
 

〔Ⅰ〕技術講習会・研修会 

 

（１）フォーラム 

 

●「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、姫路経営者協会、兵庫県立大学産学連携・研究推進機構 

開催日 平成３０年１月２９日（月） １４時～１７時 

場所  姫路商工会議所５０１ホール（姫路市下寺町）   

プログラム 

◆開会挨拶  太田勲（兵庫県立大学学長） 

◆特別講演Ⅰ 田中克敏氏（東芝機械株式会社 ナノ加工システム事業部 技術顧問） 

「超精密加工機を支える技能と技能者の育成～きさげ作業とその効果～」 

◆特別講演Ⅱ 小澤重雄氏（株式会社ＩＨＩ 相生事業所 事業所長） 

「船づくりからスタートした技術の系譜～船づくりからスタートした技術は、船に搭載する機

械づくりから各種産業用の機械設備、プラントの製造や社会インフラの建設へと発展～」 

匠宏之氏（株式会社ディーゼルユナイテッド 製造部部長） 

「巨大ディーゼルエンジンの燃焼室で何が起こっているのか～シリンダー表面加工技術から

稼働状態モニタリングシステムまで～」 

◆成果報告Ⅰ 奥田孝一（「匠の技プロジェクト」プロジェクトリーダー 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 布引雅之（兵庫県立大学准教授）「きさげ技術のデジタル化」 

       松澤正明氏（株式会社松一 代表取締役）「鏡面研磨技術のデジタル化」 

◆閉会挨拶  山﨑徹（兵庫県立大学副学長兼産学連携・研究推進機構長） 

参加者数 １１２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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～  

平成２９年度 事業内容 
 

 



 

 

（２）技術講習会 

 

●鏡面評価講習会（全３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」 

場所  兵庫県立大学 姫路工学キャンパス（姫路市書写） 

◆第１回「基礎から学ぶ光学顕微鏡操作法」 

開催日 平成２９年１０月１６日（月） １０時～１５時３０分  

講師  舛田昭一氏（元ライカマイクロシステムズ株式会社） 

参加者数 １４名 

◆第２回「ＺＹＧＯ操作法講習会」 

開催日 平成２９年１２月８日(金) １０時～１７時  

講師  佐藤慶一氏（キャノンマーケティングジャパン株式会社） 

参加者数 ８名 

◆第３回「デジタルマイクロスコープ操作法講習会」 

 開催日 平成２９年１２月１１日（月） １４時～１７時  

 講師  勝山佳英氏（株式会社キーエンス） 

 参加者数 ７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」 

場所  兵庫県立大学 姫路工学キャンパス（姫路市書写） 

時間  １０時～１７時 

◆第１回 平成２９年６月２３日（金）鉄（機械研磨） 

◆第２回 平成２９年７月２０日（木）チタン（機械研磨） 

◆第３回 平成２９年９月１４日（木）アルミニウム（機械研磨） 

◆第４回 平成２９年１０月１９日（木）銅・マグネシウム（機械研磨） 

講師（第１回～第４回） 畠山進一氏（株式会社サブテック 顧問） 

 参加者数 のべ３６名 

◆第５回 平成２９年１２月１日（金）総合Ⅰ（イオン研磨） 

 講師 阿部義充氏（ライカマイクロシステムズ株式会社） 

 参加者数 ８名 

◆第６回 平成２９年１２月４日（月）総合Ⅱ（バフ研磨） 

 講師 松澤正明氏（株式会社松一 代表取締役） 

参加者数 ６名 

 

 

 

 

 

  



 

●夜間大学講座～金属材料研究の新しい可能性～（全８回） 

主催 兵庫県立大学大学院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 兵庫県立大学大学院工学研究科ナノ・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 

兵庫県立大学大学院工学研究科先端医工学研究センター  

後援 姫路市 

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（姫路市西駅前町） 

時間 １８時３０分～２０時 

◆第１回 平成２９年９月１５日（金） 

     鳥塚史郎(兵庫県立大学大学院工学研究科教授）「鉄鋼材料１～しなやかで強い鉄鋼材料」 

◆第２回 平成２９年９月２２日（金） 

     土田紀之(兵庫県立大学大学院工学研究科准教授） 

「鉄鋼材料２～量子線を利用した変形挙動解析」 

◆第３回 平成２９年９月２９日（金） 

井上忠信氏(国立研究開発法人 物質・材料研究機構 塑性加工プロセスグループリーダー） 

「高付加価値素材創出に向けた塑性加工の活用」 

◆第４回 平成２９年１０月６日（金） 

三浦永理(兵庫県立大学大学院工学研究科准教授）「生体材料」 

◆第５回 平成２９年１０月１３日（金） 

足立大樹(兵庫県立大学大学院工学研究科准教授） 

「アルミニウムとアルミニウム合金」 

◆第６回 平成２９年１０月２０日（金） 

八重真治(兵庫県立大学大学院工学研究科教授） 

「都市鉱山からの貴金属リサイクルの概要と新規技術」 

◆第７回 平成２９年１０月２７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８回 平成２９年１１月１０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」 

