
 

〔Ⅰ〕技術講習会・研修会 

（１）シンポジウム・フォーラム 

 

●「匠の技プロジェクト シンポジウム２０１６ キラリと光る兵庫の技」 

 
主催   兵庫県立大学高度生産加工技術研究センター「匠の技プロジェクト」 

後援   兵庫工業会、兵庫県立大学産学連携・研究推進機構 

開催日  平成２８年９月１２日（月） １４時～１７時 

場所   じばさんびる９０１会議室（姫路市南駅前町） 参加者数 １２１名 

内容   ◎特別講演 明珍宗裕氏（刀工）「私の歩んだ刀工への道」 

     ◎技術紹介 近藤高弘氏（株式会社岡田金属工業所 取締役） 

北谷武氏（佐和鍍金工業株式会社 品質技術マネージャー） 

菊地達也氏（伊福精密株式会社 営業部部長） 

藤本勝也氏（有限会社藤本技工 代表取締役社長） 

佐藤慎介氏（佐藤精機株式会社 代表取締役社長） 

西原豪男氏（日藤ポリゴン株式会社 代表取締役社長） 

 

●「匠の技プロジェクト フォーラム 先端技術に生きる匠の技」 

主催   兵庫県立大学高度生産加工技術研究センター「匠の技プロジェクト」 

後援   兵庫県、姫路市、兵庫工業会、兵庫県立大学産学連携・研究推進機構 

開催日  平成２９年３月１４日（火） １４時～１７時 

場所   姫路市市民会館中ホール（姫路市総社本町） 参加者数 ８６名 

内容   ◎講演Ⅰ 吉江徳夫氏（セイコーエプソン株式会社 ｳｴｱﾗﾌﾞﾙ機器事業部 W ｹｰｽ工房） 

         「『かたちづくり』と『磨き』にこだわり３５年」 

     ◎講演Ⅱ 菖蒲田清孝氏（マツダ株式会社 取締役専務執行役員） 

         「マツダのブランド戦略とモノ造り革新について」 

     ◎成果報告Ⅰ 奥田孝一（「匠の技プロジェクト」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 兵庫県立大学教授） 

           「匠の技プロジェクト～これまでの取り組みと今後の展開～」 

     ◎成果報告Ⅱ 鳥塚史郎（「匠の技プロジェクト」副ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 兵庫県立大学教授） 

           「鏡面研磨技術のデジタル化」 

            布引雅之（兵庫県立大学准教授）「きさげ技術のデジタル化」 

兵庫県立大学大学院工学研究科 高度生産加工技術研究センター 

「匠の技プロジェクト」 
～熟練工の技を取り入れた産官学連携ものづくり人材の育成～  
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講演Ⅰ 
吉江徳夫氏（セイコーエプソン株式会社） 

講演Ⅱ 
菖蒲田清孝氏（マツダ株式会社） 

開会挨拶 
太田勲 
（兵庫県立大学理事兼副学長） 

司会：井上尚三（兵庫県立大学教授） 

成果報告Ⅰ 
奥田孝一（兵庫県立大学教授） 

成果報告Ⅱ 
鳥塚史郎（兵庫県立大学教授） 

成果報告Ⅱ 
布引雅之（兵庫県立大学准教授） 

閉会挨拶 
川月喜弘（兵庫県立大学工学研究科長） 



 

（２）技術講習会 

 

●鏡面評価講習会～ZYGO 操作法講習会～（全２回） 

主催  兵庫県立大学高度生産加工技術研究センター「匠の技プロジェクト」 

第１回 平成２８年７月２８日（木） 基礎解析法 

第２回 平成２９年２月２７日（月） 応用解析法   

※いずれも時間は１０時～１６時 

場所  兵庫県立大学 姫路工学キャンパス（姫路市書写） 

講師  岡田圭佑氏（キャノンマーケティングジャパン株式会社 

ZYGO FE 課） 

参加者数 のべ２１名 

 

●鏡面作製講習会（全６回） 

主催  兵庫県立大学高度生産加工技術研究センター「匠の技プロジェクト」 

第１回 平成２８年９月１３日（火） 対象材料：炭素鋼・ステンレス鋼 

第２回 平成２８年１０月１８日（火）対象材料：チタン 

第３回 平成２８年１１月１０日（木）対象材料：アルミニウム 

第４回 平成２８年１２月１４日（水）対象材料：マグネシウム 

第５回 平成２９年１月２５日（水） 対象材料：銅・ステンレス 

第６回 平成２９年３月２日（木）  自動研磨     

※いずれも時間は１０時～１７時 

場所  兵庫県立大学 姫路工学キャンパス（姫路市書写） 

講師  畠山進一氏（株式会社サブテック 顧問） 

参加者数 のべ４２名 

 

