

3.その他 

郵送審議 - 

令和2年 

6月5日 

講習会 超音波探傷装置の性能測定方法講習会(講義・実習) 

接検査㈱ 秋田出張所 金谷 貴志 氏 

産業技術 

センター

(秋田市) 

17 

令和2年 

7月15日 

講習会 超音波探傷技術入門講習会(座学・実技) 

秋田県産業技術センター 主席研究員 木村 光彦  

〃    研 究 員 瀧田 敦子  

〃    嘱   託 石田 広巳  

産業技術 

センター

(秋田市) 

5 

令和2年 

9月1日 

～2日 

講習会 

(共催：秋田県鐵

構工業協同組合) 

超音波探傷試験[レベル1,2]資格取得のための講習会 

(座学) 

元あきた企業活性化センター 副参事 浅利 孝一 氏 

秋田県産業技術センター 主席研究員 木村 光彦 

 〃       研 究 員 瀧田 敦子 

〃       嘱   託 石田 広巳 

産業技術 

センター 

(秋田市) 

6 

令和2年 

12月2日 

～3日 

講習会 

(共催：秋田県鐵

構工業協同組合) 

超音波探傷試験[レベル1,2]資格取得のための講習会 

(実技) 

元あきた企業活性化センター 副参事 浅利 孝一 氏 

秋田県産業技術センター 主席研究員 木村 光彦 

〃       研 究 員 瀧田 敦子 

〃       嘱   託 石田 広巳 

産業技術 

センター 
(秋田市) 

4 

 

４－２ 秋田県高分子材料研究会 

実施年月日 事業名 内  容 方法・会場 
人員 

（人） 

令和 3 年 

4 月 

役員会 
 

令和元年度 通常総会提出議案の審議 
 

メール審議 10 

令和 3 年 
5 月 

通常総会 令和元年度 提出議案審議 郵送審議  

令和 3 年 

8 月 28 日 

技術講演会協賛 金属プリンタ技術 

「レーザ・ワイヤ DED 方式金属 3D プリンタについて」 

三菱電機株式会社名古屋製作所 橋本 隆氏 

金属 3D プリンタ デモンストレーション 

産業技術 

センター 

（秋田市） 

31 

令和 3 年 

2 月 17 日 

臨時役員会 議題 

・産業デザイン財団賞贈賞式 

・次期役員選出 

・Web 講演会開催要領確認 

・令和 3 年度 年会費について 

オンライン 

(Webex) 

10 

令和 3 年 

3 月 12 日 

産業デザイン 

財団賞 贈賞式 

産業デザイン財団賞の贈賞 

（一般財団法人産業デザイン 助成事業） 

開発名  

秋田の医療を支えるものづくり 

理由 

 TEAM AKITA の一員として秋田の医療体制支援のた

め独自技術による製品開発を果たした 

受賞者  

株式会社セーコン 石川 剛氏 

 株式会社フルヤモールド 藤原 和幸氏 

 株式会社ホクシンエレクトロニクス 田中 義克氏 

株式会社 

セーコン 

（大仙市） 

株式会社 

フルヤ 

モールド 

（大仙市） 

株式会社 

ホクシン 

エレクトロ

ニクス 

（秋田市） 

8 
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４－３ 秋田県表面処理技術研究会 

実施年月日 事業名 内  容 方法・会場 
人員 

（人） 

令和 2 年 

4 月 16 日 

第１回青年会

幹事会 

1. 令和 2 年度事業計画の作成 

2. その他 

産業技術 

センター 

（秋田市） 

6 

令和 2 年 

4 月 17 日 
役員会 

1. 令和 2 年度通常総会提出議案の作成・審議 

2. その他 

メール審議 14 

令和 2 年 

4 月 24 日 
通常総会 

1. 令和 2 年度通常総会提出議案の審議・承認  

(1) 令和元年度事業実施報告 

(2) 令和元年度収支決算報告 

(3) 会計監査報告 

(4) 令和元年度収支決算書承認 

(5) 令和 2 年度事業計画（案）の審議並びに承認 

(6) 令和 2 年度収支予算（案）の審議並びに承認 

(7) 秋田大学福本准教授の顧問就任について 

(8) 新規会員入会について 

2. その他 

メール審議 30 

令和 2 年 

10 月 16 日 

 

情報交換会 

1. 新規会員入会挨拶 

2. 自社の近況報告 

3. その他 

ホテルパー

ルシティー

秋田川反 

（秋田市） 

20 

令和 3 年 

2 月 17 日 
幹事会 

1. 令和 2 年度予算執行状況 

2. 令和 3 年年度事業計画（案） 

3. その他 

メール審議 14 

 

４－４ 秋田県生産技術研究会 

実施年月日 事業名 内  容 方法・会場 
人員 

(人) 

令和 2 年 

 5 月 15 日 

通常総会 令和 2 年度通常総会提出議案の審議・承認等に

ついて  
1.令和元年度事業実施報告について 
2. 令和元年度収支決算の承認について 
3. 令和 2 年度事業計画（案）の審議について 
4. 令和 2 年度収支予算（案）の審議について 
5. 役員変更について 
6．その他 

郵送審議 － 

令和 2 年 

7 月 7 日 
オンラインセ

ミナー（秋田県

ロボット技術

研究会と共催） 

「RPA 活用に向けたファーストステップ講座」 

講師：㈱ビースタイルバリューテクノロジーズ 

 市野瀬 幹 氏 

オンライン

(Zoom) 
15 

令和 2 年 

 8 月 28 日 

3D ものづくり

分科会講演会

(Web 併用開催) 

 

「金属 3D プリンタ技術講演会」 

講師：         三菱電機(株) 橋本 隆 氏 

 

 

産業技術 

センター 

（秋田市） 

30 

令和 2 年 

 9 月 9 日 

～11 日 

ABTEC2020

（（公社）砥粒

加工学会学術

講演会）（オン

ライン開催：研

究会後援） 

・砥粒加工を中心とした工具技術、加工技術、加工機械、

計測技術、マイクロ・ナノ加工技術など、精密加工技術

に関わる最先端技術の学術講演、関連企業 Web 展示等。

研究会からは 4 社 Web 展示。 

 

