
１ 日  時 令和３年 11 月 18 日（木）13：30～16：15（後日オンデマンド録画配信を予定） 

２ 場  所 オンライン形式（Zoom によるウェビナー） 

３ 主 催 広島県立総合技術研究所 西部工業技術センター 

４ 内  容 

（１） 開会挨拶    広島県立総合技術研究所 所長 渡邉 康人 

（２） 西部工業技術センター（呉）の研究成果・保有技術の紹介       

 表題 発表者 時間 

① 西部工業技術センター 概要説明 
次長（兼）技術支援部長 

藤井 敏男 

13:35～13:40 

② 
射出成形機（JSW80ADS）の紹介と樹脂粘度測

定方法 

材料技術研究部 部長 

田平 公孝 

13:40～13:50 

③ 
保護熱箱法を利用した材料に対する対流と

輻射の評価 

加工技術研究部 主任研究員 

長谷川 浩治 

13:50～14:00 

④ 
光ファイバー型放射温度計を用いたダイカ

スト金型中における連続測温方法 

加工技術研究部 研究員 

長岡 孝 

14:00～14:10 

⑤ 
ALシートをインサートしたSMC成形の不具合

発生メカニズムを解明するための解析技術 

材料技術研究部 副部長 

松永 尚徳 

14:10～14:20 

⑥ 
海の生態系に悪影響を与えない養殖資機材

の開発 

材料技術研究部 主任研究員 

宗綱 洋人 

製品設計研究部 副部長 

大川 正巳 

14:20～14:35 

⑦ 平面往復式摩擦摩耗試験機の紹介 
加工技術研究部 研究員 

藤本 直也 

14:35～14:45 

⑧ 
大気圧マイクロプラズマによる表面処理技

術 

加工技術研究部 主任研究員 

伊藤 幸一 

14:45～14:55 

⑨ 蛍光Ｘ線分析装置(ZSX PrimusⅣ)の紹介 
材料技術研究部 主任研究員 

宗綱 洋人 

14:55～15:00 

（３） 生産技術アカデミー（東広島）の研究成果・保有技術の紹介 

 表題 発表者 時間 

⑩ 
西部工業技術センター生産技術アカデミー 

概要説明 
支所長 佐野 誠 

15:15～15:20 

⑪ 
金型なしで金属薄板をフレキシブルに曲げ

加工する成形機 

製品設計研究部 部長 

安部 重毅 

15:20～15:30 

⑫ 
VR 技術を用いた動的ナビゲーションシステ

ムの開発 

製品設計研究部 主任研究員 

佐々木 憲吾 

15:30～15:40 

⑬ 新しい 3D スキャナと 3D プリンタの紹介 
製品設計研究部 研究員 

冨森 崇文 

15:40～15:50 

⑭ 人間工学関連技術の紹介 
製品設計研究部 主任研究員 

横山 詔常 

15:50～16:00 

⑮ 無線通信によるデータ収集システムの紹介 
生産システム研究部 研究員 

小玉 龍 

16:00～16:10 

（４）閉会挨拶    広島県立総合技術研究所 西部工業技術センター センター長 山本 晃 

  令和３年度 広島県⽴総合技術研究所 

⻄部⼯業技術センター保有技術紹介セミナー【11/18 開催】 
参加費 無料 要申込【11/11〆切】 どなたでも参加可 

⻄部⼯業技術センターの研究成果や保有技術（設備含む）を紹介します。 
新技術開発など課題解決に興味のあるものづくり企業の方にお勧めです。 



５ その他 

・参加費 

無料（ただし，受講に必要な通信料等の費用は参加者の負担となります） 

 

・定員 

 200 名（定員になり次第締め切ります） 

 

・申込締切 

 令和３年 11 月 11 日（木） 

 

・申込方法 

 西部工業技術センターのホームページから申込みください。 

 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=1868 

視聴に必要なリンク情報等を記載した招待メールを開催の２日前（11/16）までに送付します。

メールが届かない場合は，以下の問合せ先までご連絡ください。 

また，オンデマンド録画配信については，セミナー終了後にメールにてお知らせします。録画配

信を視聴希望の方も申込締切（11/11）までに申込みをお願いします。 

 