参加者数 のべ１８６名 

 

●講演会「アルミニウム～材料開発の歴史と将来～」 

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」 

場所  兵庫県立大学 姫路工学キャンパス（姫路市書写） 

開催日 平成２９年１２月１３日（水） １５時～１６時３０分 

講師  田中宏樹氏 

（株式会社ＵＡＣＪ技術開発研究所 材料基盤研究室長） 

参加者数 １１６名 

 

 

 



 

●公開講座「基礎からの金属材料～ものづくり基礎講座第５２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 公益財団法人大阪産業振興機構 

開催日 平成２９年１０月１２日（木） １３時～１７時１０分 

場所  兵庫県立工業技術センター（神戸市須磨区行平町） 

（講義）   

尾藤輝夫氏(秋田県立大学システム科学技術学部教授）「磁性材料の基礎」 

浦田顕理氏（株式会社トーキン 材料研究開発本部マネージャー）「磁性材料の開発とデバイスへの応用」 

福室直樹（兵庫県立大学大学院工学研究科准教授）「めっきの基礎と物性制御のための構造解析」 

北谷武氏（佐和鍍金工業株式会社 品質技術マネージャー）「会社概要と表面処理事例」 

参加者数 ３５名 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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５４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 

   粉体粉末冶金協会金属ガラス・ナノ金属結晶材料委員会 

後援 公益財団法人大阪産業振興機構 

開催日 平成３０年３月１日（木） １３時２０分～１７時 

場所  兵庫県立工業技術センター（神戸市須磨区行平町） 

（第１部 講義・講演） 

網谷健児(東北大学金属材料研究所附属産学官広域連携センター） 

「金属ガラスの作製と応用」 

塩田重雄氏（株式会社牛越製作所）「Pt 基金属ガラスの装飾品への応用」 

山本章裕（兵庫県立工業技術センター）「金属材料試験について」 

（第２部 実習） 

山口篤・青木俊憲(兵庫県立工業技術センター）「硬さ試験」実習 

参加者数 ２４名（実習８名） 

 

  



 

（２）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２９年７月２８日（金）１０時～１７時（切削加工技術）   

講師  奥田孝一（兵庫県立大学大学院工学研究科教授） 

参加者数 ３５名 

◆第２回 平成２９年１０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 ３８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、佐用町 

場所 イーグレひめじ（姫路市本町） 

◆第 1 回（講義～X 線量産技術とナノ計測～）  

平成２９年１２月１日（金） １０時～１６時 

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」 

生津資大氏（愛知工業大学教授）基調講演「ナノスケール力学実験技術」 

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」 

伴喜全氏（プラクリエイト株式会社 代表取締役）「射出成形技術」 

参加者数 ３１名 

◆第２回（講義及び研究紹介～微細加工技術とバイオ・メディカル応用～）  

平成３０年３月２８日（水） １０時～１７時  

※第２回は、一般社団法人電気学会との共催 

 山口明啓（兵庫県立大学准教授）「SERSを用いた分子センシング・プラットフォームの創製」 

當麻真奈氏（関西学院大学助教）「ボトムアッププロセスを活用したプラズモニックバイオセンサの開発」 

 池田翔太（兵庫県立大学）【研究紹介】「GCIB照射による低温・低損傷表面活性化接合の検討」 

竹内雅耶（兵庫県立大学）【研究紹介】「NewSUBARUにおける汎用 X線微細加工ビームライン（BL11）」 

田中陽氏（理化学研究所ユニットリーダー) 「ユーザーフレンドリーな細胞パターニング法と細胞解析への展開」 

山本英明氏(東北大学助教) ｢微細加工表面を用いた神経回路機能の in vitro再構成｣ 

 小林未明氏（奈良先端科学技術大学院大学助教）「低温大気圧プラズマ照射による細胞内遺伝子発現の変化」 

 瀬木利夫氏（京都大学講師）「新しいプローブイオンを用いた SIMSによる有機材料分析」 

 田中厚嗣（兵庫県立大学）【研究紹介】「水クラスターイオンビーム照射による有機分子の脱離イオン化」 

 杉山宗弘氏（東京女子医科大学八千代医療センター診療科長）「医療機器審査における臨床的視点の重要性」 

参加者数 ３０名 



〔Ⅱ〕インターンシップ 

 