秋田県立大

学本荘 

キャンパス 

（由利本荘

市）＋ 

オンライン 

(Zoom) 

350 
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実施年月日 事業名 内  容 方法・会場 
人員 

(人) 

令和 2 年 

10 月 16 日 

 

オンラインセ

ミナー（秋田県

ロボット技術

研究会と共催） 

「カワサキロボットによる自動化事例と最新情報」 

講師：川崎重工㈱ 精密機械・ロボットカンパニー 

   ロボットディビジョン 営業統括部 

   田桐 龍次 氏 

オンライン 

(Zoom) 
18 

令和 2 年 

12 月 10 日 

 

オンラインセ

ミナー（秋田県

ロボット技術

研究会と共催） 

 

「THKが提案する協働ロボットを用いた自動化と最新情

報」 

1. With/After コロナを見据えて 

講師：THK インテックス㈱ 装置事業本部  

ロボット部 部長 山内 勝博 氏 

2. 出荷工程におけるアイテムピック自動化のご提案 

講師：THK㈱ 事業企画統括部 PRS カンパニー 

副部長 木村 将美 氏 

3. その他 

事務局より産業技術センターでの取組みを紹介 

オンライン 

(Zoom) 
18 

 

４－５ 北東北ナノ・メディカルクラスター研究会 

実施年月日 事業名 内  容 方法・会場 
人員 

（人） 

  コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大防止措置の

ため中止 
  

 

４－６ 秋田県硬質工具材料研究会 

実施年月日 事業名 内  容 方法・会場 
人員 

（人） 

  コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大防止措置の

ため中止 

 
 

 

４－７ 次世代ひかり産業技術研究会 

実施年月日 事業名 内  容 方法・会場 
人員 

（人） 

令和 2 年 

6 月 19 日 

通常総会 1. 「電子メールによる案内と資料の送付」および「電子

メールによる書面表決」について 

2. 令和元年度の事業報告および令和２年度の事業計画 

3. 要綱の改正（設置期限の延長）について 

メール審議 48 

令和 2 年 

9 月 30 日 

ALL(All Japan 
Lighting 
Laboratry) 令
和２(2020)年度

ＡＬＬ特別講

演会＆総会 
(ALL 主催) 

基調講演 

「光環境と健康に関する最新の医学エビデンス」 

奈良県立医科大学医学部医学科疫学・予防医学講座 

特任准教授 大林 賢史 氏 

総会 

1. 定款の変更 

2. 事業報告 

3. 事業計画 等 

 ALL 事務局 秋田大学医学系研究科・医学部 

総務課 研究協力室 主査 佐藤 陽介 氏 

オンライン 

(Zoom) 
42 
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実施年月日 事業名 内  容 方法・会場 
人員 

（人） 

令和 2 年 

12 月 11 日 

IoT ものづくり

事業 光技術

講演会(産業技

術センター主

催) 

「赤外線センサーの基礎と応用」 

 立命館大学 理工学部 機械システム工学科 

 特別任用教授 木股 雅章 氏 

産業技術 

センター 

(秋田市)＋ 

オンライン 

(Webex) 

19+33 

令和 3 年 

2 月 19 日 

技術セミナー 

 

「光スペクトル測定の基礎」 

 横河計測株式会社 光プロダクト統括 Gr. 

                  岡田 典也 氏 

オンライン 

(Webex) 
20 

 

４－８ 高エネルギー加速器技術研究会 

実施年月日 事業名 内  容 方法・会場 
人員 

（人） 

令和 2 年 
5 月 21 日 

通常総会 令和 2 年度通常総会提出議案の審議・承認 

(1) 令和元年度事業報告について 

(2) 令和元年度決算報告について 

(3) 令和元年度監査報告について 

(4) 令和 2 年度事業計画（案）について 

(5) 令和 2 年度予算計画（案）について 

(6) 役員改選について 

メール審議 25 

令和 2 年 
7 月 1 日 

第 1 回研究会 1. 講演 

「大学・高専で経験した企業との連携による加速器 

開発と秋田における加速器開発の可能性」 

秋田工業高等専門学校 電気・電子・情報系 

講師 坂本 文人 氏 

2. 情報提供 

「既存放射光施設活用事例創出事業（トライアルユース

事業）のご紹介」 

仙台市 経済局 産業政策部 産業振興課 

 高橋 大喜 氏 

オンライン

(Webex) 

20 

令和 2 年 
11 月 19 日 

第 2 回研究会 1. 基調講演 

「次世代放射光ビームライン建設の概要と東北地域の産

業・技術への期待」 

  東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究

センター 放射光次世代計測科学連携研究部門 教授 

  （一財）光科学イノベーションセンター 部長（ビー

ムライン建設統括） 

中村 哲也 氏 

2. 成果発表 

 ○株式会社三栄機械 

 ○秋田化学工業株式会社 

 ○株式会社斉藤光学製作所 

産業技術 

センター 

(秋田市)＋ 

オンライン

(Webex) 

59 

令和 3 年 
3 月 10 日 

第 3 回研究会 
 

1. 講演 I 

「加速器を用いた素粒子物理実験における開発研究と企

業へ求める役割」 

高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 

准教授・博士（理学） 西口 創 氏 

2. 講演 II 

「高エネルギー物理学における国際共同研究の現場と企

業の国際的な参加」 

九州大学 理学研究院物理学部門 

准教授・博士（理学） 東城 順治 氏 

本荘由利産

学共同研究

センター 
(由利本荘

市)＋ 
オンライン

(Webex) 

43 
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実施年月日 事業名 内  容 方法・会場 
人員 

