
 

〔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、兵庫県立大学産学連携・研究推進機構 

開催日 平成３１年２月１日（金） １４時～１７時１０分 

場所  じばさんびる９０１会議室（姫路市南駅前町）   

プログラム 

◆開会挨拶  太田勲（兵庫県立大学学長兼副理事長） 

◆来賓挨拶  竹村英樹氏（兵庫県産業労働部産業振興局長） 

◆特別講演Ⅰ 都築俊行氏（株式会社ジェイテクト 工作機械・メカトロ事業本部 ラインコントロール

技術部 室長） 

「設備と共に人が成長する工場を描くジェイテクトのスマートファクトリー」 

◆特別講演Ⅱ 田中康平氏（虹技株式会社 開発部長） 

「１００年の歴史を持つ虹技の鋳鉄鋳物製造技術」  

◆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～３ケ年の取り組み～」 

◆成果報告Ⅱ 松澤正明氏（株式会社松一 代表取締役社長）「『鏡面』～永遠に追求する輝き～」 

       鳥塚史郎（「匠の技プロジェクト」副プロジェクトリーダー 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」 

◆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 １２８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」 
～熟練工の技を取入れた産学連携ものづくり人材の育成～  

平成３０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「光学顕微鏡の基礎と実習」 

開催日 平成３０年７月２５日（水） 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 １６名 

◆第２回「DEFORM 基本操作講習会」 

開催日 平成３０年８月７日(火) １０時～１７時  

講師  今橋智則氏（株式会社ヤマナカゴーキン） 

参加者数 ７名 

◆第３回「AFM 操作法講習会」 

 開催日 平成３０年１２月２０日（木） １１時～１６時３０分  

 講師  畔地一昭氏（株式会社日本レーザー） 

 参加者数 １１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３０年６月２５日（月）鉄鋼材（機械研磨） 

◆第２回 平成３０年７月２０日（金）チタン（機械研磨） 

◆第３回 平成３０年１０月１１日（木）アルミニウム（機械研磨） 

◆第４回 平成３０年１０月２９日（月）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２６名 

◆第５回 平成３０年１２月１３日（木）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 ６名 

◆第６回 平成３０年１２月２０日（木）～２１日（金）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 １３名 

 

 

 

 

  



 

 

●夜間大学講座～金属材料の塑性加工と製造技術～（全７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 

    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３０年１０月１２日（金） 

     鳥塚史郎(兵庫県立大学大学院工学研究科教授） 

「鉄の魅力～そのさまざまな組織と力学的性質」 

◆第２回 平成３０年１０月１９日（金） 

     土田紀之(兵庫県立大学大学院工学研究科准教授） 

「塑性加工における応力とひずみ」 

◆第３回 平成３０年１１月２日（金） 

足立大樹(兵庫県立大学大学院工学研究科准教授） 

「軽金属の強ひずみ加工～超微細粒材料の特異な力学的性質～」 

◆第４回 平成３０年１１月９日（金） 

原田泰典(兵庫県立大学大学院工学研究科教授） 

「金属材料の塑性加工」 

◆第５回 平成３０年１１月１６日（金） 

会田哲夫氏(富山大学都市デザイン学部教授） 

「マグネシウム合金の塑性加工～集合組織制御し

た室温成形良好なマグネシウム合金の開発」 

◆第６回 平成３０年１１月３０日（金） 

才川清二氏(富山大学都市デザイン学部教授） 

「軽金属材料の鋳造」 

◆第７回 平成３０年１２月７日（金） 

三浦永理(兵庫県立大学大学院工学研究科准教授） 

「金属チタンとその応用」 

参加者数 のべ １４３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５７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 

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３０年１１月２１日（水） １３時２０分～１７時３０分 

場所  兵庫県立工業技術センター（神戸市須磨区行平町） 



 

 

