
13:00 ～ 14:00

14:20 ～ 14:40

14:40 ～ 15:00

15:00 ～ 15:20

15:20 ～ 15:40

Ａコース〔機械電子分野〕 Ｃコース〔食品分野〕

15:50 ～ 16:40

①デジタルものづくり解析・評価支援拠点
　関係
　（大型電波暗室（10ｍ法）、小型電波暗室
　　（3ｍ法））

② 高精度計測支援拠点
　（円筒内形状測定機、非接触輪郭形状測
　 定機）

③ものづくり企業の試作開発・生産工程
　変革支援拠点
　（樹脂3Dプリンタ（熱溶解積層及び光造
　 形）、X線CT三次元測定機、X線透視検
　 査装置、加工機械稼働監視システム、
　 回転式切削動力計）

①発酵プロセス実験室
　（清酒、味噌等発酵食品製造設備）

②食品試作開発支援拠点
　（高温高圧レトルト殺菌機、急速冷凍装
　  置、窒素・タンパク質測定装置、二軸
　  エクストルーダー）

③食品レオロジー解析試験室
　（味覚センサー、揮発性成分解析シス
　  テム、テクスチャーアナライザー）

13:00 ～ 17:00

①機能性材料等分析評価支援拠点
　（フーリエ変換赤外分光光度計、粒度分布
　  測定装置）

②第二機器分析室
　（グロー放電発光分析装置、スクラッチ試
    験装置）

③第一機器分析室
　(走査型電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡）

④第三機器分析室
　（微小部蛍光X線分析装置、プラズマ発光
　 分析装置）

ポスター・試作品
展示 会場：エントランスホール

令和3(2021)年度研究成果ポスター、事業紹介ポスター、特許紹介ポスターを展示

データ収集・解析システムの機能拡張 「夢ささら」の原料米特性に関する研究

スマートグラスを用いた作業支援検証に関する研究 米菓の食感改質技術に関する研究

ラボツアー Ｂコース〔材料分野〕

成果発表
機械電子分野

A会場：㈱とちぎ産業交流センター第4会議室・Web同時開催
材料・食品分野

B会場：産業技術センター大会議室・Web同時開催

難削材のエンドミル加工へのMQLの適用 射出成形におけるランナーの工程内リサイクルに関する研究

金属3Dプリンタ造形品の構造部材適用に向けた耐久性、信頼性
に関する研究

超高分子量ポリエチレン配向フィルムの積層成形による高弾性率
プラスチック成形体作製技術の開発

産技セ オープンラボ2022（プログラム）
日時：令和4(2022)年9月14日（水）13:00～

内　容

基調講演 会場：㈱とちぎ産業交流センター第4会議室・Web同時開催

　基調講演「カーボンニュートラル実現に向けたものづくり企業の取組みの方向性」
    　　　　　　　   国立研究開発法人 産業技術総合研究所
　　　　　　　　　　エネルギー・環境領域連携推進室　ゼロエミッション研究企画室
 　　　　　　　　　 イノベーションコーディネーター
　　　　　　　　　　2050年とちぎカーボンニュートラル実現に向けたロードマップ評価・検証委員会委員
　　　　　　　　　　　 西尾　匡弘　氏

15：50
エントランス
ホール集合



No.
担当
部所 研究成果紹介ポスター No.

担当
部所 事業関係紹介ポスター

研-1
機械
電子 難削材のエンドミル加工へのMQLの適用 事-8 繊維 繊維技術支援センター

研-2
機械
電子

金属3Dプリンタ造形品の構造部材適用に向けた
耐久性、信頼性に関する研究

事-9 県南 県南技術支援センター

研-3
機械
電子 加速度センサを用いた工具摩耗推定方法の開発 事-10 紬 紬織物技術支援センター

研-4
機械
電子

測定手法の違いによる円筒内形状測定結果へ
の影響

事-11 紬 結城紬の伝統的生産工程

研-5
機械
電子 データ収集・解析システムの機能拡張 事-12 紬 結城紬の後継者育成事業

研-6
機械
電子

スマートグラスを用いた作業支援検証に関する
研究

事-13 窯業 窯業技術支援センター

研-7 材料
射出成形におけるランナーの工程内リサイクル
に関する研究

事-14 窯業 益子焼の後継者育成事業

研-8 材料
超高分子量ポリエチレン配向フィルムの積層成
形による高弾性率プラスチック成形体作製技術
の開発

研-9 食品 「夢ささら」の原料米特性に関する研究 No.
権利化
状況 特許紹介ポスター

研-10 食品 米菓の食感改質技術に関する研究 特-1 登録 消石灰系塗材組成物　【特許第4169329号】

研-11 食品
県産トウガラシのおいしさの見える化に向けた前
処理法・測定条件の確立

特-2 登録
酸化セリウムナノ粒子－ゼオライト複合体、その製造方法お
よび紫外線遮蔽材としての利用　【特許第5750662号】

研-12 食品 生姜辛味成分の簡易分析法の開発 特-3 登録
リチウム型ゼオライトの製造方法
【特許第5594710号】

研-13 繊維 解し織のデザインと絣の効果に関する研究 特-4 登録 ABW型ゼオライトの製造方法　【特許第6028190】

研-14 県南
二軸オープンロール機を用いて作製したセル
ロースナノファイバーマスターバッチの性能評価

特-5 登録
板状蛍光体とそれを使用したディスプレイ
【特許第5034033号】

研-15 県南
切削条件が透明アクリル樹脂の透明度に及ぼす
影響

特-6 登録
青色に発光する蛍光体とその製造方法および利用
【特許第5700326号】

研-16 紬 つづれ織り技法による紬織物製品の開発 特-7 登録 板状蛍光体とその利用　【特許第5279134号】

研-17 窯業
陶器成形用石膏型製作の高精度化に関する研
究

特-8 登録
ゼオライトXに分散する金属ナノ粒子、金属ナノ粒子分散ゼオライトXお
よび金属ナノ粒子分散ゼオライトXの製造方法　【特許第5428018号】

特-9 登録
アロフェン膜複合体、それを用いたシート、及びア
ロフェン膜複合体の製造方法　【特許第6778863号】

No.
担当
部所 事業関係紹介ポスター 特-10 登録

γ-アミノ酪酸富化麹及び高塩分食品の製造方法
【特許第4657568号】

事-1
技術
交流 中小企業の海外展開支援サービス 特-11 登録

ナスの下漬液からのアントシアニン系色素の精製方
法【特許第5317328号】

事-2
技術
交流 産業技術支援拠点 特-12 登録

オルニチンを富化した納豆の製造方法
【特許第6142197】

事-3
機械
電子

ものづくり企業の試作開発・生産工程変革支
援拠点

特-13 登録
金属担持ダイヤモンド微粉の製造方法及び金属担持
ダイヤモンド微粉　【特許第5411210号】

事-4
機械
電子 高精度計測支援拠点 特-14 登録

耐溶損性鋳物およびその製造方法、ならびに金属溶
湯接触部材　【特許第5942118号】

事-5 材料 機能性材料等分析評価支援拠点 特-15 登録
耐溶損性鋳物、その製造方法および金属溶湯接触部
材【特許第5942119号】

事-6 食品
フードバレーとちぎ推進協議会における開発
商品の紹介

特-16 登録 静電容量式角度検出装置【特許第6507347号】

事-7 食品
フードバレーとちぎ高機能高付加価値食品開
発研究部会

特-17 登録
高強度超高分子量ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ成形体及びその製造方法
【特許第7005867号】
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産技セ オープンラボ2022　ポスター・試作品展示物一覧
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