（人） 

令和 3 年 
3 月 29 日 

第 4 回研究会 
（研究会共催） 

令和 2 年度日本素材物性学会 第 2 回研究会 

主催：日本素材物性学会 

1. 講演 I 

「次世代放射光施設の概要と東北大学の役割」 

東北大学 副理事 国際放射光イノベーション・スマート

研究センター長 教授・博士（工学） 村松 淳司 氏 

2. 講演 II 

「次世代放射光ビームラインの概要と利活用ケース」 

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究セ

ンター 教授・博士（工学） 中村 哲也 氏 

3. 講演 III 

「放射光を用いた微細構造イメージングの新展開：メゾ

スケールでの物性を可視化する」 

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究セン

ター 横幹研究部門 部門長 データ可視化スマートラボ 

教授・博士（工学） 高橋 幸生 氏 

4. 講演 IV 

「中小企業における放射光利活用 －先進パワー半導体

基板の表面ダメージ評価－」 

株式会社斉藤光学製作所 経営企画室 室長 

博士（工学） 千葉 翔悟 氏 

オンライン 
(Zoom) 

38 

 

４－９ あきた AI・IoT 技術互助会 

実施年月日 事業名 内  容 方法・会場 
人員 

（人） 

随  時 技術相互支援 参加者同士の相互技術支援も可能であることを特徴とし

た研究会であり、本会専用 SNS およびメーリングリスト

を会運営基盤とし、総会は実施せず(会費等不要)、運営会

議等については前述の電子的手段を通して行うことを前

提としている。 

★本会専用 SNS サイト URL 
https://AAIIoT.aitc.pref.akita.jp/ 
★本会入会には、まずメーリングリストに参加していただ

く必要があります。 

★メーリングリスト入会(技術互助会会員登録)手続き 
1. aaiiot-join@aitc.pref.akita.jp 宛に空のメールを送信

します。 
2. 参加確認メールが送られてきます。内容をご確認の上、

aaiiot-info-request@aitc.pref.akita.jp 宛に確認メー

ルをそのまま返信してください。 
3. 技術互助会事務局の承認を経たのち、メーリングリス

トに登録され、技術互助会会員になります。 
4. 本会専用 SNS には別の登録が必要となります。メーリ

ングリストに参加希望の旨、メールにてご連絡ください。 

オンライン 
(左記 URL) 

全会員 
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４－１０ ロボット技術研究会 

実施年月日 事業名 内  容 方法・会場 
人員 

（人） 

令和 2 年 
5 月 22 日 

通常総会 新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から通

常総会の開催を中止し、事業報告や決算報告等の承認の可

否をメール等で集計した。 
<送付資料> 

1. 令和元年度事業実施報告 
2. 令和元年度会計報告および会計監査報告書 
3. 令和 2 年度事業計画(案) 
4. 令和 2 年度収支予算(案) 
5. 令和 2 年度役員(案) 
6. 会員名簿 

正会員 31 社中 20 社の承認により成立 

メール審議 - 

令和 2 年 
7 月 7 日 

オンライン講

習会 
講演会 

「RPA 活用に向けたファーストステップ講座」 

講師：㈱ビースタイルバリューテクノロジーズ 

 市野瀬 幹 氏 

オンライン

(Zoom) 

15 

令和 2 年 
10 月 16 日 

オンライン講

習会 
講演会 

「カワサキロボットによる自動化事例と最新情報」 

講師：川崎重工㈱ 精密機械・ロボットカンパニー 

   ロボットディビジョン 営業統括部 

   田桐 龍次 氏 

オンライン 
(Zoom) 

13 

令和 2 年 
12 月 10 日 

オンライン講

習会 
講演会 

「THK が提案する協働ロボットを用いた自動化と最新情

報」 

4. With/After コロナを見据えて 

講師：THK インテックス㈱ 装置事業本部  

ロボット部 部長 山内 勝博 氏 

5. 出荷工程におけるアイテムピック自動化のご提案 

講師：THK㈱ 事業企画統括部 PRS カンパニー 

副部長 木村 将美 氏 

6. その他 

事務局より産業技術センターでの取組みを紹介 

オンライン 
(Teams) 

18 

令和 3 年 

1 月 15・18

日 

2 月 24・26

日 

(共催) 
Society 5.0’s 
Club 
(主催：秋田県

産業労働部デ

ジタルイノベ

ーション戦略

室) 

高等学校における課外活動  
「秋田高校 Society5.0’s Club」  

1. AI が描く未来社会 

講師：（株）biomy CEO  小西 哲平 氏 

※講演はオンラインで実施 
2. ICT が繋ぐ世界 

講師：秋田県産業技術センター 佐々木 信也 
3. AI の実例と数学の繋がり 

講師：秋田県産業技術センター 佐々木 大三 
4. AI を使ってみよう 

講師：秋田県産業技術センター 伊藤 亮 

秋田県立秋

田高等学校 
(秋田市) 

44 
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５.人材育成 

５－１ 技術者の育成・受託研修 

指  導  内  容 期   間 研修員所属人員 

技術研修員 

「焼結複合材料の合成と加工および評価技術の取得」 

R02.04.10～ 

R03.03.31 

秋田県立大学大学院システム科学

技術研究科 2 名 

秋田県立大学システム科学技術学

部 1 名 

技術研修員 

「セラミック材料の合成とキャラクタリゼーション技術の

取得」 

R02.06.01～ 

R03.03.31 

秋田大学大学院理工学研究科 3 名 

秋田大学理工学部 3 名 

湯沢翔北高等学校 専攻科 生産技術科 金型講習 R02.06.22 湯沢翔北高等学校専攻科 4 名 

技術研修員 

「電界砥粒制御技術を適用した精密加工技術の評価ならび

にデータ解析方法の取得」 

R02.08.17～ 

R02.08.21 

秋田工業高等専門学校創造システ

ム工学科 1 名 

湯沢翔北高等学校 専攻科 生産技術科 鋳造実習 R02.09.11 湯沢翔北高等学校専攻科 4 名 

秋田高専インターンシップ 
R02.09.28～ 

R02.10.09 

秋田工業高等専門学校物質工学科

7 名 

技術研修員 「構造解析」 
R02.12.15～ 

R02.12.18 
県内企業 1 社 1 名 

技術研修員 「構造解析」 
R03.01.13～ 

R03.03.31 
県内企業 1 社 1 名 

 