プログラム 

（第１部 講義・講演）   

網谷健児氏(東北大学金属材料研究所） 

「金属ガラス・アモルファス合金の作製、加工及び実用例」 

山中茂氏（株式会社丸ヱム製作所） 

「ねじ製造における加工技術と金属ガラスへの応用」 

（第２部 実習） 

見学：金属ガラス・アモルファス合金の作製 

実習：身近なもので始める組織観察 

（結晶金属材料や金属ガラスの鏡面研磨と組織観察） 

参加者数 ２６名（実習８名） 

 

 

●公開講座「基礎からの金属材料～ものづくり基礎講座第５８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 

    粉体粉末冶金協会金属ガラス・ナノ金属結晶委員会 

後援  財団法人大阪産業振興機構 

開催日 平成３１年１月２３日（水） １３時～１７時３０分 

場所  兵庫県立工業技術センター（神戸市須磨区行平町） 

プログラム 

網谷健児（兵庫県立大学連携客員准教授）「兵庫県金属新素材研究センターの紹介」 

中山健一氏（東北大学金属材料研究所材料分析研究コア助手） 

「金属・無機材料の化学分析による研究開発支援」 

岩崎祐紀氏（株式会社コベルコ科研） 

「コベルコ科研における熱分析・物性評価事例の紹介」 

山田和俊氏（兵庫県立工業技術センター生産技術部長）・浜口和也氏（兵庫県立工業技術センター技術企画

部主任研究員）「兵庫県立工業技術センターにおける分析全般と航空産業非破壊検査トレーニングセンタ

ーでの非破壊検査について」 

見学：非破壊検査装置などの見学 

参加者数 ３５名 

  



 

 

（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  

◆第 1 回 平成３０年７月２３日（月）１０時～１７時（切削加工技術）   

場所  兵庫県立大学 姫路工学キャンパス（姫路市書写） 

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 ４５名 

◆第２回 平成３０年１０月５日（金）１０時～１７時 

（砥粒加工技術）  

場所  じばさんびる（姫路市南駅前町） 

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 ３０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」 

◆第 1 回（医療・バイオ応用を目指したナノ加工） 

開催日 平成３０年１２月２１日（金） ９時１０分～１６時５０分 

※第１回は、一般社団法人電気学会との共催 

 場所 兵庫県学校厚生会館（神戸市中央区長狭通） 

プログラム 

中谷悠人（兵庫県立大学）「マイクロウエル架橋膜におけるラフト様構造の制御」 

ゴーメルヴィン ウェイ シェン氏（豊橋技術科学大学） 

「人工脂質二重膜内で膜タンパク質の融合サイトとして働く微小ドメイン」 

長井紀章氏（近畿大学准教授）「難溶性医薬品ナノ粒子化に伴う生体膜透過能の向上効果」 

名村今日子氏（京都大学助教） 

「熱プラズモニック効果を用いた微小気泡の生成とその周辺に発生する対流の制御」 

岩崎渉氏（産業技術総合研究所研究員） 

「イムノクロマトグラフィーと電気化学的手法を癒合した分析デバイスの開発」 

黒滝哲哉氏（公益財団法人日本美術刀剣保存協会 たたら・伝統文化推進課長） 

「（特別講演）たたら製鉄から再考する近代的価値観～標準・互換・効率・大量生産に抗したものづくり」 

居波渉氏（静岡大学准教授）「電子線検出によるイオン分布の高分解能イメージング」 

二宮啓氏（山梨大学准教授）「エレクトロスプレー液滴イオンビームによる表面分析」 

田口光正氏（量子科学技術研究開発機構上席研究員） 

「量子ビーム微細加工技術を駆使した先端医療用バイオデバイスの創製」 

山本知生氏（国立がん研究センター東病院）「ナノ・微細加工技術の医療機器開発への応用に向けて」 

参加者数 ２６名 

 

 

 



 

 

◆第２回（講義及び研究紹介～光プロセスへの展開と実用化～） 

開催日 平成３１年１月２１日（月） １０時～１６時３０分  

※第２回は、姫路市との共催 

 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 じばさんびる（姫路市南駅前町） 

プログラム 

 内海裕一（兵庫県立大学教授）「Ｘ線微細加工とその応用」 

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」 

山口明啓（兵庫県立大学准教授）「Ｘ線励起光化学反応プロセス」 

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）「（特別講演Ⅰ）工学と医学の接点」 

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」 

浮田芳昭氏（山梨大学助教）「（特別講演Ⅱ）マイクロ化学システム最前線」 

谷口彰信氏（宮川化成工業株式会社 事業開発部課長）「射出成形技術」 

参加者数 ２０名 

 

