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ご 挨 拶 

 

ここ数年の間に、我々はコロナ禍や異常気象など想定外の事態に直面することが多くありまし

たが、首都圏の大企業においても秋田県の中小製造業にあっても、その都度、皆で団結し協働で

解決策を見出し乗り越えて来たと思います。そんな様々な環境変化や市場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おり、驚くことにコロナ禍においても伸び続けています。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 Web 面談も積極的に取り入れ、

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。当センターでは宅配サービスなども活用し、年間で 3,000 件近くの設備利用にあたってい

ます。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 4 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03年07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05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01月 秋田県角館樺工芸指導所設立。 

昭和21年04月 秋田県川連漆工芸指導所設立。 

昭和30年09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06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03月 秋田県工業試験場角館指導所を廃止。 

昭和43年04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03月 秋田県工業技術センター能代指導所を廃止。 

平成04年11月 秋田県高度技術研究所設立。 

平成11年03月 秋田県工業技術センター川連指導所を廃止。 

平成17年05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04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3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 7 0 1 8 

素形材開発部 10 0 3 13 

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3年4月1日現在 

 

 

 

  

庶務、服務、予算・決算、財産管理

企画立案、事業推進管理

技術コーディネート、広報活動、技術相談窓口

システム制御技術、電界プロセス制御技術

熱流体解析、熱流センサー、廃熱利用

電子回路、次世代通信等のエレクトロニクス

光学デバイス

所長（技） (兼)副所長（技）
総務管理部
　部長（事）

総務管理班（事5名）

上級主席研究員（技）
(兼)企画事業部
　部長（技）

企画・事業推進班（事1名、技4名）

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）

(兼)先進プロセス開発部
　部長（技）

システム制御グループ（技3名）

スマートものづくり技術グループ（技4名）

スマートエンジニアリング、スマートロボティクス技
術

素形材開発部
　部長（技）

新エネルギー・環境グループ（技3名）

加工技術グループ（技6名）

機械金属加工、プラスチック成形加工、炭素繊維複合
材料

電子光応用開発部
　部長（技）

情報・電子グループ（技6名）

オプトエレクトロニクスグループ（技3名）

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）

機能性材料・デバイス技術、電界計測・無線給電技
術、航空機関連技術
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３－２ 職員・業務分担  令和3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 佐藤 守英 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・防災、入居
団体等の連絡調整、服務、非常勤職員の任
用、監査、労働安全衛生、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、施設維持管理（本館）、施設修
繕（本館）、研究機器管理、予算執行管理、
財産管理、歳出、物品取扱員 

主査 伊藤 佳菜子 
物品（研究用）の購入、給料・報酬・旅費、
歳出、社会保険・所得税等、科研費 

主事 保坂  駿 
歳入、施設維持管理（AIT）、施設修繕
（AIT）、公共料金・事務用品、車両管理、
燃料費・定期刊行物等、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 遠田 幸生 企画事業部門の総括 

 （兼）主席研究員 杉山 重彰 【本務：輸送機産業振興室長】 

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、
政策予算、議会・本課対応、設備導入・管
理、産技連、情報化副リーダー 

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
報・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 

主任研究員 荒川  亮 
ネットワークの管理運営、ホームページの管
理運営、データベースの管理運営 

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 

上席研究員 田口  香 
技術コネクターハブ強化事業、各種分析業
務、企業支援フォロー、各種推薦業務 

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 木村 光彦 
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 

システム制御 

グループ 

主任研究員（兼） 

グループリーダー 
久住 孝幸 

グループの総括、電界砥粒システム制御技
術、精密形状計測（表面性状）技術 

主任研究員 中村 竜太 
医工連携、電界非接触撹拌システム制御技
術、電界砥粒システム制御技術 

研究員 大久保 義真 
医工連携、電界非接触撹拌システム制御技
術、有機化学・分析化学技術 

スマートもの 

づくり技術 

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、スマートエンジニアリン
グ、鋳造技術・金属材料 

主任研究員 伊藤  亮 
スマートロボティクス技術、数値シミュレー
ション技術、人工知能（ＡＩ）技術、 

研究員 黒沢 憲吾 
スマートエンジニアリング、精密形状計測
（デジタイズ）技術、鋳造技術・金属材料 

研究員 大竹  匡 
スマートロボティクス技術、メカトロニク
ス、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 工藤  素 素形材開発部門の総括 

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 

伊勢 和幸 
グループの総括、熱流センサ、熱解析、熱発
電システム 

主任研究員 井上  真 熱解析、流体解析、情報化副リーダー 

研究員 高山 健太郎 熱利用、材料解析（成分分析、表面観察） 

加工技術 

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 

上席研究員 藤嶋  基 複合材料、ＣＦＲＰ成形・補修・評価技術 

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 

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、材料の機械的特性評価 

研究員 瀬川  侑 金属技術、ものづくり 

 

○ 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、電子回路・設計
技術 

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 
綾田 
アデルジャン 

通信技術を活用したアプリケーション、画像
解析・機械学習 

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、光学薄膜の作成・評価 

（兼）主任研究員 近藤 祐治 【本務：地域産業振興課 副主幹】 

専門員 髙橋 慎吾 光学機器開発、光学機器評価 

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、セラミック材料の開発、化
学分析 

上席研究員 新宅 一彦 磁性材料の開発、複合材料の開発 

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 電磁界計測技術の開発、電波暗室の運用 

主任研究員 木谷 貴則 無線給電技術の開発、情報化副リーダー 

主任研究員 山本 安彦 航空機関連技術の開発 

研究員 関根  崇 高機能焼結材料の開発、硬質材料の開発 
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４．決算 ※人件費を除く           （令和3年度） 

 

歳  入 

科   目 収入額（円） 備   考 

国庫支出金 77,678,700  

 地方創生臨時交付金 77,678,700 新型コロナウイルス感染症対策 

使用料及び手数料 21,077,003  

 産業技術センター使用料 20,522,834  

行政財産目的外使用料 554,169  

諸収入 73,730,010  

 受託事業収入 64,136,761  

雑入 9,593,249  

財産収入 357,008  

 財産貸付収入 36,586  

特許等運用収入 320,422  

一般財源 182,483,785  

計 355,326,506  

 

歳  出 

科   目 支出額（円） 備   考 

管理運営費 176,221,852  

研究推進費 70,036,603  

施設・設備整備費 77,678,700  

技術コネクターハブ強化事業   1,066,140  

産業基盤強化事業 30,323,211  

計 355,326,506  
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５．導入機械設備一覧         （令和3年度） 

 

機器名称 メーカー及び型式 概  要 設置場所 

MTF評価装置 
（株）エフケー光学研究所／

MATRIX-CS 

レンズがどれだけ正確に被写体

を写しているかを表す MTF
（ Modulated Transfer 

Function変調伝達関数）を測定

する装置 

高度技術研究館 

NCフライス盤 （株）山崎技研／F-352 

主軸に取り付けられた切削工具

を回転させ、テーブルに固定さ

れた被加工物を切削する加工装

置 

本館 

ミリ波帯アンプ付ア

ンテナ 

（株）テクノサイエンスジャ

パン／LB-180400H-KF 

空気中を伝搬する 26.5GHz～

40GHz の電波を計測するため

の装置 

高度技術研究館 

ガスクロマトグラフ

質量分析装置 

アジレント・テクノロジー

（株）／8890GC+5977B 

アルコールやアセトンなどの溶

媒、灯軽油などの液体、燃料ガ

スなどの気体に含まれる成分の

定性、定量を行う装置 

本館 

紫外可視分光光度計 
（株）島津製作所／UV-3600i 
Plus 

紫外線、及び可視光領域の波長

を順次変化させながら光の強さ

を検出して試料の透過率、吸光

度を測定する装置 

本館 

三次元ひずみ解析シ

ステム 

（株）レーザー計測／VIC-
3D 

金属および樹脂の変形特性など

を評価する際に非接触で 3 次元

のひずみ・形状を評価する装置 

本館 
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６．業務実績概況                            （令和3年度） 

項  目 実績数 単位 

研 

究 

関 

連 

契 

約 

共同研究 99 件 

受託研究 2 件 

簡易受託研究 384 件 

委託研究 2 件 

外部資金 15 件 

その他の研究開発関連契約（NDA等） 8 件 

技術相談・指導 3,209 件 

施設・設備利用状況 1,794 件 

開放研究室入居状況（R4.3.31） 12 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 7 回 

秋田県表面処理技術研究会 11 回 

秋田県生産技術研究会 7 回 

北東北ナノ・メディカルクラスター研究会 2 回 

秋田県硬質工具材料研究会 1 回 

次世代ひかり産業技術研究会 5 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 3 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 5 件 

講師及び審査員の派遣 18 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 8 件 

誌上・論文発表 13 件 

学会等口頭発表 56 件 

各種表彰 5 件 

一般公開 コロナウィルス感染症

（COVID-19）感染予防対策

として一般公開を中止した 

イベント 10 件 

新聞・一般誌掲載・テレビ放映等 49 件 

所内見学 37 人 

研究報告 27 件 
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７．「産業基盤強化事業」の概況 

平成 28 年度から令和 2 年度までの 5 年間、研究員が保有するオンリーワンのコア技術を磨き、そ

れを核とした製品開発と技術支援により、企業の売れるものづくりを支援しようという目的で、

「あきたものづくり創生事業」を実施しました。 

そして、令和 3 年度からの 5 年間は、その後継事業として、「産業基盤強化事業」に取り組んで

います。この事業は、コロナ禍に対応した工場のデジタル化及びリモート化の支援等、アフターコ

ロナ時代を牽引する新技術の開発を産学官連携を活用し推進することを目的にしています。具体的

には、「次世代 3D ものづくり加速化促進事業」「5G 等を用いた遠隔作業システムの県内企業展開」

「素形材加工技術による生産性向上・新商品開発支援」「電子光技術やシステム制御技術による生

産性向上・新商品開発支援」「エネルギー技術の県内企業展開」「県重点プロジェクト支援」の 6

つの事業を実施することにより、研究員の保有するコア技術をさらに高度化し、県内企業に展開し

ていくことにより、企業の活性化に結びつけようというものです。 

また令和元年度から 5 年間の計画で、産業技術センターをハブとした企業間連携の促進により、

新たな企業価値創出を図ることを目的とした、技術コネクターハブ強化事業も展開しています。 

 

 

図 産業基盤強化事業と技術コネクターハブ強化事業の中期計画 
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次世代 3Dものづくり加速化促進事業 

 

先進プロセス開発部 鈴木 淑男 

 