５－２ 講師及び審査員の派遣 

名     称 派  遣  先 回数 部 署 

技能検定（機械板金）検定委員 秋田県職業能力開発協会 2 回 先進プロセス開発部 

技能検定（CNC タレパン）検定委員 秋田県職業能力開発協会 3 回 先進プロセス開発部 

地域産業Ⅰ 秋田工業高等専門校 1 回 先進プロセス開発部 

テクノキャリアゼミ 講師 秋田大学 理工学部 2 回 先進プロセス開発部 

地域産業Ⅰ講義（秋田の産業政策） 秋田工業高等専門学校 1 回 素形材開発部 

 再生可能エネルギー入門 

（再生可能エネルギーと水素利用） 
秋田県立大学 1 回 素形材開発部 

由利工業高等高校 非常勤講師 由利工業高等高校 1 回 素形材開発部 

秋田工業高等専門学校 非常勤講師 秋田工業高等専門学校 2 回 素形材開発部 

溶接・接合技術 基礎セミナー 講師 溶接学会東北支部 1 回 素形材開発部 

IoT 基礎技術研修会 
産業政策課デジタルイノベー

ション戦略室 
2 回 電子光応用開発部 

初心者向け IoT 入門研修会 
本荘由利産学振興財団 

（由利地域振興局） 
1 回 電子光応用開発部 
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名     称 派  遣  先 回数 部 署 

IoT 続多種多様開発研修 本荘由利産学振興財団 1 回 電子光応用開発部 

IoT ネットワーク特化研修 
産業政策課デジタルイノベー

ション戦略室 
2 回 電子光応用開発部 

IoT センサー特化研修 
産業政策課デジタルイノベー

ション戦略室 
2 回 電子光応用開発部 

IoT 内製人材育成支援(秋田モデル横展開事業) 

基礎技術研修 
東北経済産業局 5 回 電子光応用開発部 

秋田工業高等専門学校 講師 秋田工業高等専門学校 2 回 電子光応用開発部 

情報関連産業商品開発支援事業費補助金 審査

員 

産業政策課デジタルイノベー

ション戦略室 
2 回 電子光応用開発部 

製造業向けＩｏＴ導入実践事業 業務委託 企

画提案審査会 

産業政策課デジタルイノベー

ション戦略室 
1 回 電子光応用開発部 

企業支援機関等ＩＣＴスキルアップ事業 審査

員 

産業政策課デジタルイノベー

ション戦略室 
1 回 電子光応用開発部 

デジタル技術活用非対面型イベント開催支援

事業費補助金 審査員 

産業政策課デジタルイノベー

ション戦略室 
1 回 電子光応用開発部 

ＩｏＴ等先進技術導入実証事業 審査員 
産業政策課デジタルイノベー

ション戦略室 
2 回 電子光応用開発部 

ＩｏＴ等先進技術横展開事業費補助金 審査員 
産業政策課デジタルイノベー

ション戦略室 
1 回 電子光応用開発部 

秋田工業高等専門学校 講師 秋田工業高等専門学校 1 回 先端機能素子開発部 

 

６. その他 

社会人入学 

大 学 名 氏  名 部 署 

秋田大学大学院 山本 安彦 先端機能素子開発部 
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Ⅲ 研究成果・広報活動 
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１．令和元年度研究成果報告会 

 

 COVID-19 感染予防対策として例年通りの開催に代わり、Web サイト上にて特設ページを開設。 

  Web 一覧 

No. 発表者 タイトル 所属部署 

1 熊谷健 電子回路印刷技術によるセンサ製造について 企画事業部 

2 野辺理恵 
軽い・強い・環境に優しいプラスチックの成形加

工技術 
素形材開発部 

3 
伊藤亮、小松和三、 

加藤勝 
ロボティクス技術の開発と活用について 先進プロセス開発部 

4 松倉和浩 コーディネート活動による商品化開発支援事例 共同研究推進部 

5 
黒沢憲吾、高山健太郎、 
内田富士夫 

設計から試作・評価まで、ものづくりの試作開発

技術を支援いたします 
先進プロセス開発部 

6 
髙山健太郎、伊勢和幸、 

経徳敏明 
高効率な熱交換器の商品開発支援について 

先進プロセス開発部 

素形材開発部 

7 久住孝幸 
長尺フレキシブル基板向けシームレスレーザー

直接露光装置の開発支援 
先進プロセス開発部 

8 黒澤孝裕、木谷貴則 電子機器における EMC 計測・対策の技術支援 先端機能素子開発部 

9 黒澤孝裕、木谷貴則 企業ニーズに沿ったワイヤレス給電技術の開発 先端機能素子開発部 

10 荒川亮、森英季 超音波霧化技術の開発 
素形材開発部 

共同研究推進部 

11 
千葉隆、経徳敏明、 

近藤祐治、田口香 
精密光学製品の開発支援について 

共同研究推進部 

素形材開発部 

電子光応用開発部 

産業労働部 

地域産業振興課 

12 近藤祐治、山川清志 
高エネルギー加速器産業への参入支援につい

て 

電子光応用開発部 

共同研究推進部 

13 
丹健二、佐々木信也、 

伊藤亮、大竹匡 
IoT 技術の開発と活用について 電子光応用開発部 

14 菅原靖、関根崇 腐食試験による金属製品等の開発支援 先端機能素子開発部 

15 
笠松秀徳、近藤祐治、 

梁瀬智、高橋慎吾 
カメラレンズ用品質評価装置の開発 

電子光応用開発部 

先端機能素子開発部 

共同研究推進部 

16 内田勝、梁瀬智 
機能性光学デバイスのための高抵抗膜技術の

開発支援 
先端機能素子開発部 

17 藤嶋基、工藤素 CFRP 成形技術の開発と活用について 素形材開発部 
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２．研究成果概要 