●夜間大学講座～金属材料学入門～（全８回） 

主催 兵庫県立大学高度生産加工技術研究センター「匠の技プロジェクト」 

共催 兵庫県立大学工学研究科ナノ・マイクロ構造科学研究センター 

   東北大学金属材料研究所附属産学官広域連携センター 

兵庫県立大学工学研究科先端医工学研究センター  

後援 姫路市 

第１回 平成２８年１０月７日（金） 

今野豊彦氏(東北大学金属材料研究所教授）「日本のものづくりと金属材料学」 

    山﨑徹(兵庫県立大学工学研究科教授）「金属材料の構造と強化機

構」 

第２回 平成２８年１０月１４日（金） 

    鳥塚史郎(兵庫県立大学工学研究科教授）「鐵と鋼（その１）」 

第３回 平成２８年１０月２１日（金） 

土田紀之(兵庫県立大学工学研究科准教授）「鐵と鋼（その２）」 

第４回 平成２８年１０月２８日（金） 

千星聡氏(東北大学金属材料研究所准教授）「銅と銅合金」 

第５回 平成２８年１１月４日（金） 

正橋直哉氏(東北大学金属材料研究所教授）「チタンとチタン合金」 



第６回 平成２８年１１月１１日（金） 

足立大樹(兵庫県立大学工学研究科准教授）「アルミニウムとアルミニウム合金」 

第７回 平成２８年１１月１８日（金） 

原田泰典(兵庫県立大学工学研究科教授）「金属の塑性加工」 

第８回 平成２８年１１月２５日（金） 

山﨑徹(兵庫県立大学工学研究科教授）「先端材料」 

※いずれも時間は、１８時３０分～２０時 

場所 兵庫県立大学姫路駅前サテライト・姫路ターミナルスクエアビル２階会議室（姫路市西駅前町） 

参加者数 のべ１６９名 

 

●公開講座「基礎からの金属材料～ものづくり基礎講座第 47回技術セミナー～」 

主催 東北大学金属材料研究所附属産学官広域連携センター 

   兵庫県立大学工学研究科ナノ・マイクロ構造科学研究センター 

共催 兵庫県立大学高度生産加工技術研究センター「匠の技プロジェクト」 

   兵庫県立工業技術センター 

後援 財団法人大阪産業振興機構 

開催日 平成２８年９月２０日（火） １４時～１７時 

場所  兵庫県立工業技術センター・セミナー室（神戸市須磨区行平町） 

参加者数 ３３名 

講義 鳥塚史郎(兵庫県立大学工学研究科教授）「しなやかで強い鉄鋼材料

の開発～鉄鋼材料の高強度、高靱・延性化の動向～」 

   森本敬治氏（株式会社中山アモルファス）「中山製鋼所のオンリーワン技術」 

   内田仁氏（兵庫県立但馬技術大学校校長）「腐食防食の基礎」 

   熊井隆氏（吉川工業株式会社 表面処理事業部）「金属材料への溶射適用事例」 

 

●公開講座「金属ガラスに関する公開講座～ものづくり基礎講座第 48回技術セミナー～」 

主催 東北大学金属材料研究所附属産学官広域連携センター 

   兵庫県立大学工学研究科ナノ・マイクロ構造科学研究センター 

共催 日本材料学会金属ガラス部門委員会 

兵庫県立大学高度生産加工技術研究センター「匠の技プロジェクト」 

   兵庫県立工業技術センター 

後援 財団法人大阪産業振興機構 

   粉体粉末冶金協会金属ガラス・ナノ金属結晶材料委員会 

開催日 平成２９年３月３日（金） １３時２０分～１７時５０分 

場所  兵庫県立工業技術センター・セミナー室（神戸市須磨区行平町） 

参加者数 ２７名（実習１２名） 

内容  

（第１部 講義・講演） 

藤田和孝氏（宇部工業高等専門学校教授）「金属ガラスを使う上で必要となる代表的機械的性質について」 

真壁昌宏氏（真壁技研株式会社）「高圧ガスアトマイズ法による急速凝固粉末の展開」 

（第２部 実習内容説明・実習） 

網谷健児氏(東北大学金属材料研究所特任准教授）「金属ガラス・アモルファス合金の作製と加工」 

実習「金属ガラス・アモルファス合金のリボン・棒材の作製と観察」（身近なもので始める組織観察） 

 



 

（３）技術研修会 

 

●基礎からの機械加工研修会（全２回） 

主催 兵庫県立大学高度生産加工技術研究センター「匠の技プロジェクト」 

後援 姫路市、兵庫工業会  

場所 じばさんびる（姫路市南駅前町） 

第 1 回 平成２８年１０月２５日（火） １０時～１７時（切削加工技術）   

講師  奥田孝一（兵庫県立大学工学研究科教授） 

参加者数 ２６名 

第２回 平成２９年１月１７日（火） １０時～１７時（砥粒加工技術）  

講師  大橋一仁氏（岡山大学大学院自然科学研究科教授） 

参加者数 ３１名 

 