目 的 

 本事業は、次世代 3D 技術を活用したものづく

りを加速化促進させ、県内企業の技術力と競争力

を向上させることを目的とする。 

 

内 容 

１．デジタルものづくり高度設計技術者育成事業 

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）への移行が進んでおり、極めて有

用な技術といえる。本事業ではこれまでの人材育

成事業を応用発展させ、さらに、AI 開発やロボッ

ト活用技術等のコースを新設し、省力化・業務の

効率化・コスト低減を目指す『デジタルものづく

り高度設計技術者育成事業』として実施した。研

修コースとして 9 コースを開設し、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行

った。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。 

 今年度の実績としては、30 社 466 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。 

【3D-CAD コース】         37 人日 

【射出成形コース】        77 人日 

【次世代鋳造技術コース】     107 人日 

【構造解析コース】          10 人日 

【流体解析コース】           13 人日 

【樹脂プリンタコース】        60 人日 

【ロボット活用技術コース】            22 人日 

【AI 開発コース】                66 人日 

【デジタル形状検査コース】            74 人日 

 今年度新設した AI 開発やロボット活用技術コ

ースにおいては、本事業を通して新規設備導入を

決めた企業もあり、設備導入の機種選定等の支援

も行った。  

来年度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

次世代 3D ものづくり加速化事業／デジタルもの

づくり高度設計技術者育成事業に記載した。 

 

２．3D ものづくりエボリューション事業 

本事業は、次世代型 3D ものづくり技術の活用

を通して、県内企業の技術力向上、人材育成、新

規分野への進出を支援する発展・応用型事業であ

る。具体的には、鋳型積層造形、金属積層造形な

どの試作開発技術と、3 次元 X 線 CT システムや

3D形状計測システムなどを用いたCAT（Computer 

Aided Testing）技術を組合せることで、新しい設

計開発法の提案・普及を目指す。 

今年度は、指向性エネルギー堆積（DED）法に

よる金属積層造形を実施した。造形には、三菱電

機社製の試作開発機を用いた。本設備で採用して

いるレーザ・ワイヤ DED 法は、溶接ワイヤをレ

ーザで溶融させることで、3 次元形状を構築する

造形法である。このため、粉末を扱う造形方式と

比較して、①造形速度が速い、②異材への造形が

可能、③ランニングコストが安価で材料管理しや

すいなどのメリットを有することから、県内企業

において金属製品の高付加価値化を検討する上で

有用な技術と考えられる。しかしながら、本技術

は研究開発段階であるため、造形条件など未だ確

立できていない部分が多い。そこで今年度は 12

枚の複雑な翼形状を有するインペラの造形を試み

た。ベースとなる基材には SUS304、造形材には

SUS630 を用いた。 

検討初期には、ワイヤの張付き、ドロップ、ク

レバス状など多種多様な造形欠陥が生じ、造形が

破綻に至る場合も確認された。検討の結果、これ

らの欠陥の多くはワイヤ挿入方向が原因であるも

のと、入熱不足が原因であるものの 2 種類に大別

することができた。前者については造形 NC プロ

グラムを修正することで対応し、後者については

造形スピードを低くし入熱量を増やすことで対応

した。入熱量の増加は、熱による形状のダレが懸

念されたが、形状検査の結果、目標形状との誤差

が小さく、12 枚の翼が概ね等しい形状で造形でき

ていることを確認した。また、入熱量を増やした

ことで積層ピッチが増加し、造形時間を短縮する

ことに成功した。 

今後は、造形物のさらなる薄肉化や複雑形状化を

可能とするために、本設備で実施できる他の造形

プロセスの確立を目指す。また、造形条件と変形

特性・金属組織の関係調査することで、レーザ・

ワイヤ DED 法における組織制御の可能性を見出

したい。
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5G 等を用いた遠隔作業システムの県内企業展開 

 

電子光応用開発部 近藤 康夫、先進プロセス開発部 鈴木 淑男 

素形材開発部 工藤 素 

 

目 的 

 今後の 5G 時代に対応した IT とセンサを活用し

た遠隔作業による軽労化ソリューション普及のた

めの技術構築やロボットによる遠隔操作の実証試

験の実施により、県内企業への技術導入支援を行

う。 

 

内 容 

１．IT とセンサを活用したデジタル化・リモート

化のための技術構築 

本事業は、遠隔システムとして IoTを基本とし、

製造業における業務改善を目指したシステムの内

製化人材育成を重点的に実施した。大きく 2 つの

取り組みを行った。 

1 つ目は、由利本荘市及びにかほ市の合同事業

として公益財団法人 本荘由利産学振興財団が行

った IoT 現場実践研修である。由利本荘市及びに

かほ市でそれぞれ 1 社に現場の提供を依頼した。

研修参加者は、各社の課題をヒアリングし、自分

の意向に沿った現場を選定し、4 人 1 組で 2 チー

ムを作った。各チームで、課題に対応した IoT 機

器を検討し、開発を実施した。期間は 3 ヶ月で、

随時 SNS で情報交換を行いながら設計を進めた。

最後は開発した IoT 機器のデモを行うプレゼンテ

ーションを行った。この期間、経済産業省による

中高生参加型の事業も同時に行われ、同じ現場の

課題を高校と中学校とで IoT 及び ICT によって解

決する機器の開発を行った。中高生への指導者に

ついては、過去に同じ地域から IoT 研修を受講し

た社員を選定し、指導を依頼した。学ぶ側と教え

る側という 2 つのサイクルを持つことで、この地

域における IoT内製の機運を高めることができた。 

2 つめは、従来の IoT 研修においてビデオ教材

を作成し、オンデマンド化を図った。これは

COVID-19 によって対面形式が困難になったこと

がきっかけであるが、受講する企業にとっては、

研修にスケジュールを合わせる必要が無く、自由

なスケジュールでの受講が可能となった。質問な

どもオンラインで受け付けることとし、ビデオ教

材における課題も軽減できた。 

今年度、2 つの取り組みによって、県内製造業

における IoT システムの内製化人材がより多く育

成できた。 

 

２．ロボット遠隔操作技術の実証試験 

本事業では、協働ロボット遠隔操作システムに

よる実証実験を進めることで、ロボティクス技術

や遠隔操作技術に関する技術普及を行う。また、

安価なワンボードマイコンやオープンソース等を

用いて、ロボット遠隔操作システム構築のための

技術開発を行う。これらの技術を県内企業等に普

及することで、ロボティクス技術及び遠隔操作技

術に関する内製化人材育成を行うとともに、魅力

ある県内企業の育成及び企業価値向上に貢献する。 

超音波は、市場に存在する様々な医療用画像診

断モダリティの一つである。超音波診断装置には

プローブが装備されており、プローブから高周波

の超音波が患者の体内に送信され、体内の器官に

よってプローブに反射されることで映像化される。 

近年、ポータブルタイプの超音波診断装置等が

販売されている。患部にプローブを当てると、専

用のタブレット等でエコー画像を確認することが

できる。またインターネット等を介して、遠隔地

にいる人とエコー画像を共有することができ、相

談などをすることができる。 

本事業では、秋田大学大学院医学系研究科と共

同で、ポータブル超音波診断装置と協働ロボット

遠隔操作システムを活用した超音波診断に関する

ロボット遠隔操作実証実験を行った。遠隔地にい

る熟練技術を有した施行者が、プローブを備えた

ロボットを遠隔操作し、信頼性の高い超音波診断

画像が得られるかの実証実験を行った。3次元CAD

システムを用いて協働型ロボット向け超音波プロ

ーブ把持治具の設計開発を行い、3D プリンタで

試作を行った。本実証実験を通じて、ロボット遠

隔操作に対して操作者の慣れは必要であったが、

ポータブル超音波診断装置及び協働ロボット遠隔

操作システムを活用することで、遠隔地から信頼

性の高い超音波診断画像が得られると分かった。 

本実証実験を通じて、医療分野におけるロボッ

ト遠隔操作に関するニーズの掘り起こし、3 次元

CAD システム及び 3D プリンタを活用した試作に

よる迅速なソリューションの提案を実現した。
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素形材加工技術による生産性向上・新商品開発支援 

 

企画事業部 遠田 幸生 先端機能素子開発部 梁瀬 智 

素形材開発部 工藤 素 

 

目 的 

 本事業は、金属材料・レーザ熱処理、プラスチ

ック材料、セラミック材料、CFRP、センサ素子

等の様々な素形材を対象とした技術開発による県

内企業の競争力の向上支援を目的とする。 

 

内 容 

１．難削材・難形状品の高能率加工技術の企業展

開 

近年、切削加工や各種成形加工など、従来手法

での製造が不可能な形状を作る方法として、金属

3D プリンタの導入や活用が進み始めている。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 方式によ

る金属 3D プリンタを導入した。そこで本事業で

は、金属 3D プリンタで造形されたインペラモデ

ルを対象に、5 軸制御マシニングセンタで切削に

よる仕上げ加工を実施し、段取りや各加工工程の

ノウハウを蓄積するとともに、金属積層造形によ

る部品製造の有効性を確認した。 

 

２．機能性材料の開発と企業展開 

当センターと秋田大学で開発した WC-SiC 基セ

ラミックスは、優れた機械的性質を有しており切

削工具、金型、耐摩耗部材等への利用が期待され

る。本研究では、WC-SiC 基セラミックスの高温耐

酸化性と耐薬品性について検討した。高温耐酸化

性では、600℃で 4 時間保持の条件において、SiC

添加率 5～40 mol%の WC-SiC 基セラミックスは、

クラックの発生や変形が起こらないことを確認し

た。また、耐薬品性では、SiC 添加率 5～50 mol%

の WC-SiC 基セラミックスは、硝酸等の酸性溶液

に対して優れた安定性を有することが明らかにな

った。 

 

３．プラスチック成形基盤技術強化事業 

本事業ではプラスチック成形加工の技術支援を

目的に先端技術情報などの発信に取り組んでいる。

環境にやさしいプラスチック材料として注目され

る木粉やセルロースナノファイバーなどの木質バ

イオマスと複合化した木質複合化材料は、含水率

が高いため射出成形時にはガス焼け、シルバー等

の成形不良が発生することがある。そこで、ベン

ト式射出成形による試験片を作製し、ガス焼け不

良への有効性や力学特性等の知見を得た。 

 

４．プリンテッドセンサシステムの県内企業展開 

プリンテッドエレクトロニクスは、さまざまな

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。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の抵抗値制御