・当日の接続，質問等への対応 

開始時刻の 30 分前（13:00）から接続可能です。招待メールに記載されている「ここをクリック

して参加」から当セミナーに参加してください。（招待メールは HTML 形式でお読みください。） 

当日，視聴者はマイクで発言できません。発表内容に対するご質問，ご相談について，発表中は

Zoom の Q&A 機能，発表終了後はメール（wkcgijutsu@pref.hiroshima.lg.jp）でお受けします。Q&A

機能からの質問については可能な範囲で各発表後に回答します。当日回答できなかったもの，及び，

メールでのご質問については後日メールで回答します。 

 

・アンケートへの回答のお願い 

 セミナー終了後に簡単なアンケートへのご回答をお願いします。 

 

・事前の準備等 

セミナー視聴に使われる PC 等に Zoom アプリをダウンロードしてください。 

接続に不安のある方は，当日までに Zoom のミーティングテスト（https://zoom.us/test）で接

続テストを行ってください。 

 

・利用条件 

（１）招待メールに記載された接続用リンク情報は，申込みされたご本人のみお使いいただけます。

これらを第三者と共有する，又はご本人以外が使用することを禁止します。接続された方の PC 等

の映像（プロジェクタ等で投影した映像含む）を複数の方で視聴することは許可します。 

（２）当セミナーで配信する映像，画像，テキスト，音声及び関連資料等のコンテンツの複製，送

信，転載，その他の二次利用を禁止します。 

 

・免責事項 

（１）主催者及び発表者は，視聴用ツールのインストール，当セミナーによるコンピュータウィル

ス感染，第三者の妨害行為等による不可抗力によって生じた損害等の一切の責任を負いません。 

（２）主催者及び発表者は，視聴に関する個別のサポートをいたしません。 

 

・問合せ先 

 広島県立総合技術研究所 西部工業技術センター 技術支援部 

 Tel:0823-74-1151  E-mail: wkcgijutsu@pref.hiroshima.lg.jp 
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・西部工業技術エンター（呉）の研究成果・保有技術の紹介 