２－１ 特許 

【令和２年度出願分】 

※１０件 

No. 名   称 権利の別 出願番号 

1 熱電変換素子及び熱電変換モジュール 特許を受ける権利 特願 2020-102495 

2 
薄膜製造方法、薄膜製造装置、センサの製造

方法 
特許を受ける権利 特願 2020-124382 

3 光検知式化学センサ 特許を受ける権利 特願 2020-132418 

4 打撃装置および固有周波数測定装置 特許を受ける権利 18212070.9 

5 

複合 Cu 材、これを含む電子部品または実装

基板、電子部品実装基板、複合 Cu 材の製造

方法、および、接合体の製造方法 
特許を受ける権利 特願 2020-148313 

6 打撃装置および固有周波数測定装置 特許を受ける権利 16/248809 

7 木材切断端面直径の撮像計測方法及び装置 特許を受ける権利 特願 2020-216137 

8 打撃装置および固有周波数測定装置 特許を受ける権利 201811366115.7 

9 切断方法及び切断装置 特許を受ける権利 特願 2020-563119 

10 異種金属接合体およびその製造方法 特許を受ける権利 特願 2021-049102 

 

【令和２年度登録分】 

※３件 

No. 名   称 権利の別 出願番号 

1 ドリル及び穿孔の形成方法 特許 
PCT/JP2013/080126 

13843029.3 

2 硬質磁性材料 特許 特願 2016-044907 

3 電界撹拌方法及び電界撹拌用キャップカバー 特許 特願 2017-135498 

 

【令和２年度実施許諾分】 

※１２件 

No. 発明の名称 期間 

1 抵抗器 H13～R02 

2 電界砥粒による刃先研磨仕上げ方法、及び刃先を有する微細部品の作製方法 H16～R05 

3 工事用絶縁監視装置 H16～R05 

4 生分解性樹脂を用いた打揚げ花火用玉皮、及びその製造方法 H17～R05 
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No. 発明の名称 期間 

5 高硬度、高ヤング率、高破壊靭性値を有するＷＣ－ＳｉＣ系焼結体 H24～R04 

6 液晶レンズ H24～R04 

7 迅速免疫染色等の技術並びにその周辺技術並びに装置 H25～R05 

8 点滴モニタ装置 H25～R04 

9 
高硬度、高ヤング率、高破壊靭性値を有する WC-SiC 系焼結体の製法に関する

技術 
H26～R06 

10 迅速免疫染色等の技術並びにその周辺技術並びに装置 H26～R04 

11 水素水生成器 H27～R07 

12 高硬度、高ヤング率、高破壊靭性値を有する WC-SiC 系焼結体 H29～R04 

 

２－２ 誌上・論文発表 

No. テーマ 著 者 掲載誌名 年月 

1 A high quality surface finish 
grinding process to produce 
total reflection mirror for 
x-ray fluorescence analysis 

Hitoshi Ohmori, 
Shinjiro Umezu, Yunji 
Kim, Yoshihiro Uehara, 
Hiroshi Kasuga, Teruko 
Kato, Nobuhide Itoh, 
Syuhei Kurokawa, 
Takayuki Kusumi, 
Yugo Sugawara and 
Shinsuke Kunimura, 

International Journal 
of Extreme 
Manufacturing, 
Volume 2, Number 1, 
(2020) 015101 

R02.03 

2 High-Temperature 
Plastic-Deformation 
Behavior of Mg( 
Y/Zn) Supersaturated 
Solid-Solution Alloys and the 
Resulting Dislocation 
Structures 

Kaichi Saito, Yoshihiko 
Uchiyama, Katsuhiko 
Sato, Mitsuhiko 
Kimura, Hiromi Ishida 
and Kenji Hiraga 

Materials 
Transactions Vol. 61, 
No. 4 (2020) pp. 647 
to 656 

R02.05 

3 盆踊りディジタル体験システ

ム「みんなでボン」の開発 
柴田傑、佐々木大三、玉

本英夫、三浦武 
観光情報学会誌 
Vol16, No1, 2020 

R02.06 

4 Morphology and mechanical 
investigation of 
microcellular injection 
molded carbon fiber 
reinforced polypropylene 
composite foams 

Rie Nobe, Jianhui Qiu, 
Makoto Kudo, 
Guohong Zhang 

Polymer Engineering 
and Science 

R02.07 

5 AlN-WC セラミックスの合成

と機械的性質 
関根崇，仁野章弘，菅原

靖，杉山重彰，大口健一，

泰松斉 

粉体および粉末冶金，

第 67 巻，第 10 号，

581-587 

R02.10 
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No. テーマ 著 者 掲載誌名 年月 

6 Rapid HER2 cytologic 
fluorescence in situ 
hybridization for breast 
cancer using noncontact 
alternating current electric 
field mixing 

Shinnosuke Watanabe, 
Kazuhiro Imai, Hiroshi 
Nanjo, Yuki 
Wakamatsu, Yoshihiko 
Kimura, Yoshihisa 
Katayose, Shuichi 
Kamata, Kaori Terata, 
Eriko Takahashi, 
Ayano Ibonai, Ayuko 
Yamaguchi, Hikari 
Konno, Misako 
Yatsuyanagi, Chiaki 
Kudo, Shinogu 
Takashima, Yoichi 
Akagami, Ryuta 
Nakamura, Yusuke 
Sato, Satoru 
Motoyama, Kyoko 
Nomura, Yoshihiro 
Minamiya 

Cancer Medicine, 
Volume10, Issue2 
(2021) pp.586-594 

R02.12.06 

7 銅－はんだ接合体のせん断試

験 FEA による Cu/Sn 系 IMCs
の材料非線形性の評価 

黒沢 憲吾, 大口 健一, 
福地 孝平, 瀧田 敦子 

溶接学会論文集, 

Volume34, Issue4 
(2020) pp. 429-437 

R02.12 

8 Assimilation of 
Cyanobacteria by the 
Freshwater Bivalve 
Nodularia douglasiae: 
Insights from Long-Term 
Laboratory 
and Field Feeding 
Experiments 

K.Sugawara, M. 
Fujibayashi, K.Okano, 
Y.Enda, S.Ichinoseki, 
Y.Taniguchi, and 
N.Miyata  

Journal of Water and 
Environment 
Technology 

R03.01 

9 SPS 処理を施したナノカーボ

ン材料の特性 
小原龍，佐々木洋哉，長

南安紀，小宮山崇夫，小

谷光司，山口博之，山内

繁，菅原靖，関根崇，杉

山重彰，桃井優一 

日本素材物性学会誌，

第 32 巻，第 1/2 号，to 
be published(2021) 