について報告する。製作した温度センサの抵抗値

にはバラツキがあり、抵抗値から温度へ変換する

式をセンサ毎に用意しなければならないため、正

規化した抵抗値を用いた温度変換式を求めた。こ

の方式の採用で抵抗値にバラツキがあっても一つ

の温度変換式で済むようになった。今後は実用化

に向けセンサの更なる信頼性向上を目指す。 

 

５．県内企業への CFRP 成形技術事業展開 

炭素繊維強化プラスチック（CFRP）は、軽量で

高強度と優れた物性を有していることから世界的

に利用が急増している。本事業では、CFRP 製造コ

スト削減を目的に、型材に高強度耐熱樹脂を用い

てプレス成形用樹脂型を作製した。その結果、ア

クリルプリプレグを用いた CFRP 成形においては

180℃、50kN の条件下で問題なく成形可能である

ことを確認した。また、型材である高強度耐熱樹

脂単体では割れが生じやすいため、増粘剤を添加

することで割れを抑制可能であることが明らかに

なった。 

 

６．レーザ熱処理技術の県内企業展開 

 近年開発の進む金属 3D プリンタの県内企業での

活用に向け、レーザ・ワイヤ DED 法で造形された

SUS630造形物の熱処理前後の組織観察および機械

特性評価を行った。その結果、パス走査方向に対

して異方性を持った組織が形成され、熱処理後も

その異方性が残り、機械特性に影響することが分

かった。本結果より造形物にかかる荷重を考慮し

た設計や造形パスを直交させるなどパスを工夫し

て組織の異方性を低減することで、意図する機械

特性を発現させる造形プロセスの知見を得た。 
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電子光技術やシステム制御技術による生産性向上・新商品開発支援 

 

先端機能素子開発部 梁瀬 智 電子光応用開発部 近藤 康夫 

先進プロセス開発部 鈴木 淑男 

 

目 的 

 本事業は、電子光技術やシステム制御技術によ

る生産性向上・新商品開発の支援を行い、県内企

業の競争力を向上させることを目的とする。 

 

内 容 

１．県内光学産業の高度化支援とセンサデバイス

の企業展開 

地球温暖化による環境破壊や、感染症のパンデ

ミック（世界的大流行）など、暮らしにおける安

全・安心の確保は、政策上の最重要課題である。

これら様々な問題を解明し、解決していくために

は、生活環境や医療等に係る計測／検査技術の進

展が不可欠である。本研究課題では、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

る新たな光検知式バイオ化学センサを開発し、県

内光学関連企業による製品化を目的としている。

具体的には、磁性体と光との相互作用である磁気

光学効果を利用することで、高感度かつ安定な検

出を特徴とする磁気光学式センサの開発を目標と

する。今年度は特に、磁性積層膜における表面プ

ラズモン共鳴を利用した「磁気プラズモンセンサ」

について検討を行い、従来のセンサに比べて、高

い検出感度を達成するとともに、水素ガス検知な

らびにグルコース計測において基本動作を確認し

た。今後さらに、検知材料の高性能化を図ること

で各種バイオ化学センサとして実用化を目指す。 

 

２．機能性光学デバイス技術の県内企業展開 

 液晶材料を用いた新しい光学デバイス（機能性

光学デバイス）の開発と関連技術の普及・展開を

行っている。その代表である液晶レンズは秋田県

発の技術シーズであり、イメージングデバイスや

センシングデバイス等への応用に向けた試作・開

発を行っている。機能性光学デバイスには「高抵

抗膜」（高い電気抵抗を有する透明薄膜）が必須

の技術として使われている。高抵抗膜の任意パタ

ーンへの形成によりデバイスの性能向上や新機能

の発現が期待されるため、今回はリフトオフ法を

適用したパターン形成を検討した。逆テーパーの

フォトレジストを用いることで、バリがないパタ

ーンエッジを作製できた。フォトレジストの除去

に、N メチル-2-ピロリドンを用いると残渣が生じ

ないことが分かった。現在、これら高抵抗膜作製

に関する技術の県内企業への移転を支援している。 

３．Si スピンデバイス技術の県内企業展開 

 Si スピンデバイスを用いることにより、独自に

考案したスピンパケット理論を検証した。この理

論は、スピン信号解析技術の県内企業展開として、

昨年度の共同研究で開発・整備した ESR シミュレ

ータ（電子スピン共鳴スペクトルを解析するツー

ル）の計算手法の基礎となる。今年度の検証によ

り、当センターのシミュレータの妥当性を保証す

ることができ、信頼性の高い解析データの提供が

可能となる。 

 さらに、薄膜・表面技術の県内企業展開として、

県内企業と共同出願した異種金属接合体に関する

“モノ”発明を権利化するとともに、この特許を補

完する新しい概念のめっき方式に関する製法発明

を共同出願した。技術的思想は、Si スピンデバイ

スの研究開発で提案した非対称ポテンシャル障壁

（科研費挑戦的萌芽研究）の仮説実証のためのア

イディアを応用展開したものである。半導体物理

におけるアイディア・成果を、異分野のめっき方

式・製法で県内企業展開できた事例である。 

 

４．電界攪拌技術を用いた新型ウィルス等に対応

した迅速検査システムの開発 

 新型コロナウィルス（COVID-19）の検査につい

て、本事業では、秋田県独自技術である電界撹拌

技術（Electric field Mixing（以下、EFM））を用い

てウィルス検査等の迅速化を目指し、今年度は、

主に ELISA 技術における最適プレート材の検討と

ELISA 法の迅速プロトコールの開発を行った。 

 プレート材の検討結果として、従来 96 ウエルプ

レート、市販のポリスチレンプレート、スライド

ガラスプレートの3種類を静置法で比較した場合、

吸光度のばらつきの少ないガラスプレートが最適

であることを確認した。また、ELISA 法の迅速プ

ロトコールの検討結果として、発色工程でも電界

撹拌を行うことにより、発色工程の迅速化と高い

発色（吸光度）を得ることが確認でき、全て静置

で行うプロトコールと全て電界撹拌を行うプロト

コールを比較して吸光度は最大約2.6倍に向上する

ことを確認した。 

 北東北ナノメディカルクラスター研究会につい

ては、新たな技術開発のための競争的資金獲得と

して、1 件の新規事業が採択された。 
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エネルギー技術の県内企業展 

 

先端機能素子開発部 梁瀬 智 素形材開発部 工藤 素 

 

目 的 

 本事業は、エネルギーの利用技術に関する技術

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．エネルギーの効率的利用に関する技術開発 

１－１ 感染症対策用パーティションの開発 

新型コロナウィルス(COVID-19)は世界的なパン

デミックを起こしている。その感染症対策の換気

方法について、吸気ファンを搭載した感染症対策

用パーティションの開発を流体シミュレーション

により行っている。一般的に感染症対策は、外気

を取込んだ室内換気が盛んに行われており、冷・

暖房期には、エネルギーロスが発生する。 

そこで換気回数の削減を目的に、パーティショ

ンに「吸気ファンを搭載した室内用の換気システ

ム」の検討を行った。本換気システムの設計は、

流体シミュレーションにより改良化を図る。その

上で、吸込み率・目標値は 90％以上の良好な吸い

込み能力を有する換気システムの開発を進めてい

る。 

１－２ 熱交換器の利用による CO2排出量削減 

2020 年に日本政府は「2050 年カーボンニュー

トラル宣言」を行った。二酸化炭素（CO2）は温

暖化等の気候変動の原因と考えられている。現在、

CO2の排出量削減は『地域脱炭素ロードマップ』

にも掲げられており急務とされている。高効率な

熱交換器は、エネルギー利用時の CO2排出量を削

減できることからその研究・開発が注目を集めて

いる。 

これまでの試験研究では、熱交換器を利用した

熱交換能について評価してきている。その結果を

もとに、熱交換量と同等の熱量を発生させるため

に必要な CO2量を推算した。円管式二重管と多葉

状式二重管の熱交換能を比較した結果、多葉状式

二重管のCO2発生量は円管式二重管と比べて半分

程度になることが推算され、多葉状式二重管の利

用はCO2の排出量削減が期待できることを確認し

た。 

 

２．熱マネジメント技術の開発と県内企業展開 

熱エネルギーを有効利用する上で、最近では断

熱や遮熱、蓄熱などの技術に関する検討が進めら 

れている。例えば、断熱や遮熱に関する身近なと

ころでは、住宅の窓からの熱の出入りによる気密

性の評価などがある。その熱の評価には、一般的

に温度の測定が用いられることが多い。しかしな

がら、温度の測定だけでは、どこから、どのくら

いの熱の出入りがあるのかを把握することは難し

く、具体的な改善策を立てることは容易ではない。 

そこで、温度よりも直接的な熱の評価の指標と

なる熱流に着目し、市販の熱流センサを用い、温

度測定用の熱電対と比較評価を行った。これによ

り、熱流センサにおける特徴および現状における

課題を把握することができた。 

 

３．ワイヤレス機器向け高周波応用技術の開発 

「コイル・磁気コアの設計・試作」および「高

周波回路設計の設計・試作・評価」により、企業

ニーズに沿っ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。今年度は県

内企業 2 社向けに、低電圧入力／高出力の送電ド

ライバ、ワイヤレス FPC ヒーター、送受電コイル

の位置ずれに強い高効率 Dual コイル等を開発し、

試作品が県外企業に納入された。 

高周波電界センサの新たな応用として、マイク

ロ波帯の電波吸収性能についてシミュレーション

を行った。散乱体物性や形状と感度および周波数

特性との関係を解析し、センサ性能の高感度や広

周波数帯域化の条件を明らかにした。 

電波暗室の年間累計の利用は 181 時間、35 件で

あった。また管理・運用において、他電子計測機

器も活用して、製品の EMC 規制への対応や適合性

判断を実施した。開発効率や EMC 品質の向上を目

指し、EMC 計測技法やEMC 対策技術を指導した。

また他機関との相互運用性を向上させた。さらに

昨年度末に導入した「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」の運用に

より、試験可能項目の拡充と最新規格のエミッシ

ョン試験へ対応が可能になった。 
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県重点プロジェクト支援事業 

 

先端機能素子開発部 梁瀬 智 電子光応用開発部 近藤 康夫 

企画事業部 遠田 幸生 

 

目 的 

本事業は、秋田県が重点政策として、実施して

いる事業を支援することを目的にしている。以下

にその概要を報告する。 

 