 時間 発表要旨 

①  
13:35 

～13:40 

西部工業技術センター 概要説明 

 西部工業技術センターの概要と保有技術について簡単に紹介します。 

②  
13:40 

～13:50 

射出成形機（JSW80ADS）の紹介と樹脂粘度測定方法 

昨年 12 月に JKA（競輪）の補助金を活用し電動式の射出成形機を導入しました。従

来の油圧式に比べ射出速度範囲が広いなど大幅に機能・精度が向上しています。また，オプ

ションでシャットオフノズルやコアバック機能を追加しています。これらについて説明いたします。ま

た樹脂粘度測定方法についても改良を加えましたのでその特徴を説明します。 

③  
13:50 

～14:00 

保護熱箱法を利用した材料に対する対流と輻射の評価 

屋外の環境では，太陽光（輻射）や風（対流）の影響によって，その環境の温度が変

わります。屋外で使用する材料や製品も同様に，それらの影響が及びます。今回，保護熱

箱法と呼ばれる熱貫流率を測定する方法を利用して，材料に対する輻射や対流の影響を評

価するための装置を試作しました。その評価方法について紹介します。 

④  
14:00 

～14:10 

光ファイバー型放射温度計を用いたダイカスト金型中における連続測温方法 

自動車部品などさまざまな製品に採用されているダイカスト法では，金型内部に高圧・高

速・高温で流動するアルミニウム合金の温度を把握することは品質管理上非常に重要です。し

かし，レスポンス良く連続サイクルで計測できるセンサは，これまで実用化されていませんでし

た。今回，広島県と芝浦機械(株)の共同で，ダイカスト金型内の連続測温を目的とする光

ファイバー型放射温度計を内蔵したセンサピンを開発しました。その特徴について紹介します。 

⑤  
14:10 

～14:20 

AL シートをインサートした SMC 成形の不具合発生メカニズムを解明するための解析技術 

電気自動車への期待が急速に高まっており，バッテリーケースの軽量化と高機能化を目的

としたバッテリーケースの樹脂化に関して，ダイキョーニシカワ(株)と共同研究を行いました。当

センターで担当した解析技術を中心に紹介します。 

⑥  
14:20 

～14:35 

海の生態系に悪影響を与えない養殖資機材の開発 

かき養殖で使用するポリエチレン製パイプが海洋に流出し問題となっています。そこで，かき

養殖パイプへの生分解性樹脂（ポリ乳酸）の適用について検討しました。また生産現場で

は，かきとパイプを一緒に陸揚げし，洗浄，選別していますが，一部のパイプは洗浄残渣に

混入し海とつながった一時堆積場に運ばれ海洋に流出していることから，残渣とパイプを人手

に頼らず自動で選別する装置を試作しました。 

⑦  
14:35 

～14:45 

平面往復式摩擦摩耗試験機の紹介 

摩擦摩耗試験機トライボギア TYPE:40 を紹介します。板状や筒状の形状の試料を対象

物に対して平面往復させ，摩耗回数，静摩擦力，動摩擦力を記録することができる装置で

す。付属の人工皮膚を使用することで感性評価や，繰り返し試験することで耐久評価といっ

た様々な用途に使用できます。 

⑧  
14:45 

～14:55 

大気圧マイクロプラズマによる表面処理技術 

大気圧下でプラズマを発生させ表面に照射することで，表面汚染の分解や改質により濡れ

性を改善することが可能です。今回，微細なガラス管内に大気圧プラズマを発生させる技術を

開発し，微小領域のみに大気圧プラズマ処理することが可能になりました。 
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⑨  
14:55 

～15:00 

蛍光Ｘ線分析装置(ZSX PrimusⅣ)の紹介 

蛍光Ｘ線分析装置では試料から生じる特性Ｘ線を分光することで試料の構成元素やその

組成割合を分析することができます。本装置を今年度 JKA（競輪）の補助金を活用して更

新しました。本装置は，元素分布のマッピング，薄膜の厚さ測定などの機能も備えており，そ

れらについて紹介します。 

 

・生産技術アカデミー（東広島）の研究成果・保有技術の紹介 

 時間 発表要旨 

⑩  
15:15 

～15:20 

西部工業技術センター生産技術アカデミー 概要説明 

西部工業技術センター生産技術アカデミーの概要と保有技術について簡単に紹介します。 

⑪  
15:20 

～15:30 

金型なしで金属薄板をフレキシブルに曲げ加工する成形機 

金型を使用しないで，板金成形する方法の１つに，汎用金型にて局所的な加工を行い

つつ，その加工部位を移動させて全体を加工する“逐次成形方法”があります。一般的な逐

次成形は張り出し成形を繰り返しますが，ここでは，曲げを主体に成形する技術について紹

介します。 

⑫  
15:30 

～15:40 

VR 技術を用いた動的ナビゲーションシステムの開発 

広島県では業務の DX（Digital Transformation）を推進しています。本報では，VR

を用いて「公設試のバーチャル化」を進める中で行った，「動的ナビゲーションシステム」の開発

について報告します。 

⑬  
15:40 

～15:50 

新しい 3D スキャナと 3D プリンタの紹介 

当センターでは昨年度，新機能の３D スキャナと３D プリンタを導入しました。これにより，

３D スキャナでは，測定物の表面テクスチャ情報の取得も可能となり，３D プリンタでは，サ

ポートが溶解することにより，複雑な形状の造形が可能となりました。この 2 機種について紹介

します。 

⑭  
15:50 

～16:00 

人間工学関連技術の紹介 

人にやさしいものづくり，人の感性に寄り添うものづくりが注目されています。これを達成する

ためには，製品を使うユーザの特性を把握する必要があります。人の動きや生体信号の計

測，ユーザビリティテスト，感性評価などの人間工学関連の技術と，それらを応用した研究

事例（歩行診断推定など）を紹介します。 

⑮  
16:00 

～16:10 

無線通信によるデータ収集システムの紹介 

当センターでは歩行動作に関する研究を数年行っています。その研究の過程で加速度セン

サや圧力センサ・曲げセンサなどを使ってセンシングしたデータを無線通信にて送受信し，収集

するシステムを作成しました。それら無線通信に関する基礎的な技術について紹介します。 

 

 

 

 