●日藤ポリゴン株式会社（兵庫県多可郡多可町） 

 ６月２３日（金）、８月８日（火）、９月１２日（火）の３日間 

◎きさげ作業の実習を通して匠の技を体験。併せて、きさげ作業の

デジタル化に関するデータを取得。 

◎参加者 B４学生３名 

 

●グローリー株式会社（姫路市） 

 ８月２１日（月）～９月１日（金） 土日を除く１０日間 

◎自動化・ロボット化に関する技術を体験。 

◎参加者 M1 学生 2 名 

 

●川崎重工業株式会社（明石工場・西神工場） 

 ８月２８日（月）～９月８日（金） 土日を除く１０日間 

◎産業用ガスタービン製造技術を体験。 

◎参加者 M1 学生１名 

 

●佐藤精機株式会社（姫路市・たつのテクニカルセンター） 

 ９月１１日（月）～１５日（金） ５日間 

◎高度な機械加工技術を体験。 

◎参加者 M１学生１名、B４学生 1 名 合計２名 

◎インターンシップを契機に設計・製作したコマを使用して、学生２

チームが「全日本製造業コマ大戦・姫路特別場所」（11 月 17 日、企

業・大学・学生マッチング in HIMEJI2017）に参加。それぞれ準優

勝、審査員特別賞を受賞（参加団体１２チーム）。 

 

●株式会社神戸工業試験場（加古郡播磨町） 

 ９月２１日（木）・２２日（金） ２日間 

◎高度な試験片加工技術等を体験。 

◎参加者 M1 学生１名 

 

●株式会社松一（長野県諏訪市、実習場所：姫路工学キャンパス「匠の技工房」） 

 ９月２５日（月）～２９日（金） ５日間 

◎バフ研磨作業の実習を通して匠の技を体験。併せて、バフ研磨作

業のデジタル化に関するデータ取得を実施。 

◎参加者：M1 学生１名、B４学生３名 合計４名 

 

以上、 

会社数：６社 

参加学生数：のべ 13 名 

 

 



〔Ⅲ〕熟練工の技のデジタル化 

 

●きさげ作業デジタル化 

◎協同企業：日藤ポリゴン株式会社（兵庫県多可郡多可町） 

◎委託業務契約締結：平成２９年６月１９日～平成３０年３月３１日 

◎きさげ作業デジタル化装置による３分力測定の実施 

 測定は６月２３日、８月８日、９月１２日の３日間実施。 

 各回ともに、熟練者・経験者４～５名、素人４名のデータを取得。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●バフ研磨作業のデジタル化 

◎協同企業：株式会社松一（長野県諏訪市） 

◎委託業務契約書締結：平成２９年９月１１日～平成３０年３月３１日 

◎バフ研磨作業デジタル化装置による３分力測定の実施 

 測定は９月２５日～９月２９日の５日間実施。 

 熟練者１名、経験者１名、素人４名のデータを取得。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔Ⅳ〕関連事項 

１．受託研究 

１件 

 

２．展示会等 

※「匠の技プロジェクト」ポスター及び「きさげ・バフ研磨」のサンプル等を展示 

 

●イノベーション・ジャパン 2017（於：東京ビッグサイト） 

◎平成２９年８月３１日（木）～９月１日（金） 

 

●国際フロンティア産業メッセ 2017（於：神戸国際展示場） 

◎平成２９年９月７日（木）～８日（金） 

 

●兵庫県立大学知の交流シンポジウム 2017（於：神戸商工会議所会館） 

◎平成２９年９月１９日（火） 

 

●夢但馬産業フェア 2017（於：豊岡市総合体育館） 

◎平成２９年９月２２日（金）～２３日（土） 

 

●NEDO フォーラム 2017 in 兵庫（於：神戸商工会議所会館） 

◎平成２９年９月２６日（火） 

 

●第７回北はりまビジネスフェア（於：小野市総合体育館） 

◎平成２９年１０月２０日（金）～２１日（土） 

 

●ビジネス・エンカレッジフェア 2017（於：マイドームおおさか） 

◎平成２９年１１月８日（水）～９日（木） 

 

●企業・大学・学生マッチング in HIMEJI2017（於：兵庫県立大学姫路工学キャンパス体育館） 

◎平成２９年１１月１７日（金） 

 

 

 

 

 