内 容 

１．秋田県版サスティナブル社会構築の検討 

2020 年 10 月、菅前首相の「我が国は 2050 年ま

でに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする。」

という方針を受け、国内がサスティナブル社会構

築に向け、ドラスティックに動き始めた。それに

伴い、秋田県でも、何ができるかを検討した。そ

して「アンモニアマイクロガスタービンのコジェ

ネレーションを活用したゼロエミッション農業の

技術実証」という内容で、環境省委託事業に応募

し、採択された。委託期間は、2021〜2023 年度、

今年度は主に、実証フィールド（大仙市南外）へ

のアンモニアマイクロガスタービンの設置工事、

試運転等を行った。 

 

２．高エネルギー加速器技術を基盤とする新産業

育成 

東北地方で進められている「次世代放射光施設

建設」と「国際リニアコライダー誘致」の大きな

加速器プロジェクトは県内企業に対して、世界最

先端の放射光分析によるものづくりの革新や自社

の得意分野を生かした加速器産業への参入に向け

た好機になる。そこで、高エネルギー加速器技術

を基盤とする新産業の育成を目指し、次の 3 つの

事業に取り組んだ。 

２－１ 小型加速器を目指した超伝導体ニオブス

ズめっき技術の開発 

 秋田化学工業（株）、高エネルギー加速器研究

機構、当センターの共同で、東経連ビジネスセン

ター「新事業・アライアンス助成事業」の資金援

助のもと、電解めっき法と熱処理を組み合わせた

超伝導体 Nb3Sn 薄膜の生成技術の確立に向け、プ

ロセス開発を行った。 

２－２ 放射光を用いた光学薄膜の異常成長欠陥

メカニズムの解析 

 （株）三井光機製作所、（株）日東分析センタ

ー、当センターの共同で令和 3 年度仙台市既存放

射光施設活用事例創出事業の支援を受け、大型放

射光施設 SPring-8 を用いて光学薄膜成膜で生じる

微小欠陥の原因特定を試みた。 

２－３ 加速器用電磁石の製造技術開発 

 加速器を構成する重要な電磁石の製造技術を県

内の企業に展開するために、産学官連携の体制構

築を進めた。 

 

３．ナノコイルを軸とした薄膜応用技術の県内企

業展開 

 新世代航空機部品製造拠点創生事業として、秋

田県での複合材料製造、製造装置・検査装置の事

業化と機体主要構造物の製造拠点の創生を図ると

ともに、軽量化が求められている自動車分野や福

祉医療分野等での事業化を目指している。本事業

は、航空機機体主要構造物をターゲットとした複

合材の革新的な製造技術を開発するために、秋田

大学の技術シーズである微小金属体（メタルナノ

コイル）を用いた手法の確立を目的としている。 

 本事業の実施体制は、秋田大学、当センター、

県内企業からなり、3 者がそれぞれ保有する、材

料開発、解析評価技術、装置製造技術などの基盤

技術を共有することで効率的な研究遂行が可能と

考えている。 

主な成果として、複雑な仕組みがなく、熱処理

まで真空装置内で完結できる方式を提案し、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。

これにより一昨年特許を出願し、早期の成立を目

指している。 

 

４．航空機電動化（大学交付金事業） 

航空機のCO2排出量削減に向けた技術革新とし

ての航空機電動化は、国内外を問わず様々な企業

や団体が、研究に取り組んでいる。秋田県におい

ても、航空機産業における県外大手企業の協力を

得て、産学官連携事業として、県内大学が中心と

なり、航空機搭載に向けた新世代モータの研究開

発、それを適用する機器およびシステムの研究開

発を行われている。そしてそこから得られた技術

を県内企業に展開し、航空機産業への参入を促進

させる事を目的としたプロジェクトが進められて

いる。 

本事業は、内閣府の「地方大学・地域産業創生

交付金」に採択されている。今年度は、大型モー

タの評価設備や電力グリッド網評価設備を導入し、

来年度から本格的な運用が始まる予定である。 
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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 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 02 年度 令和 03 年度 

共同研究契約 61 67 70 98 99 

受託研究契約 8 6 4 5 2 

簡易受託研究契約 447 353 439 403 384 

委託研究契約 0 2 1 1 2 

外部資金 5 8 14 14 15 

その他の研究開発 

関連契約（NDA 等） 
7 4 11 9 8 

 

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 3 年目となる今年度は、共同研究の件数が昨年度に比べ 48％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 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 02 年度 令和 03 年度 

相談 691 737 659 944 1,149 

指導 1,536 1,248 759 1,017 1,013 

その他 219 160 564 641 851 

技術コーディネート 239 264 285 167 196 

計 2,685 2,409 2,267 2,769 3,209 

表 企業訪問、共同研究件数の経年変化 

（件） 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 02 年度 令和 03 年度 

企業訪問 510 555 599 800 822 

相談等総数（再掲） 2,685 2,409 2,267 2,769 3,209 

共同研究 61 67 70 98 99 
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３．施設・設備利用状況 

 

区分／利用件数［件］ 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 02 年度 令和 03 年度 

施設利用 ※会議室等 64 61 58 37 21 

設備利用 2,217 2,302 2,163 2,752 1,773 

計 2,267 2,366 2,224 2,810 1,794 

 

 

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 会 場 
人員 

（人） 

令和03年 

05月11~ 

18日 

通常総会 1.令和2年度事業実施報告及び収支決算の承認 

2.令和3年度事業計画及び収支予算の審議並びに承認 

3.役員改選 

4.その他 

書面審議 52 

令和03年 

06月04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） 

溶接検査（株）秋田出張所 金谷 貴志氏 

産業技術 

センター

（秋田市） 

20 

令和03年 

07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 専門員 木村 光彦 

産業技術 

センター

（秋田市） 

3 

令和03年 

07月15日 

共催講演会 ポータブル型X線残留応力測定装置の原理と活用事例 

パルステック工業（株） 内山 直樹氏 
Web 開催 35 

令和03年 

09月02日 

～03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 

産業技術 

センター 

（秋田市） 

1 

 

４－２ 秋田県高分子材料研究会 

実施年月日 事業名 内  容 会 場 
人員 

（人） 

令和03年 
05 月 

役員会 
 

令和 2 年度通常総会提出議案の審議 
 

E メール 
審議 

10 

令和03年 

05月 

通常総会 令和 2 年度提出議案審議 書面審議 
（郵送） 

 

令和03年 

08月24日 

共催講演会 残留応力測定セミナー 
①X 線残留応力測定の基礎知識・測定事例 
②X 線残留応力測定装置のデモンストレーション 

パルステック工業（株） 内山 直樹氏 

Web 会議 22 

令和03年 

08月27日 

技術講演会 「5G 関係の動向と材料開発状況」 
ポリプラスチックス（株） 佐々木 信彰氏 

「射出成形 今昔物語 ～古典的な反り・ヒケ対策、 
最新計測技術を AI 活用の DX 的未来～」 

技術オフィス Tech-T 高原 忠良氏 

Web 会議 33 

令和03年 

10月29日 

技術講演会 「金型からガスを抜く ～ベント技術のいろいろ～」 
ECOVENT（株） 齊藤 輝彦氏 

「最新射出成形周辺機器の紹介」 
（株）ユーシン精機 阿部 智将氏 

「3D プリンタ複合切削機能を用いた短納期簡易金型 
作製技術」     （株）ソディック 松本 格氏 

Web 会議 49 

令和04年 

01月21日 

技術講演会 「最新射出成形機の紹介と成形事例」 
日精樹脂工業（株） 宮島 正彦氏 

「金型補修技術の最適化について ～レーザー溶接機 
及び放電被覆肉盛装置を用いた金型補修～」 

テラスレーザー（株） 佐野 崇訓氏 
「産業デザイン財団賞 表彰式・受賞講演」 

秋田エコプラッシュ（株） 佐藤 秀明氏 
「ベント式射出成形機の紹介」 

秋田県産業技術センター 野辺 理恵 
 

Web 会議 35 

令和04年 

01月21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 
開発名：SDGs 海洋プラスチックを考えるリサイクル産業 
受賞者：秋田エコプラッシュ（株） 佐藤 秀明氏 

Web 会議 35 
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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 会 場 
人員 
（人） 

令和 03 年 
03 月 25 日 

第 1 回青年会幹

事会 
1. 令和 3 年度事業計画の作成 
2. その他 

産業技術 
センター 

（秋田市） 
5 

令和 03 年 
04 月 23 日 

 

役員会 1. 令和 3 年度通常総会提出議案の作成・審議 
2. その他 

ホテルパー

ルシティー

秋田竿燈大

通り 
（秋田市） 

12 

通常総会 1. 令和 3 年度通常総会提出議案の審議・承認  
(1) 令和 2 年度事業実施報告 
(2) 令和 2 年度収支決算報告 
(3) 会計監査報告 
(4) 令和 2 年度収支決算書承認 
(5) 令和 3 年度事業計画(案)の審議並びに承認 
(6) 令和 3 年度収支予算(案)の審議並びに承認 
(7) 青年会活動について 
2. その他 

20 

令和 03 年 
07 月 01 日 

02 日 
26 日 

技術講習会 電気めっき技能検定実技試験対策用講習会 
講師：太平化成工業（株）品証技術部長 今野 友典氏 

東電化工業（株）製造部係長 秋山 小百合氏 
秋田化学工業（株）技術課 高橋 知子氏 
秋田化学工業（株）技術課 佐々木 瞳氏 

秋田化学工

業（株） 
テクニカル

センター 
（にかほ市） 

20 

令和 03 年 
07 月 16 日 

第 1 回青年交流

研修会 
企業視察 
秋田県産業技術センターの炭素繊維強化プラスチック、

超臨界発泡射出成型、電界撹拌、3D ものづくり等 

産業技術 
センター 

（秋田市） 
12 

令和 03 年 
08 月 07 日 

技術研修会 電気めっき技能検定筆記試験対策用研修会 
講師：東電化工業(株)技術課課長 和合谷 繁満氏 

太平化成工業（株）品質技術部長 今野 友典氏 

秋田市 
北部市民 
サービス 
センター 

9 

令和 03 年 
09 月 24 日 

情報交換会 1. 各社の近況報告 
2. その他 

メール開催 16 

令和 03 年 
10 月 12 日 

第 2 回青年会 
幹事会 

1. 第 2 回青年交流研修会について 
2. その他 

産業技術 
センター 

（秋田市） 
5 

令和 03 年 
10 月 21 日 

企業視察 1. 太平化成工業(株)本社工場 
2. 太平化成工業(株)森吉工場 

本社工場 

（秋田市） 

森吉工場 

（北秋田市） 

18 

令和 03 年 
11 月 12 日 

第 2 回青年 
交流研修会 

1. フェライト子ども科学館見学 
2. TDK 歴史みらい館見学 

（にかほ市） 13 

令和 04 年 
01 月 31 日 

幹事会 1. 令和 3 年度予算執行状況 

2. 令和 4 年年度事業計画(案) 

