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製  品
開  発

夏季でも生産できる米麹を利用した
ノンアルコール醸造飲料

観光サポート パワードリンク  『白い銀明水』
   商品の特徴
米由来の旨みと甘み、梅エキスの酸味が程よく調和した、ほのかに甘く
すっきり爽やかな飲み口のノンアルコール飲料です。

国産にこだわり、京都のお米と地下水の他、和歌山の梅エキスと清酒製
造に使われる高品質の米麹を原料に使用し、米麹由来のオリゴ糖やアミ
ノ酸などの機能性成分を多く含む醸造飲料に仕上がりました。ノンアル
コールで子供から年配者まで幅広い年代の方にお飲みいただけます。夏
場、京都へ観光に訪れる観光客の疲労回復を願い、“観光サポート パワー
ドリンク 白い銀明水”と銘打ちました。

白い銀明水は、京都の伝統的甘口清酒製造技術と最先端の計測分析技
術の融合により誕生いたしました。最先端の計測分析技術により米麹に
含まれる数十種以上の糖化酵素とタンパク質分解酵素を調べ、機能性成
分を多く生産する米麹を選抜し、従来の設備で醸造可能な製造工程を実
現いたしました。

■開発開始：２０08年4月　　■事業開始：２０１1年7月

清酒の製造は冬季に限定されており、かつては冬季限定雇
用の杜氏・蔵人が活躍していた。近年、酒造業界の構造変化
により、酒造会社は通年雇用が原則となる社員確保へシフト
するようになっている。しかしながら、夏季は醸造設備が稼
働しておらず、雇用されている製造要員には生産すべき製品
がない。酒造の設備で夏季でも生産できる製品の開発が求
められていた。

ノンアルコール醸造飲料および和菓子等の甘味原料の製造
方法を確立。これら原料を既存清酒醸造所で生産できるよう
に製造体制を整備。その結果、清酒以外の製品販売や他業
種への原料供給が可能となり、清涼飲料業界や菓子業界へ
の新規参入につながった。また、和歌山県工業技術センター
および奈良県産業振興総合センター（当時：奈良県工業技術
センター）より、農産加工原料、技術の提供を受けコンソーシ
アムで和菓子・洋菓子の製菓を開発し、事業化に至った。

●麹由来の酸味ではなく、梅エキスを使用することですっき
りとした飲み口を実現。公設試等のネットワーク（産業技術
連携推進会議）を通じて、和歌山県工業技術センターより
加工原料・技術の提供を受けた。

●最先端の計測分析技術に裏打ちされた新たな製造技術で
あるが、受け入れやすさを考え、あえて「甘酒」系として位
置づけた。甘酒ブームにより、甘酒のイメージが好転。京都
市と連携を行い、試飲会を実施し若者層の反応を調査。
補助金の活用により、試作設備を導入。生産体制の構築を
実現。

〈公設試と企業の関係〉
京都市産業技術研究所は酒造組合を通じて佐々木酒造株式会社と長
く交流がある。現担当者と企業代表は、2007年頃から交流がある。

京都市産業技術研究所が夏季でも生産できる米麹を利用し
たノンアルコール飲料の開発を企画。市内中小企業が利用
可能かつ業界全体にも新技術を広げることを目的とし開発
を支援。その他、佐々木酒造を中心とするコンソーシアム構
築および標準製造工程の開発を担当した。

ポイント
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佐々木酒造株式会社

公設試のすすめ 2018 ／ 産官学連携成功事例

京 都産 官 学 連 携 成 功 事 例



12

業　種　清酒製造業
代表者　代表取締役 佐々木 晃　 
住　所　京都市上京区日暮通椹木町 
         　下ル北伊勢屋町 727　
電　話　075-841-8106 ㈹　
URL http://jurakudai.com/

企業情報
京都・洛中に現存する唯一の蔵元。伝統
ある酒造りを継承しつつ積極的に新し
い技術も取り入れている。豊臣秀吉の
邸宅「聚楽第」のあった場所に位置し、
良質の地下水に恵まれた環境にある。
代表的銘柄は、日本酒「聚楽第」「古都」

「西陣」など。平成２３年７月よりノンア
ルコール飲料「白い銀明水」を発売。大
多数である小規模な日本酒メーカーの
製造工場は秋冬のみ稼働、春夏はオフ
シーズンであるなかで、春夏はノンアル
コール飲料を製造、秋冬は日本酒を製
造するというスタイルを確立して、年間
で製造従事者の雇用を確保。

2007年−
2008年−

−

2010年−
−

2011年−

産官学連携体の構築
開発開始　
経済産業省地域イノベー
ション創出研究開発事業
テストマーケティングを
積極的に実施（京都国際
マンガミュージアム等、翌
年以降も適宜実施）
試験販売開始
中小企業基盤整備機構
地域資源活用事業によ
る販路拡大（～2014年）