●放射光利用精密加工研修会（全２回） 

主催 兵庫県立大学高度生産加工技術研究センター「匠の技プロジェクト」、姫路市 

後援 兵庫工業会 

連携 相生市、加古川市、赤穂市、高砂市、加西市、宍粟市、たつの市、市川町、福崎町、神河町、上

郡町、作用町 

第 1 回 平成２８年１２月８日（木） １３時１０分～１７時（座学） 

場所 じばさんびる（姫路市南駅前町） 

内海裕一（兵庫県立大学高度産業科学技術研究所 ＬＩＧＡプロセス研究開発センター長） 

「ＬＩＧＡの概要」 

岡田育夫氏（名古屋大学客員研究員）「Ｘ線リソグラフィー技術」 

櫻井久次郎氏（有限会社サンエイモールド 代表取締役）「特別講演（射出成形）」 

山下健治氏（佐和鍍金工業株式会社 兵庫県立大学客員研究員）「電鋳技術」 

参加者数 １９名 

第２回 平成２８年１２月１５日（木） １３時１０分～１７時（実習） 

場所 ニュースバル放射光施設（赤穂郡上郡町光都） 

（放射光ビームラインの概要・操作方法・微細パタン形成と電鋳・形状観察と評価） 

内海裕一（兵庫県立大学高度産業科学技術研究所 ＬＩＧＡプロセス研究開発センター長） 

山口明啓（兵庫県立大学高度産業科学技術研究所 ＬＩＧＡプロセス研究開発副センター長） 

山下健治氏（佐和鍍金工業株式会社 兵庫県立大学客員研究員） 

参加者数 ９名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔Ⅱ〕企業見学会（インターンシップ）全５回 

第１回 平成２８年１０月１７日（月） 株式会社岡田金属工業所（三木市） 参加人数１８名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回 平成２８年１０月２４日（月） ミツ精機株式会社（淡路市） 参加人数１６名 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回 平成２８年１１月３０日（水） 古野電気株式会社・三木工場（三木市） 参加人数１６名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４回 平成２８年１２月２０日（火） マツダ株式会社（広島県） 参加人数２１名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５回 平成２９年１月２０日（金） 川崎重工業株式会社・坂出工場（香川県） 参加人数５２名 



〔Ⅲ〕熟練工の技のデジタル化 

 

きさげ作業デジタル化 

① 協同企業：日藤ポリゴン株式会社（兵庫県多可郡多可町） 

② 委託業務契約締結：平成 28 年 11 月 7 日～平成 29 年 3 月 31 日 

③ 測定機器の整備 

・【きさげ作業デジタル化装置】の設計：兵庫県立大学「匠の技プロジェクト」 

・【きさげ作業デジタル化装置】の製作：日藤ポリゴン株式会社（完成：平成 28 年 

12 月 15 日） 

④きさげ作業デジタル化装置による「きさげ試験作業」の実施：平成 28 年 12 月 22 日 

・圧力センサー【小型 3 軸力覚センサー】（テック技販）3 台使用テスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤きさげ作業デジタル化装置による「きさげ加工作業」の実施：平成 29 年 3 月 23 日 

・計測装置、計測方法の確立、日藤ポリゴンによる測定・記録の実施 

・来期に予定される「きさげ加工作業者 3 人（匠、準匠、素人）」による「経過観察・データ」

測定のための準備・条件設定を行った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※日藤ポリゴン株式会社 HP http://www.nittopolygon.com/concept.html に 

「兵庫県立大学様と匠の技プロジェクトの共同研究の実施」掲載 

 

http://www.nittopolygon.com/concept.html


バフ研磨デジタル化 

① 協同企業：株式会社松一（長野県諏訪市） 

② 委託業務契約書締結：平成 28 年 12 月１日～平成 29 年 3 月 31 日 

③ 測定装置の整備 

・【バフ研磨デジタル化装置】の設計・製作：兵庫県立大学匠の技プロジェクト 

 （完成：平成 29 年 3 月 1 日） 

・圧力センサー【小型 3 軸力覚センサー】（テック技販）2 台、／回転トルクメーター（ユニパル

ス）1 台使用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器の整備 

  ・モーションキャプチャーカメラ OptiTrack Prime 13  3 台 

  ・自動研磨装置 Ecomet250Pro/Automet250 (Buehler 社) 1 台 

  ・振動研磨装置 Vibromet12 (Buehler 社) 1 台 

・デジタルマイクロスコープ VHX5000（キーエンス）1 台 

 

 

 

 