3. その他 

メール開催 14 

 

４－４ 秋田県生産技術研究会 

実施年月日 事業名 内  容 会 場 
人員 
（人） 

令和03年 

04月19日~ 

05月14日 

通常総会 

（書面審議） 

令和 3 年度通常総会提出議案の審議・承認等に

ついて  
1. 令和 2 年度事業実施報告について 
2. 令和 2 年度収支決算の承認について 
3. 令和 3 年度事業計画（案）の審議について 
4. 令和 3 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 

書面審議 ― 
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実施年月日 事業名 内  容 会 場 
人員 
（人） 

令和03年 

05月01日~ 

08 月 31 日 

後援事業 「第1回高校生3Dデザイン＆3Dプリンタコンテスト」 

秋田県立大学システム科学技術学部機械工学科の主催に

よるスマホスタンドのデザインコンテスト 
Web 開催 — 

令和03年 

08 月 24 日 

共催講演会 「X線残留応力測定セミナー」 
講師  パステック工業(株) 内山 直樹氏 Web 開催 35 

令和03年 

10月19日 

オンライン 
セミナー 

「切削油セミナー」 

講師：ENEOS（株） 中台 聡氏 Web 開催 27 

令和03年 

11 月 16 日 

特別講演会 

（本荘由利テク

ノネットワーク

と共催） 

1.「医工連携による精密加工の新展開」 

講師：  東北大学工学部 厨川 常元氏 

2.「ファインバブルの複合化によるERID研削の性能向上」 

講師：理化学研究所開発研究本部 大森 整氏 

秋田県立大 
本荘キャン

パス＆Web
開催 

45 

令和03年 

11 月 19 日 

共催講演会 「事例から学ぶ自動化の推進＜エプソンロボット編＞」 

講師：沖縄東京計装（株） 知名 定道氏 

倉敷紡績（株） 北井 基善氏 

エプソン販売（株） 小野 仁氏 

秋田エプソン（株） 下山 耕平氏 

産業技術 
センター 

（秋田市）

＆Web 開催 

30 

令和04年 

01 月 26 日 

共催講演会 「機能性コーティングおよび複合材料を用いた高性能加

工ツールの開発」 

講師：秋田県立大学システム科学技術学部 

鈴木 庸久氏 

Web 開催 37 

 

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 会 場 
人員 

（人） 

令和03年 

08月04日~ 

セミナー（第 17
回 TOLICカン

ファレンス後

援） 

テーマ：次世代医療「 Organ-on-a-Chip」  にお

けるものづくり  
（岩手県 
盛岡市） 

Web ハイブ

リッド 

― 

令和03年 

12 月 28 日 

セミナー（第 18

回 TOLIC カン

ファレンス後

援） 

TOLICが目指すSDGs 

 （岩手県 
盛岡市） 

— 

 

４－６ 秋田県硬質工具材料研究会 

実施年月日 事業名 内  容 会 場 
人員 

（人） 

令和 04 年 
01 月 26 日 

共催講演会 「機能性コーティングおよび複合材料を用いた高性能加

工ツールの開発」 

秋田県立大学 システム科学技術学部 機械工学科 

教授 鈴木 庸久氏 

オンライン 
開催 

39 
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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 会 場 
人員 

（人） 

令和 03 年 

06 月 21 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 2 年度の事業報告および令和 3 年度の事業計画 

メール開催  45 

令和 03 年 

08 月 10 日 

応用物理学会

東北支部 リフ

レッシュ理科

教室、秋田 

（後援） 

「光をまぜまぜ？光るコマを作ろう！」 

（理科に興味のある小・中学生を対象に、赤・緑・青の

LED を用いたコマを作成し、光の三原色について学ぶ） 
秋田大学 

（秋田市） 
16 

令和 03 年 

10 月 21 日 

技術講演会 

（主催） 

「LIDAR による洋上風況観測とそれによる風力発電の

高性能化」 

産業技術総合研究所再生可能エネルギー研究センター 

風力エネルギーチーム 小垣 哲也氏 

「再生可能エネルギーネットワークの開発」 

産業技術総合研究所再生可能エネルギー研究センター 

エネルギーネットワークチーム 大谷 謙仁氏 

オンライン

開催 
45 

令和 04 年 

01 月 27 日 

ALL(All Japan 
Lighting 
Laboratry) 特
別講演会 

（共催） 

「AI（空中結像（Aerial Imaging））× AI 

（人工知能（Artificial Intelligence））による空間情報

技術の動向と展望」 

宇都宮大学工学部基盤工学科 教授 山本 裕紹氏 

オンライン

開催 
44 

令和 04 年 

03月 17日 

技術講演会 

（主催） 

「高精度な位置・姿勢推定が可能な視覚マーカの開発」 

「ロボット制御、計測、AR（拡張現実）などへの高精度

マーカ技術の応用」 

産業技術総合研究所人間拡張研究センター 

生活機能ロボティクス研究チーム 田中 秀幸氏 

オンライン

開催 
22 

 

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 会 場 
人員 

（人） 

令和 03 年 
05 月 28 日 

通常総会 令和 3 年度通常総会提出議案の審議・承認 

(1) 令和 2 年度事業報告について 

(2) 令和 2 年度決算報告について 

(3) 令和 2 年度監査報告について 

(4) 令和 3 年度事業計画（案）について 

(5) 令和 3 年度予算計画（案）について 

その他 

Webex 
Meetings
を用いたオ

ンライン配

信 

29 

令和 03 年 
09 月 10 日 

第 1 回研究会 講演 I：「次世代放射光への東北大学の役割」 

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   センター長・教授 村松 淳司氏 

講演 II：「超低消費電力型の高機能次世代磁気デバイス

に向けた磁気特性に優れた強磁性・強誘電体薄膜材料

の探索」 

秋田大学 大学院理工学研究科附属革新材料 

研究センター センター長・教授 吉村 哲氏 

講演 III：「次世代放射光における磁性材料評価技術」 

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 

Webex 

Meetings 

を用いたオ

ンライン配

信 

58 
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実施年月日 事業名 内  容 会 場 
人員 

（人） 

令和 03 年 
11 月 01 日 

第 2 回研究会 講演 I：「水溶液系電解プロセッシングに用いる電極材料

の探索と活性発現メカニズム」 

秋田大学大学院理工学研究科物質科学専攻 

講師 高橋 弘樹氏 

講演 II：「X 線吸収分光による機能性材料の化学状態・

局所構造評価」 

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  基幹研究部門 教授 西堀 麻衣子氏 

Webex 

Meetings 

を用いたオ

ンライン配

信 

27 

令和 04 年 
01 月 25 日 

第 3 回研究会 
 

講演 I：「特異なイオン結晶形成に基づく白金族金属の選

択分離回収と高効率利用」 

秋田大学大学院理工学研究科物質科学専攻 

准教授 松本 和也氏 

講演 II：「コヒーレント X 線による機能性材料の微細構

造・化学状態イメージング」 

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 高橋 幸生 氏 

Webex 
Meetings 
を用いたオ

ンライン配

信 

32 

令和 04 年 
03 月 02 日 

第 5 回研究会 
（研究会共催） 

令和 3 年度日本素材物性学会 第 1 回研究会 

主催：日本素材物性学会 

講演 I：「グリーン水素の製造，貯蔵および運搬，利用に

関する一連の研究について」 

秋田大学 大学院理工学研究科物質科学専攻 

准教授 福本 倫久氏 

講演 II：「放射光光電子分光と光電子顕微鏡による表面

分析」 

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 基幹研究部門 教授 虻川 匡司氏 

ZOOMを用

いたオンラ

イン配信 
28 

 

４－９ あきた AI・IoT 技術互助会 

実施年月日 事業名 内  容 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 会 場 
人員 

（人） 

令和 03 年 
05 月 14 日 

通常総会 令和 3 年度通常総会提出資料の審議・承認 

(1) 令和 2 年度事業実施報告について 

(2) 令和 2 年度会計報告及び会計監査報告について 

(3) 令和 3 年度事業計画（案）について 

(4) 令和 3 年度予算計画（案）について 

(5) 令和 3 年度役員（案）について 

その他 

メール審議 32 社 

令和 03 年 
07 月 20 日 

オンラインセミ

ナー 
AI で何ができるのか？基礎の基礎から最新事例まで 

(1) AI とは何か？ 

(2) エッジデバイス、Jetson による AI 活用事例 

(3) 活用事例、できること・できないこと 

(4) 各種デモ 

(5) AI 技術者の育成 

(6) 質疑応答 

講師：NVIDIA エンタープライズ事業本部 

鈴木 博文 氏 廣岡 信行 氏 

オンライン

セミナー 

（Zoom） 

45 

令和 03 年 
11 月 19 日 

技術講演会 実事例から学ぶ自動化の推進＜エプソンロボット編＞ 

(1) ロボットの知識ゼロから如何にしてロボットアーム 

による自動化を実現してきたか 

講師：沖縄東京計装（株） 知名 定道氏 

(2) ケーブル／コネクタ作業 ロボット自動化のご提案 

講師：クラボウ（倉敷紡績（株）） 北井 基善氏 

(3) エプソンロボットの進化と強み 

講師：エプソン販売（株）小野 仁氏、福島 秀樹氏 

(4) エプソンロボットによる自動化事例紹介 

講師：秋田エプソン（株）下山 耕平氏 

産業技術 
センター 

（秋田市）

＆オンライ

ン（Zoom）

開催 

33 
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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 

「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」 

令和 03.04.01～ 

令和 04.03.31 

秋田大学大学院理工学研究科 4 名 

秋田大学理工学部 5 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」 

令和 03.09.06～ 

令和 03.09.17 

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 令和 03.09.09 県立湯沢翔北高等学校専攻科 3 名 