 

 

  



 

（４）その他 

 

●平成３０年度兵庫県立大学工学部公開講座「先端技術に生きる匠の技」 

主催  兵庫県立大学工学部 

開催日 平成３０年８月２８日（火） １３時～１６時１０分 

場所  兵庫県立大学 姫路工学キャンパス（姫路市書写） 

プログラム 

鳥塚史郎（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」 

参加者数 ２１名 

 

 

 

●匠の技プロジェクトセミナー「匠の技プロジェクト～産学連携によるものづくり人材の育成～について 

主催  播磨ものづくり技能ネットワーク協議会 

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」 

開催日 平成３０年９月３日（月） １３時３０分～１６時３０分 

場所  兵庫県立大学 姫路工学キャンパス（姫路市書写） 

プログラム 

奥田孝一（兵庫県立大学教授）「匠の技プロジェクトの概要」 

鳥塚史郎（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」 

奥田孝一（兵庫県立大学教授）「産学連携の事例紹介」 

東間清和（兵庫県立大学産学連携・研究推進機構 リサーチ・アドミニストレーター） 

「金属新素材研究センターの設置について」 

（見学）「匠の技工房」（インキュベーションセンター）および機械・生産系実験室（６号館） 

参加者数 ３３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） 

 ７月１３日（金）、１０月１７日（水）、１１月２１日（水）の３日間 

◎きさげ作業の実習を通してものづくり企業の高度な技術を体験。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 

 

●キャタピラージャパン合同会社（明石市） 

 ８月２０日（月）～８月３１日（金） 土日を除く１０日間 

◎建設機械の自動走行システムの開発など、世界一の建設機械メーカーが持つ最先端の制御技術や信頼性

技術などを体験。 

◎参加者 B４学生１名 

 

●グローリー株式会社（姫路市） 

 ８月２０日（月）～８月３１日（金） 土日を除く１０日間 

◎製造部門の自動化・ロボット化に関する技術開発を体験。 

◎参加者 B３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１０日（月）～１４日（金） ５日間 

◎高度な機械加工技術を体験。 

◎参加者 B４学生２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２４日（月）～２８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：B４学生３名 

 

 

以上、 

会社数：５社 

参加学生数：のべ 10 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３０年７月２日～平成３０年１２月２１日 

◎きさげ作業デジタル化装置による３分力測定およびモーションキャプチャーの実施 

 ３分力測定は７月１３日、１０月１７日、１１月２１日の３日間、日藤ポリゴン株式会社にて実施。 

モーションキャプチャーは１２月１２日に姫路工学キャンパスにて実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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３０年６月１１日～平成３０年１２月２１日 

◎バフ研磨作業デジタル化装置による３分力測定、および AFM（原子間力顕微鏡）を使った表面粗度の測

定を実施（測定実施場所は姫路工学キャンパス） 

 測定は９月２４日～９月２８日の５日間実施。 

 熟練者１名、経験者１名、素人３名のデータを取得。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

〔Ⅳ〕関連事項 

１．展示会等 

※「匠の技プロジェクト」ポスター及び「バフ研磨」のサンプル等を展示 

 

●イノベーション・ジャパン 2018（於：東京ビッグサイト） 

◎平成３０年８月３０日（木）～８月３１日（金） 

 

●国際フロンティア産業メッセ 2018（於：神戸国際展示場） 

◎平成３０年９月６日（木）～７日（金） 

 

●兵庫県立大学知の交流シンポジウム 2018（於：姫路商工会所） 

◎平成３０年９月２６日（水） 

 

●企業・大学・学生マッチング in HIMEJI2018（於：兵庫県立大学姫路工学キャンパス体育館） 

◎平成３０年１１月３０日（金） 

 

 

 

 

 