R03.03 

10 SPS 処理を施したナノカーボ

ン材料の特性 
小原龍，佐々木洋哉，長

南安紀，小宮山崇夫，小

谷光司，山口博之，山内

繁，菅原靖，関根崇，杉

山重彰，桃井優一 

日本素材物性学会誌，

第 32 巻，第 1/2 号，to 
be published(2021) 

R03.03 

11 Magneto-optical surface 
plasmon resonances on 
perpendicular magnetic thin 
films consisting of 
CoPt/ZnO/Ag stacked 
nanolayers 

H. Yamane Japanese Journal of 
Applied Physics, 
Vol.60, 
pp.SCCG01-1-7 

R03.03.08 
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２－３ 口頭発表 

No. テーマ 発表者 発表会名 年月日 

1 電界砥粒制御技術を導入した

ダイヤモンドポリッシング技

術に関する検討 

千葉翔悟，久住孝幸，赤

上陽一，野老山貴行 
2020 年度精密工学会秋

季大会学術講演会 

R02.09.01 
～07 

2 スラリー滴下へ適応可能な微

小液滴向け電界移動撹拌技術

の開発 

中村竜太，大久保義真，

久住孝幸，赤上陽一 
2020 年度 砥粒加工学

会 学術講演会 
 

R02.09.09 

3 電界砥粒制御を適用したサフ

ァイア基板向け高効率研磨技

術の開発 

遠藤大輔，池田洋，久住 

孝幸，赤上陽一 
2020 年度 砥粒加工学

会 学術講演会 
 

R02.09.09 

4 電界スラリー制御技術を適用

したスモールツールの基本的

研磨特性 

船木陸，池田洋，久住 

孝幸，赤上陽一 
2020 年度 砥粒加工学

会 学術講演会 
 

R02.09.09 

5 電界下における研磨条件がス

モールツールの研磨特性に及

ぼす影響 

佐藤唯我，池田洋，久住 

孝幸，赤上陽一 
2020 年度 砥粒加工学

会 学術講演会 
 

R02.09.09 

6 電界砥粒制御技術を用いた新

たな切断加工技術 

久住孝幸，越後谷正見，

池田洋，中村竜太，大久

保義真，赤上陽一 

2020 年度 砥粒加工学

会 学術講演会 
 

R02.09.09 

7 カーボンナノホーン特性の

SPS 処理温度依存性 

小原龍，長南安紀，小宮

山崇夫，小谷光司，山口

博之，山内繁，菅原靖，

関根崇，杉山重彰，桃井

優一 

第 81 回応用物理学会秋

季学術講演会 

R02.09.11 

8 Cu3Sn の材料非線形性を考慮

したインデンテーション有限要

素解析 

黒沢 憲吾, 大口 健一, 
福地 孝平, 瀧田 敦子 

日本機械学会 2020 年次

大会 

R02.09.13 
～16 

9 IMC 層を有する複合材料型 Cu

線を用いた Cu3Sn の引張特性

評価 

大森 誉之, 大口 健一, 
福地 孝平, 黒沢 憲吾, 
古澤 彰男 

日本機械学会 2020 年次

大会 

R02.09.13 
～16 

10 微小 SAC はんだ試験片の疲労

寿命に対する初晶 Sn の分布形

態の影響 

菅 絢一郎, 大口 健一, 
福地 孝平, 黒沢 憲吾 

日本機械学会 2020 年次

大会 

R02.09.13 
～16 

11 Cu3Sn バルク試料のマイクロイ

ンデンテーションにおける非弾

性変形とその温度依存性 

福地 孝平, 大口 健一, 
黒沢 憲吾, 瀧田 敦子, 
古澤 彰男 

日本機械学会 2020 年次

大会 

R02.09.13 
～16 

12 ZnO 薄膜への金属元素の添

加、及び膜厚変化による光学

的・電気的特性の改善 

小出拓史, 山下悠利, 山
根治起, 小林政信 

2020 年秋期日本金属学

会講演大会, P40 (2020) 
R02.09.15 

13 Ag ナノ構造薄膜の熱処理加

工による表面状態と光学的特

性への影響 

杉村朋幸, 小出拓史, 山
根治起, 小林政信 

2020 年秋期日本金属学

会 講 演 大 会 , P115 
(2020) 

R02.09.15 

14 
生シイタケの自動仕分け装置

の開発(第１報：ディープラー

ニングによる等級判別) 

伊藤亮(97)、小笠原雄

二、大竹匡、細井智亨、

加藤慎平 

第 38 回日本ロボット学

会学術講演会 
R02.10.10 

15 

板状部材を利用した超音波モ

ータの開発 
小松和三 令和 2 年度 産業技術

連携推進会議 東北地

域部会 秋季 機械・金

属分科会 

R02.10.13 
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No. テーマ 発表者 発表会名 年月日 

16 ベント式射出成形機を用いた

プラスチック精密成形技術の

開発について －新規導入設

備のご紹介－ 

野辺理恵 令和 2 年度産業技術連

携推進会議東北地域部

秋季物質・材料・デザイ

ン分科会 

R02.10.13 

17 「秋田スギからの水素製造技

術に関する基礎検討」 
遠田幸生、小林久美、沓

名潤子 

産技連東北地域部会  

秋季 資源・環境・エネ

ルギー分科会 

R02.10.13 

18 染色試験結果報告 大久保義真, 中村竜太, 
赤上陽一, 南條博 

第 12 回迅速免疫染色研

究会 
R02.10.21 

19 AlN-WC 複合セラミックスの

微細組織と機械的性質 
関根崇，仁野章弘，菅原

靖，杉山重彰，大口健一，

泰松斉 

粉体粉末冶金協会 2020
年度秋季大会，講演概要

集，2-46A，(2020) 

R02.10.29 

20 (W, Ti, Ta)C 硬質セラミック

スの微細組織と機械的性質に

及ぼす SiC の影響 

仁野章弘，ディンダンド

ゥック，関根崇，杉山重

彰 

粉体粉末冶金協会 2020
年度秋季大会，講演概要

集，2-45A，(2020) 