秋田高専インターンシップ 

「CFRP の成形と物性評価」 

令和 03.09.14～ 

令和 03.09.21 
秋田工業高等専門学校 4 年生 4 名 

秋田大学理工学部材料理工学コース デジタルエンジニア

リング実習 
令和 03.10.28 

秋田大学理工学部材料理工学コー

ス 10 名 

５－２ 講師及び審査員の派遣 

名     称 派  遣  先 回数 部 署 

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 1 回 先進プロセス開発部 

（社）日本鋳造工学会東北支部第 20 回夏期鋳

造講座 
（社）日本鋳造工学会東北支部 1 回 先進プロセス開発部 

技能検定（金属熱処理）検定委員 秋田県職業能力開発協会 1 回 先進プロセス開発部 

技能検定（ダイカスト）検定委員 秋田県職業能力開発協会 1 回 先進プロセス開発部 

高校生ものづくりコンテスト溶接部門秋田県

大会 
秋田県溶接競技会 1 回 

共同研究推進部 

先進プロセス開発部 

第 67 回秋田県溶接競技会 秋田県溶接競技会 1 回 
共同研究推進部 

先進プロセス開発部 

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 

IoT 導入実践事業業務委託企画提案コンペ審

査員 

産業労働部 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 

DX 加速化プロジェクト形成事業 PMO 業務

委託 企画提案競技 審査員 

産業労働部 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 

DX 加速化プロジェクト形成事業 DX プロジ

ェクト選定審査会 審査員 

産業労働部 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 

企業支援機関向け ICT スキルアップ事業審査

会 審査員 

産業労働部 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 アイデアソン・ハッカソン 講師 青森県 3 回 電子光応用開発部 

社長会議 講師 鹿角地域振興局 1 回 電子光応用開発部 

特別講義 II(地域計画) 非常勤講師 秋田工業高等専門学校  2 回 電子光応用開発部 

IoT セキュリティセミナー 講師 青森県 1 回 電子光応用開発部 

IoT 現場実践研修会 講師 本荘由利産学振興財団 5 回 電子光応用開発部 

DX 加速化プロジェクト形成事業 DX アイデ

ィアソン審査会 審査員 

産業労働部 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 
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１．令和 3 年度研究成果報告会の概要 

○標  題：秋田県産業技術センター 令和 3 年度成果報告会 

○開催方法：オンライン形式（センターホームページ上で公開） 

 

記事一覧 

《先進プロセス開発部》部長：鈴木 淑男 

担当者 記事タイトル 

久住、越後谷、赤上 電界砥粒制御技術を用いた新たな切断技術の開発 

中村、大久保、久住、

赤上 

電界撹拌技術の開発 

内田、黒沢、伊藤、小

松 

3D デジタルエンジニアリング＋3D プリンタ 

伊藤、小松 AI・ロボティクス技術を活用したスマートファクトリー化の推進 

 

《素形材開発部》部長：工藤 素 

担当者 記事タイトル 

井上、高山、伊勢 流体解析技術による製品開発支援について 

野辺 ベント式射出成形によるフィラー高充填樹脂複合材料の精密成形技術 

藤嶋、工藤 CFRP 複合材料のハイサイクル成形技術の県内企業展開 

加藤、小松 難削材・難形状製品の機械加工技術支援 

小松 ミニチュア超音波モータの開発 

 

《電子光応用開発部》部長：近藤 康夫 

担当者 記事タイトル 

山根 化学センサ「磁気光学効果を利用した超高感度プラズモンセンサの開発」 

笠松 カメラレンズ用性能評価装置の開発 

丹、佐々木(信)、佐々木

(大)、伊藤、千葉(さ)、

大竹 

IoT 技術の開発と活用について 

 

《先端機能素子開発部》部長：梁瀬 智 

担当者 記事タイトル 

新宅 メタルナノコイルの生成技術の開発 

関根、菅原、杉山 次世代型多機能セラミックスの開発 

梁瀬、内田 機能性光デバイスの応用例と開発・技術支援について 
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２．研究成果概要 

２－１ 特許 

【令和 3 年度出願分】 

 ※８件 

No. 名   称 権利の別 出願番号 

1 指標算出システム及び指標算出方法 特許を受ける権利 特願 2021-103096 

2 めっき方法 特許を受ける権利 特願 2021-114840 

3 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 17/343304 

4 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 202110653452.X 

5 切断方法及び切断装置 特許を受ける権利 17/352412 

6 センサシステム及び検知対象の検知方法 特許を受ける権利 特願 2022-014720 

7 異種金属接合体およびその製造方法 特許を受ける権利 PTC/JP2022/009393 

8 肺活量計マウスピース 特許を受ける権利 特願 2022-037960 

 

【令和 3 年度登録分】 

 ※５件 

No. 名   称 権利の別 出願番号 

1 打撃装置および固有周波数測定装置 特許 16/248809 

2 異種金属接合体およびその製造方法 特許 特願 2021-049102 

3 指標算出システム及び指標算出方法 特許 特願 2021-103096 

4 打撃装置および固有周波数測定装置 特許 特願 2018-011638 

5 排尿検知装置 特許 特願 2020-023942 

 

【令和 3 年度実施許諾分】  

 ※１２件 

No. 名   称 権利の別 

1 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 

2 工事用絶縁監視装置 H16～R05 

3 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 

4 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 

5 液晶レンズ H24～R05 
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No. 発明の名称 期間 

6 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 

7 点滴モニタ装置 H25～R09 

8 
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 

9 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～R05 

10 水素水生成器 H27～R07 

11 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 

12 排尿検知装置 R03～R08 

 

２－２ 誌上・論文発表 

No. テーマ 著 者 掲載誌名 年月 

1 Lightweight investigation of 
long chain branching 
polypropylene/cellulose 
nanofiber composite foams 

Rie Nobe, Jianhu Qiu, 
Makoto Kudo, Guohong 
Zhang 

Applied Polymer 
Science 

R03.04 

2 Polar Kerr effect and 
perpendicular magnetic 
anisotropy in Fabry–Pérot 
cavity containing CoPt/AZO 
magneto-optical interference 
layer 

H. Yamane, Y. 
Yasukawa and M. 
Kobayashi 

Journal of Applied 
Physics, Vol.129, pp. 
203902 (Editor's 
picks) 

R03. 5.24 

3 「秋田県産業技術センターの

医工連携の取組み」－人と人

との出会いがイノベーション

を加速する－ 

久住孝幸、中村竜太、大

久保義真、赤上陽一 

日本生活支援工学会誌, 
Vol. 21, No. 1, pp.60-
61, (2021) 

R03.06 

4 Relationship Between Tensile 
Strength and Durability of 
Oxide Thermoelectric 
Modules  

Ryoji Funahashi, Yoko 
Matsumura, Tomoyuki 
Urata, Hiroyo 
Murakami, Hitomi 
Ikenishi, Shinya Sasaki, 
Shigeaki Sugiyama 

Journal of Electronic 
Materials 7/2021 

R03.07 

5 学位取得者の紹介 野辺理恵 成形加工，第 33 巻，第

8 号，p. 282 
R03.08 

6 秋田県産業技術センターのプラ

スチック成形加工技術 
野辺理恵 成形加工，第 33 巻，第

9 号，pp. 321-323 
R03.09 

7 超音波霧化を用いた Bi 置換希

土類鉄ガーネット薄膜用 MOD
溶液塗布技術の開発 

磯村奎太郎、西川雅美、

荒川亮、森英季、河原正

美、石橋隆幸 

2021 年第 82 回応用物

理学会秋季学術講演会 
R03.09 

8 アルミニウム基2元系合金溶湯

による鉄の溶損における金属

間化合物層の溶出メカニズム 

後藤育壮, 白井康太, 大
山礼, 黒沢憲吾 

鋳造工学 R03.09.25 

9 フィラー高充填樹脂コンポジッ

トの精密成形技術の開発 
野辺理恵，工藤素 JETI，第 69 巻，第 10

号，pp, 92-95 
R03.10 

10 超音波霧化法を用いたMOD法

による Bi 置換希土類鉄ガーネ

ット薄膜作製技術の開発 

磯村奎太郎、荒川亮、森

英季、河原正美、藤田拓

実、西川雅美、石橋隆幸 

日本電子材料学会 第

58 回秋期講演大会 
R03.11 
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No. テーマ 著 者 掲載誌名 年月 

11 電界砥粒制御技術を応用した

電界撹拌技術の開発とその応

用展望 

中村竜太（分担執筆） 

 
撹拌技術とスケールア

ップ、シミュレーショ

ンの活用, ISBN: 978-
4-86104-864-7 

R03.11 

12 研究室紹介：「秋田県産業技術

センター 先進プロセス開発

部・システム制御グループ」 

久住孝幸 砥粒加工学会誌, Vol. 
66, No. 2, pp.86, 
(2022) 

R04.02 

13 ミストコート法を用いた MOD
法による Bi 置換希土類鉄ガー

ネット薄膜作製技術の開発 

磯村奎太郎、西川雅美、

河原正美、荒川亮、森英

季、石橋隆幸 

電子情報通信学会 

2021 年度マグネティッ

クス研究会 

R04.03 

 

２－３ 口頭発表 

No. テーマ 発表者 発表会名 年月日 

1 「再生可能エネルギーと水素

利用」 
遠田幸生 秋田経済同友会 R03.04.07 

2 実用アルミニウム合金溶湯中

での低炭素鋼と合金工具鋼の

溶損挙動 

後藤育壮，白井康太，大

山礼，黒沢憲吾 
日本鋳造工学会第 177 回

全国講演大会 
R03.05.23 

3 AlN セラミックスの機械的性

質に及ぼす硬質炭化物添加の

効果 

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 2021
年度春季大会，8-3A， 
(2021) 

R03.06.01 
～03 

4 W–Ti–Ta–C 硬質セラミックス

の機械的性質に及ぼす Ta およ

び Hf 量の効果 

仁野章弘，石積優人，関

根崇，杉山重彰 
粉体粉末冶金協会 2021
年度春季大会，8-4A， 
(2021) 

R03.06.01 
～03 

5 「再生可能エネルギーと水素

利用」～なぜ水素社会が必要

なのか～ 

遠田幸生 秋田異業種交流会 R03.06.15 

6 再生可能エネルギーと水素利

用」～なぜ水素社会が必要な

のか～ 

遠田幸生 秋田カメイ特約販売店会 R03.06.22 

7 「再生可能エネルギーと水素・

アンモニア活用」〜2050 年温

室効果ガスゼロを目指して〜 

遠田幸生 由利本荘地球温暖化対策

協議会 
R03.06.23 

8 PLD 法による硫化鉄薄膜の作

製 
播間愛実，金子俊也，小

宮山崇夫，長南安紀，小

谷光司，山口博之，山内

繁，菅原靖，関根崇，杉

山重彰 

日本素材物性学会 令和

3 年度（第 31 回）年会 
R03.06.24 

9 「再生可能エネルギーとカー

ボンフリー燃料利用」 
遠田幸生 公益社団法人 日本技術

士会東北本部秋田県支部 
第 2 回 CPD 講演会 

R03.07.02 

10 秋田県における地産地消型水

素製造・利活用ポテンシャルに

関する調査 

村岡元司，遠田幸生 NEDO 次世代電池・水素

プロジェクトレビュー

2021 

R03.07.02 

11 微細はんだ接合部 FEA の高精

度化に向けた Cu/Sn 系 IMCs
の引張特性評価 

黒沢憲吾，大口健一，福

地孝平 
スマートプロセス学会 
エレクトロニクス生産科

学部会電子デバイス実装

研究委員会 

R03.07.16 
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No. テーマ 発表者 発表会名 年月日 

12 Surface plasmon resonances 
on perpendicular magnetic 
nanolayers for chemical 
sensing applications 

H. Yamane Asia Pacific Society for 
Materials Research 
2021 Annual Meeting, 
ID:2 (Invited) 

R03.08.20 

13 電界砥粒制御技術を用いた新

たな切断加工技術 (第 2 報) 
久住孝幸，越後谷正見，

中村竜太，大久保義真，

赤上陽一 

2021 年度砥粒加工学会

学術講演会 
R03.09.02 

14 高速研磨装置における電界ス

ラリー制御技術の適用 
神津美和，宮下忠一，越

後谷正見，久住孝幸，赤

上陽一 

2021 年度砥粒加工学会

学術講演会 
R03.09.02 

15 電界砥粒制御技術を適用した

高効率ラッピング技術の研磨

特性 

池田洋，遠藤大輔，久住

孝幸，赤上陽一 
2021 年度砥粒加工学会

学術講演会 
R03.09.02 

16 CoPt 垂直磁化膜における表面

プラズモン共鳴と極 Kerr 効果 
山根治起，梁瀬智，安川

雪子，小林政信 
第 45 回日本磁気学会学

術講演会, 02pB-13 
(2021) 

R03.09.02 

17 短炭素繊維含有アルミニウム

焼結体の熱伝導特性における

圧延・焼鈍条件の影響 

福地孝平，大口健一，黒

沢憲吾 
日本機械学会 2021 年度

年次大会 
R03.09.08 

18 複合材料型銅線試験片による 
Cu3Sn の繰返し変形特性評価 

大口健一，福地孝平，黒

沢憲吾，古澤彰男 
日本機械学会 2021 年度

年次大会 
R03.09.08 

19 Cu3Sn による次世代パワー半

導体実装時の熱変形解析 
高山志啓，大口健一，福

地孝平，黒沢憲吾 
日本機械学会 2021 年度

年次大会 
R03.09.08 

20 木口欠陥部分を排除した自動

丸太径計測技術の開発 
伊藤亮，小笠原雄二，佐

藤勝，佐藤良 
第 39 回 日本ロボット学

会学術講演会(RSJ2021) 
R03.09.09 

21 磁性層CoPt成膜時の投入電力

変化による CoPt 薄膜の磁気特

性変化 

澤畑有輝，山根治起，小

林政信 
2021 年秋期日本金属学

会講演大会, P125 
R03.09.15 

22 ZnO 薄膜への Zn 添加による

酸素欠損の影響 
小林泰河，山根治起，小

林政信 
2021 年秋期日本金属学

会講演大会, P127 
R03.09.15 

23 光変調散乱素子における信号

強度の散乱体抵抗率依存性 
黒澤孝裕 2021 年電子情報通信学

会ソサイエティ大会 B-
4-17 

R03.09.17 

24 電界撹拌技術を適用した自動

迅速免疫染色法の開発（第二

報） 

大久保義真，中村竜太，

久住孝幸，赤上陽一 
2021 年度精密工学会秋

季大会学術講演会 
R03.09.21 

～27 

25 病理診断のための薄切片厚さ

の高精度化法の検討 
北村峻祐，丸山祐，中西

将也，中川佑貴，南條

博，赤上陽一，中村竜

太、久住孝幸，吉野雅彦 

2021 年度精密工学会秋

季大会学術講演会 
R03.09.21 

～27 

26 光変調散乱素子を用いた高周

波電界計測システムの FDTD 
法による性能評価 

黒澤孝裕 2021 年 10 月 電子情報

通信学会環境電磁工学研

究会 EMCJ2021-34 

R03.10.07 

27 秋田県における CFRP 普及活

動について 
藤嶋基 令和 3 年度産業技術連携

推進会議東北地域部会秋

季物質・材料・デザイン

分科会 

R03.10.14 

28 「ディーゼルエンジン発電機

でのアンモニア混合燃焼につ

いて」 

遠田幸生 令和 3 年度産技連 東北

地域部会秋季 資源・環

境・エネルギー分科会 

R03.10.20 
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No. テーマ 発表者 発表会名 年月日 

29 Preparation of Iron Sulfide Films 

by PLD Techniques 
Aimi Harima, Syunya 

Kaneko, Takao Komiyama, 

Yasunori Chonan, Koji 

Kotani, Hiroyuki 

Yamaguchi, Shigeru 

Yamauchi, Yasushi 

Sugawara, Takashi Sekine, 

Shigeaki Sugiyama 

The Ninth International 

Conference on Materials 

Engineering for Resources 

R03.10.22 

30 Thermoelectric Properties of 

Carbon Nanohorn Monoliths 
Ryu Obara, Yasunori 

Chonan, Takao Komiyama, 

Koji Kotani, Hiroyuki 

Yamaguchi, Shigeru 

Yamauchi, Yasushi 

Sugawara, Takashi Sekine, 

Shigeaki Sugiyama and 

Yuichi Momoi 

The Ninth International 

Conference on Materials 

Engineering for Resources 

R03.10.22 

31 オートエンコーダーを活用し

た AI 開発の効率化 
伊藤亮 令和 3 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 

R03.10.26 

32 ガラスの研磨加工 久住孝幸 ニューガラス大学院 R03.10.28 

33 淡水二枚貝タテボシガイの異

なる温度・餌料濃度条件にお

ける藍藻資化速度の定量 

菅原巧太朗，佐々木勇

太，岡野邦宏，遠田幸

生，渡邊美穂，宮田直幸 

日本水処理生物学会第 
57 回大会 

R03.10.30 

34 純アルミニウム及び純銅と各

種酸化物の高温下での接触保

持による接合挙動 

柳沢柊希，後藤育壮，肖

英紀，黒沢憲吾 

日本鋳造工学会第 178
回全国講演大会 

R03.11.07 

35 窒化アルミニウム基板を鋳ぐ

るんだ純アルミニウム鋳物の

熱サイクルによる特性変化 

土田菜摘，後藤育壮，肖

英紀，大山礼，黒沢憲

吾，小林幸司，小山内英

世 

日本鋳造工学会第 178
回全国講演大会 

R03.11.07 

36 AlN セラミックスの機械的性

質の及ぼす SiC および WC 添

加の効果 

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 2021
年度秋季大会，4-7A， 
(2021) 

R03.11.09 
～11 

37 WC–Si3N4 硬質セラミックス

の機械的性質 
高橋晴暢，関根崇，杉山

重彰，仁野章弘 

粉体粉末冶金協会 2021
年度秋季大会，4-4A， 
(2021) 

R03.11.09 
～11 

38 W–Ti–Ta–Nb–C ハイエントロ

ピー硬質セラミックスの機械

的性質と微細組織に及ぼす Nb
量の効果 

佐藤洸輝，関根崇，杉山

重彰，仁野章弘 

粉体粉末冶金協会 2021
年度秋季大会，4-3A， 
(2021) 

R03.11.09 
～11 

39 産業技術センターの技術支援

事例と農工連携への可能性 
松倉和浩、大竹匡 令和 3 年度 産学官交流

プラザ 

R03.12.06 

40 The Study on the Potential of 
Hydrogen Production by 
Local Production and 
Consumption, and Utilization 
in Akita Prefecture 

M.Muraoka、Y.Enda Regional H2 Production 
and Use –  
Model Projects and Use 
Cases in Germany and 
Japan 

R03.12.08 
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No. テーマ 発表者 発表会名 年月日 

41 「秋田県の再生可能エネルギ

ーの現状と取り組みについて」 
遠田幸生 第 1 回あきたサスティナ

ブルプロジェクト WG
講演会 

〜秋田における液化水素

の可能性を考える〜 

R03.12.09 

42 AI・ロボットの研究と実例紹

介 
伊藤亮 製造業・サービス業部会

令和 3 年第 2 回定例会 

R03.12.10 

43 磁性層 CoPt 成膜時の投入電

力変化による CoPt 薄膜の磁

気特性変化 

澤畑有輝，山根治起，小

林政信 
第 31回日本MRS年次大

会, E-P14-016 (2021) 

R03.12.14 

44 表面プラズモン FeSi/Au 系に

おける磁気光学応答の飛躍的

な向上 

伊藤雅晃，金子佳史，山

根治起，安川雪子 
第 31回日本MRS年次大

会, E-P14-018 (2021) 

R03.12.14 

45 Ag ナノ構造薄膜の熱処理加工

における下地層が与える光学

的特性への影響 

杉田優樹，山根治起，小

林政信 
第 31 回日本 MRS 年次

大会, E-P14-021 (2021) 

R03.12.14 

46 磁気光学カー効果と局在表面

プラズモン共鳴の相互作用に

よる新規機能性材料の開発 

朝原昌毅，山根治起，安

川雪子 
第 31回日本MRS年次大

会, E-P14-025 (2021) 

R03.12.14 

47 Zn 添加による ZnO 薄膜への

酸素欠損の影響 
小林泰河，山根治起，小

林政信 
第 31回日本MRS年次大

会, E-P14-043 (2021) 