R02.10.29 

21 【依頼講演】電界砥粒制御技

術を用いた 表面創成技術 
久住孝幸 日本学術振興会 将来

加工技術 第 136 委員

会 令和 2 年度第一回

研究会 

R02.11.02 

22 Magneto-Plasmon 
Resonances on 
Perpendicular Magnetic 
Thin Films Consisting of 
[CoPt/ZnO/Ag] Stacked 
Nano-Layer 

H. Yamane The 32nd 
International 
Microprocesses and 
Nanotechnology 
Conference 

R02.11.09 

23 Mg-Y-Zn 系合金の Li 添加に

よる構造制御と高温変形挙動 
齋藤嘉一、佐藤勝彦、木

村光彦、石田広巳、西嶋

雅彦、平賀賢二 

第 19 回 日本金属学会

東北支部研究発表大会 
R02.11.20 

24 
Mg Gd Zn 系合金の高温圧縮

挙動と変形組織 
浦方政典、齋藤嘉一、佐

藤勝彦、木村光彦、石田

広巳 

第 19 回 日本金属学会

東北支部研究発表大会 
R02.11.20 

25 AlN および Si3N4セラミック

スの機械的性質に及ぼす

WO3の影響 

仁野章弘，濱田遼平，関

根崇，杉山重彰 
第 19 回 日本金属学会

東北支部研究発表大会 
R02.11.20 

26 W-Mo-Ta-Nb-Cr-C  ハイエ

ントロピーセラミックスの合

成と機械的性質 

濱田遼平，仁野章弘，関

根崇，杉山重彰 
第 19 回 日本金属学会

東北支部研究発表大会 
R02.11.20 

27 炭素繊維強化 PP 発泡体の内

部構造と力学特性に及ぼす繊

維量の影響 

野辺理恵、邱建輝、工藤

素、張国宏 
プラスチック成形加工

学会 成形加工シンポ

ジア’20 

R02.12.02 

28 カーボンナノホーンモノリス

の熱電特性 
小原龍，長南安紀，小宮

山崇夫，小谷光司，山口

博之，山内繁，菅原靖，

関根崇，杉山重彰，桃井

優一 

応用物理学会東北支部

第 75 回学術講演会 
R02.12.04 

29 Ag ナノ構造薄膜の熱処理加

工による表面状態と光学的特

性への影響 

杉村朋幸, ,小出拓史, 山
根治起, 小林政信 

第 30 回日本 MRS 年次

大会, G-P9-001 (2020) 
R02.12.09 

30 [FeSi/Au]二重層からなる表

面プラズモンシステムの磁気

光学増強 

杉田諒, 伊藤雅晃, 山根

治起, 安川雪子 
第 30 回日本 MRS 年次

大会, G-P9-003 (2020) 
R02.12.09 
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No. テーマ 発表者 発表会名 年月日 

31 ZnO 薄膜への金属元素の添

加による光学的・電気的特性

の改善 

小出拓史, 山下悠利, 山
根治起, 小林政信 

第 30 回日本 MRS 年次

大会, G-P9-010 (2020) 
R02.12.09 

32 酸素欠損 ZnO 保護層による

CoPt 薄膜の磁気特性への影

響 

澤畑有輝, 杉村朋幸, 山
根治起, 小林政信 

第 30 回日本 MRS 年次

大会, G-P9-012 (2020) 
R02.12.09 

33 【依頼講演】電界撹拌技術が

拓く秋田産学官による医工連

携 

中村竜太 精密工学会 微細加工

と表面機能専門委員会

セミナー 

R02.12.21 

34 秋田県産業技術センターのイ

チ推し技術~３D ものづくり

～ 

内田富士夫 テクノブリッジフェア

in 東北 
R03.02.18 

35 電界撹拌技術を適用した自動

迅速免疫染色法の開発（第一

報） 
―ヒト検体における洗浄手法

の検討― 

大久保義真, 中村竜太, 
久住孝幸, 赤上陽一 

2021 年度精密工学会春

季大会学術講演会 
R03.03.16 

～22 

36 大気中及び真空中保持による

CoPt 薄膜の磁気特性 
澤畑有輝, 杉村朋幸, 山
根治起, 小林政信 

2021 年春期日本金属学

会講演大会, P1 (2021) 
R03.03.16 

37 [FeSi/Au]二層膜からなる表

面プラズモンシステムの磁気

光学増強 

杉田諒, 伊藤雅晃, 山根

治起, 安川雪子 
2021 年春期日本金属学

会講演大会, P6 (2021) 
R03.03.16 

38 ZnO 薄膜への Zn 添加による

酸素欠損の影響 
小林泰河, 小出拓史, 山
根治起, 小林政信 

2021 年春期日本金属学

会講演大会, P56 (2021) 
R03. 03.16 

39 黄鉄鉱（FeS2）薄膜の光応答

性 
金子駿也，山口博之，長

南安紀，小谷光司，小宮

山崇夫，山内繁，杉山重

彰，菅原靖，関根崇 

第 68 回応用物理学会春

季学術講演会 
R03.03.18 

40 CoPt/Ag 垂直磁化積層膜にお

ける表面プラズモン共鳴とセ

ンサ応用 

山根治起 2021 年応用物理学会春

季 学 術 講 演 会 , 
18p-Z08-12 (2021) 

R03. 03.18 

41 射出発泡成形した繊維強化

PP 複合材料の評価 
野辺理恵 プラスチック成形加工

学会 発泡・超臨界流体

利用成形加工専門委員

会 

R03.03.24 

 

２－４ 各種表彰 

No. テーマ 受賞者 表彰名 年月 

1 A high quality surface finish 
grinding process to produce 
total reflection mirror for 
x-ray fluorescence analysis 

Hitoshi Ohmori, 
Shinjiro Umezu, Yunji 
Kim, Yoshihiro Uehara, 
Hiroshi Kasuga, Teruko 
Kato, Nobuhide Itoh, 
Syuhei Kurokawa, 
Takayuki Kusumi, Yugo 
Sugawara and Shinsuke 
Kunimura 

International Journal 
of Extreme 
Manufacturing, Best 
Paper Award 

R03.03 

2 北東北公設試技術連携推進会

議 IoT 技術分野研究会 
秋田県産業技術センター 産業技術連携推進会

議 
R03.03.03 
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No. テーマ 受賞者 表彰名 年月 

3 プラスチック成形加工技術研

究会べにばなコンファレンス 

秋田県産業技術センター 産業技術連携推進会

議 

R03.03.03 

4 三次元測定機取り扱い者のた

めの教科書活動 

秋田県産業技術センター 産業技術連携推進会

議 

R03.03.03 

 

２－５ 一般公開 

コロナウイルス感染症（COVID-19）予防対策として一般公開の開催を中止した。 

 

２－６ イベント・セミナー 

No. 名 称 主催者 場 所 年月日 

1 
THE KAGAKU 秋田市自然科学学

習館 
秋田県産業技術

センター 
R02.08.18 

2 

MEMS センシング＆ネットワークシ

ステム展(小間 1W-L22-07) 
（一財）マイクロ

マシンセンター、

技 術 研 究 組 合 

NMEMS 技術研究

機 構 （ NMEMS 
TRA)、JTB コミュ

ニケーションデザ

イン 

東京ビッグサイ

ト 西 1 ホール/会
議棟  及び  オン

ライン 

R02.12.09 
～11 

 

２－７ 新聞・一般誌掲載・テレビ放映等 

No. 掲載年月日 掲載紙名等 掲載見出し 

1 2020/04/09 河北新報 細胞診画像 AI で分類 

2 2020/04/13 (PRTIMES) 
内閣官房国土強靭化推進室『国土強靭化 民間の取り組み事

例』に VR プラットフォーム構築システムの事例が掲載 

3 2020/05/20 秋田さきがけ 
フェースシールド寄贈 秋田市進出予定 河村化工 県へ 500
個 

4 2020/05/09 AKT Live News あきた 

5 2020/05/20 NHK 県が支援 医療物資の生産始まる｜NHK 秋田県のニュース 

6 2020/05/20 ABS ”医療物資の地産地消”へ取り組み始まる 

7 2020/05/20 AKT 医療物資の生産 

8 2020/05/20 
日本経済新聞

電子版 
新型コロナ 不足の医療物資、秋田の企業が生産 シールドや

ガウン 

9 2020/05/21 秋田さきがけ 医療物資を開発、供給 県が企業取りまとめ 

10 2020/05/21 日本経済新聞 医療物資生産 新たに 4 社 秋田シールドやガウン 

11 2020/06/05 日刊工業新聞 秋田県産業技術センター（広告） 

12 2020/06/26 日刊工業新聞 第 8 回ものづくり日本大賞東北エリア 

13 2020/07 あきた経済 No.494, p2-6 秋田経済研究会中小企業振興表彰（株）カミテ 

14 2020/07/16 秋田さきがけ 次世代加速器「国際リニアコライダー」加速性能向上に貢献 

15 2020/07/16 
秋田さきがけ

電子版 
国際リニアコライダー実現へ新技術、秋田化学工業など開発へ 
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No. 掲載年月日 掲載紙名等 掲載見出し 

16 2020/07/29 
日刊工業新聞

電子版 
ニオブスズ薄膜生成、秋田化学が技術確⽴へ 加速器小型化に

貢献 

17 2020/07/29 日刊工業新聞 ニオブスズ薄膜形成 秋田化学が技術確⽴へ 加速器を小型化 

18 2020/08/11 日刊工業新聞 人命守るＩＣＴ ドローン・ＳＮＳで防災・減災 

19 2020/08/21 秋田さきがけ 県産業技術センター（秋田市）サインボード「きれい」 

20 2020/08/28 秋田さきがけ 
電動化試験、旧種平小で 秋田大など＿航空機新世代モーター

開発へ 

21 2020/09/01 
秋田県企業立

地ガイド 
p7-8 産業支援施設（公設試験研究機関） テクノリサーチゾ

ーン 

22 2020/09/08 
日本経済新聞

電子版 
秋田の 5 社、コロナ検査キットなど増産＿国が補助 

23 2020/09/09 日本経済新聞 秋田拠点の 5 社 コロナ関連に力 

24 2020/09/30 エフエム秋田 シェアミックス センター紹介 

25 2020/10/16 日刊産業新聞 ニオブ錫薄膜生成に着手 

26 2020/10/17 秋田さきがけ 企業フォーカス AOS 技術磨き時代に対応 

27 2020/10/31 AKT Live News あきた 

28 2020/11/27 秋北新聞 意見交換し情報共有図る 北秋田市企業誘致懇談会 

29 2020/11/28 北鹿新聞 企業間連携で新事業を 企業誘致懇で赤上さん講演 

30 2020/12/19 秋田さきがけ オンラインで説明会 本県洋上風力事業者公募 

31 2020/12/25 秋田さきがけ 漁業や教育支援に活用 洋上風力発電の地域振興基金 

32 2021/02 
エンプラ 
ニュース 

フィラー高充填樹脂の精密成形技術開発へ 

33 2021/03/01 NHK ＩＴ活用 酒造りの実証実験 

34 2021/03/03 ABS 実証実験 情報通信技術を活用した酒造り 

35 2021/03/05 
日本経済新聞

電子版 
日本酒発酵の温度管理に IoT 秋田酒類製造と県センター 

36 2021/03/06 日本経済新聞 発酵の温度管理 自動化 秋田酒類製造など IoT 技術活用 

37 2021/03/10 日刊工業新聞 SiC ウエハ―共同研究 産総研 

38 2021/03/24 日刊工業新聞 産業春秋（ものづくり TeamAkita） 
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３．所内見学 

３－１ 一般見学 

 令和２年度 103 名 

 コロナウイルス感染症（COVID-19）感染予防のため、3 密を避けての見学です。 県内の感染状況

を踏まえて実施したものです。 

 

３－２ 一般公開 

 コロナウイルス感染症（COVID-19）感染予防対策として一般公開の開催を中止しました。 

 