R03.12.14 

48 深層学習を活用したデータ収

集システムの開発 -AI カメラ

を用いたアワビ認識に関する

検討 

綾田アデルジャン，松本

有記雄，萩原義裕 
情報処理学会第 84 回全

国大会 

R04.03.03 

49 デジタル関連部活に対する新

たな支援 
佐々木信也 経済産業省 第 3 回デジ

タル関連部活支援の在り

方に関する検討会 

R04.03.07 

50 病理診断試料の薄切における

切削力および薄切片厚さの検

討 

佐藤寛恭，北村峻祐，中

川佑貴，南條博，赤上陽

一，中村竜太，久住孝

幸，吉野雅彦 

2022 年度精密工学会春

季大会学術講演会 

R04.03.15 

51 秋田県産業技術センターにお

ける金属積層造形に関する取

り組み 

黒沢憲吾 日本鋳造工学会第 29 回

東北支部 YFE 大会 

R04.03.18 

52 ストリーミングレイテンシの

簡易測定方法の検討 
綾田アデルジャン，佐々

木大三，丹健二 
令和 4 年電気学会全国大

会 

R04.03.21 

53 長時間熱処理による Ag ナノ構

造薄膜の表面状態と光学的特

性への影響 

杉田優樹，山根治起，小

林政信 
2022 年春期日本金属学

会講演大会, P8 

R04.03.22 

54 ZnO 薄膜への金属元素添加に

よる光学的・電気的特性の改善 
小林泰河，山根治起，小

林政信 
2022 年春期日本金属学

会講演大会, P47 

R04.03.22 

55 CoPt 垂直磁化膜における表面

プラズモン共鳴と極 Kerr 効果 
山根治起，梁瀬智，長谷

川崇，安川雪子，小林政

信 

2022 年応用物理学会春

季 学 術 講 演 会 , 23p-
E303-8 

R04.03.23 

56 青年海外協力隊から研究員へ 

秋田⇒モザンビーク⇒秋田 
野辺理恵 センパイに聞くキャリア

開拓 

R04.03.26 
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２－４ 各種表彰 

No. テーマ 受賞者 表彰名 年月 

1 東北職業能力開発協議会 
業種 プラスチック成形 
作業 射出成形 

工藤 素 表彰 R03.06.24 

2 東北職業能力開発協議会 
業種 工場板金 
作業 機械板金、数値制御タ

ブレットパンチプレス板金 

加藤 勝 表彰 R03.06.24 

3 東北職業能力開発協議会 
業種 金属熱処理 
作業 一般熱処理作業、浸

炭・浸炭窒化・窒化処理作業 
業種 ダイカスト 
作業 コールドチャンバダイ

カスト作業 

内田 富士夫 表彰 R03.06.24 

4 窒化アルミニウム基板を鋳ぐ

るんだ純アルミニウム鋳物の

熱サイクルによる特性変化 

土田菜摘，後藤育壮，肖英

紀，大山礼，黒沢憲吾，小

林幸司，小山内英世 

学生優秀講演者賞 R03.11.07 

5 アルミニウム基 2 元系合金溶

湯による鉄の溶損における金

属間化合物層の溶出メカニズ

ム 

後藤育壮，白井康太，大山

礼，黒沢憲吾 
日本鋳造工学会論文賞 
 

R04.03.11 

 

２－５ 一般公開 

コロナウィルス感染症（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 サイエンスフェスティバル I 
秋田市自然科学学

習館 
秋田拠点センタ

ーアルヴェ 
R03.07.10 

2 THE KAGAKU 
秋田市自然科学学

習館 
秋田県産業技術

センター 
R03.08.05 

3 
食品製造業・縫製業向け ICT/IoT 活用

セミナー 
いわて産業振興セ

ンター 
いわて県民情報

交流センター 
R03.08.06 

4 残留応力測定セミナー 
秋田県産業技術セ

ンター 
秋田県産業技術

センター 
R03.08.24 

5 「女性の街づくり」マーケティング 
大学コンソーシア

ムあきた 
カレッジプラザ 

R03.10.20 
R03.12.08 

6 秋田 ICT フェア 2021 

秋田デジタルイノ

ベーション推進コ

ンソーシアム、秋

田県 

秋田拠点センタ

ーアルヴェ 
R03.11.28 

～29 

7 
とうほく・北海道 新技術・新工法展

示商談会 

とうほく自動車産

業集積連携会議、

北海道自動車産業

集積促進協議会 

オンライン 
R04.01.11 

～02.28 
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No. 名 称 主催者 場 所 年月日 

8 
MEMS センシング＆ネットワークシ

ステム展 

（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、JTB コミュ

ニケーションデザ

イン 

東京ビッグサイ

ト, 東ホール, 小
間 2A-02-05 

R04.01.26 
～28 

9 
東北経済産業局 デジタルエンジニア

人材育成に関するセミナー 
東北経済産業局 オンライン R04.03.02 

10 
つながる工場テストベッド事業 報告

会 
青森県産業技術セ

ンター 
ト ヨ タ 自 動 車

（株）本館ホール 
R04.03.18 

 

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・タイトル 

1 R03.04 

秋田大学大学

院 理工学研究

科 2022 
材料理工学コース 

2 R03.04.07 
毎日新聞電子

版 
酒造りにスマホ活用 新システムで温度監視／秋田 

3 R03.04.08 
SANKEI Biz
電子版 

IoT で日本酒造りサポート 秋田、杜氏の負担軽減や次世代

育成に 

4 R03.04.15 秋田さきがけ 電動化研究センターの試験施設 入札不調で開設延期 

5 R03.06.16 秋田さきがけ 知事「高賃金の雇用創出」 

6 R03.06.25 秋田さきがけ 大仙に事業所開設へ コールセンター業・エスプール 

7 R03.06.25 日本経済新聞 セルスペクトの検査キット ワクチン接種効果一目で 

8 R03.06.26 日本経済新聞 
酒造り最後まで凡事徹底 秋田酒類製造・御所野蔵杜氏 

加藤均氏に聞く 

9 R03.06.26 秋田さきがけ 千代田興業が新工場 

10 R03.06.27 秋田さきがけ 
アスターEV 用新型モーター開発 性能お墨付き、8 月量産

へ 

11 R03.07.01 秋田さきがけ 第 2 期県新エネ産業戦略 10 月めどに改訂版素案 

12 R03.07.08 日本経済新聞 
高級腕時計の海外販売加速 東南アジア富裕層にも的 協

和精工、EC や SNS 活用 

13 R03.07.10 AKT 
LiveNews あきた 体験コーナーがずらり！夏祭りイベン

ト開催 秋田市 

14 R03.07.15 日刊工業新聞 
第 51 回機械工業デザイン賞 IDEA 審査委員会特別賞 産

業用マルチコプター 東光レスキュードローン「TSV-
RQ1」 

15 R03.07.16 日刊工業新聞 第 51 位回機械工業デザイン賞 IDEA 喜びの声 

16 R03.07.26 日刊工業新聞 
Kamogawa、ダイヤ電着工具の⺟材バインダーに SiC 摩

耗後の再電着可能 

17 R03.07.29 秋田さきがけ TDK 売上高 4201 億円四半期ベース過去最高 

18 R03.08.03 秋田さきがけ 
東電化工業、工場拡大へ 

ショウワ、秋田市に事務所 

19 R03.08.03 日本経済新聞 兵庫のショウワ、秋田に開発拠点 
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No. 掲載年月日 掲載紙名等 掲載見出し・タイトル 

20 R03.08.06 秋田さきがけ 
ハウス農業 CO2削減へ 大仙で実証事業 アンモニア燃料

のタービン活用 トヨタ子会社 大仙で実証事業 

21 R03.08.11 秋田さきがけ 
東光鉄工（大館市）と東芝子会社 ドローン技術、共同開発

へ 

22 R03.08.17 秋田さきがけ 
アルファシステム（秋田市）開発へ＿フレイル健診、AI が
判定 

23 R03.08.25 秋田さきがけ 地域活性化へ初の助成金 東光虻川ものつくり財団 

24 R03.08.26 秋田さきがけ 

湯沢産人工ダイヤ宇宙空間で実験へ 
湯沢産人工ダイヤ宇宙へ 究極の半導体大型化に成功 

風力脱電団体協力会員数が急増 

25 R03.08.27 秋田さきがけ 県内に風車部品供給網 洋上用、TDK と連携 

26 R03.08.28 秋田さきがけ 洋上風力サプライチェーン構築 TDK「部品供給取り組む」 

27 R03.09.03 秋田さきがけ 
需要見越し大型部品生産「大東精機」 

商品開発担い再稼働へ「秋田ホーセ」 

28 R03.09.05 
朝日新聞デジ

タル 
「つながる工場」青森でも普及めざす 北東北連携で研究 

29 R03.09.07 秋田さきがけ 
インスペック純利益 1 千万 

エネルギー講座開講 来春、県内外 3 社と連携 

30 R03.09.10 
NHK 秋田 
NEWS WEB 

“秋田の健康寿命延ばすビジネス” アイデア募集でコンテ

スト 

31 R03.09.23 秋田さきがけ 新秋田元気創造プラン骨子案 県民の賃金向上 柱に 

32 
2021 年 10月 
号 

月間事業構想 
デジタル庁創設で進む⺠間 DX、秋田県特集 日本一の再生
可能エネルギー供給県へ 

33 R03.10.26 秋田さきがけ 新ビジネス切り開く「見える化」で品質向上 

34 R03.11.13 秋田さきがけ DOWA 過去最高益＿9 月期決算＿金属価格上昇も追い風 

35 R03.11.19 日本経済新聞 TDK、稼ぎ頭は小型電池 

36 R03.11.22 AKT 
装置の性能など体感 ドローン開発効率化に向け研修会 

秋田・大館市 

37 R03.11.23 秋田さきがけ 
山本精機、潟上に本社 航空機用原動機製造 来秋にも東

京から移転 

38 R03.11.30 日刊工業新聞 
技術支援 コロナ後を見据えて 業態転換・新分野開拓ニ

ーズ対応 東北 6 県公設試の動き 

39 R03.12.01 秋田さきがけ 
自社工場にかほに開設 「iPOSH」製造・販売 ローカルパ

ワー（秋田市） 

40 R03.12.04 日本経済新聞 東北の若者就労 秋田増加率 54％でトップ 

41 R03.12.09 日本経済新聞 手指洗浄剤の新工場＿ローカルパワー秋田県にかほ市に 

42 R03.12.20 秋田さきがけ EV 製品増産へ工場増強 

43 R03.12.24 
日本経済新聞

電子版 
要介護者の排せつ感知 秋田の官民がシステム開発 

44 R03.12.25 日本経済新聞 要介護者の排尿 感知 秋田テクノデザインなど 

45 R03.12.28 AKT 
空振りなしでおむつ交換…新たなシステムが介護職員を救

う！ 秋田 

46 R04.01.08 秋田さきがけ 排せつ、センサーで感知 介護のおむつ用に開発 
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No. 掲載年月日 掲載紙名等 掲載見出し・タイトル 

47 R04.03 

日本も元気に

する青年海外

協力隊 東北

編 

海外の人材確保が難しい地元企業のために経験と専門技術

を活かす 

48 R04.03.15 秋田さきがけ 秋田杉製玄関ドア開発 コシヤマ（能代市） 

49 R04.03.15 

Fujikura 
News（フジク

ラニュース

No.482） 

受電コイル一体ワイヤレスヒータの開発 
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３．所内見学 

３－１ 一般見学 

令和 3 年度計：37 名 

コロナウィルス感染症（COVID-19）感染予防のため、三密を避けて見学を実施した。県内・秋田市

内の感染状況を踏まえての実施であり、感染警戒レベルが高い場合は、中止した。 

 

３－２ 一般公開 

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

 



  