「白い銀明水」販売開始

2008～2009年度　経済産業省 地域イノベーション創出研究開発事業
2010年度補正　　　経済産業省 地域イノベーション創出研究開発事業
2010～2014年度　中小企業基盤整備機構 地域産業資源活用事業
2012年度補正　　　ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金

佐々木酒造（株）　佐々木 晃 氏　
とても良い関係でプロジェクトを進めることが出来ま
した。メンバーには何でも遠慮せずに言える雰囲気が
あり、開発はとても楽しかったです。開発が終わった今
でも、当時のメンバーには助けられることが多く、あり
がたいご縁となりました。また、文系ではありますがプ
ロジェクトマネージャーを経験させていただき、開発
を一から経験できたことは財産になっています。

京都市産業技術研究所　山本 佳宏 氏　
佐々木酒造さんとは、先代の社長のときから懇意にさ
せていただいており、現社長とも開発開始の１０年以上
前から交流があります。今回のプロジェクトでは、技術
面も含めて様々な課題がありましたが、佐々木社長が
個性的なメンバーをまとめられ、課題を乗り越えること
が出来ました。一つの製品を作ることだけはなく、横展
開が大いに期待できる体制が構築できてうれしく思い
ます。

佐々木酒造株式会社

開発の道程

連携をふりかえって

・麹酵素の糖 / アミノ酸生成制御技術の開発
・糖分解酵素分析技術開発
・中小企業向製造工程の開発

・糖化製造技術
・天然飲料製造

京都大学
京都府立大学

［分析技術の提供］

種麹専門メーカー
［種麹選抜］

和菓子製造業
［生産物評価］

支援機関 公設試　京都市産業技術研究所

佐々木酒造（株） 大学等協力企業

京都高度技術
研究所

［管理法人］

官

産 学産

体制図

活用した補助金等

活用した公設試サービス

4.

6.

5.
機器・設備利用

産学連携・連携機関紹介 人材育成

技術相談 委託試験・分析

知財共同出願

シーズ・ノウハウ提供

共同研究・受託研究

産官学連携成功事例 ／ 公設試のすすめ 2018



真空環境内の圧力を「その場」で測定できる
超小型・堅牢な真空計用圧力計測システム

『マイクロハクマク®圧力センサ』
   商品の特徴
小型化したセンサ部を計測したいポイントに設置し、局所的な真空圧力
の「実測」を実現。真空圧力分布の可視化も行えます。

マイクロハクマク®圧力センサは、新開発の薄膜感応部材料および耐熱
性ポリイミドフィルム基板から構成された小型センサであり、広い圧力領
域を計測可能とした新開発のセンサです。
　センサ感応部（最小サイズ）：縦 1.0 ㎜ x 横 0.5 ㎜ x 厚さ 0.4 µm
　圧力計測方式：熱伝導　計測範囲： ５.０ ｘ １０−３ ～ 1.0 ｘ 105 Pa

幅広い産業の様々な生産設備で真空技術は必要とされていますが、従
来の真空計では測定子の大きさの制約により、加工装置内の局所的な
真空圧力を計測することが不可能でした。従来、シミュレーションや経験
則で最適化していた加工条件等の最適化を迅速に行う事が可能です。

■開発開始：2000年頃　　■事業開始：2012年

株式会社岡野製作所の創業者（現社長の父）は、関西で真空
技術に関して技術発信したいと熱望していた。大阪産業技術
研究所 和泉センター（当時：大阪府立産業技術総合研究所）
より、同社が長年手掛けてきた熱伝導型センサを応用した新
規センサの開発の提案があり開発が始まった。

センサ部（一例）

上記センサを用いたマイクロハクマク® 真空計

窒化タンタルアルミ薄膜の開発および同薄膜を利用し真空
環境内ピンポイントの圧力をダイナミックに測定することが
できる「マイクロハクマク®圧力センサ」の開発に成功した。こ
の技術により、真空環境内の圧力分布測定を実現。本製品に
関して、各種賞を受賞している。現在も製品の改良を継続中。

●真空チャンバー内の加工対象物（ワーク）の付近等、任意の
箇所における圧力計測を実現。真空環境の状況を数値測
定する事で、最適な設備環境への改善や監視につなげるこ
とが出来、製品の高品質化や歩留りの向上が図れる。

●企業単独での開発が難しかったため、コンソーシアムを構
築。密な打ち合わせを重ね、材料選定や測定等を実施。

●サポイン事業採択により製品開発が加速。当時、サポイン
事業のテーマに「真空の維持」がなかったため、日本真空工
業会から経済産業省に働きかけ、テーマを加えていただい
た。その結果、申請が実現、採択につながった。

●和泉センターのインキュベーション施設を研究開発拠点と
し、技術支援を得ながら研究開発を実施。

〈公設試と企業の関係〉
企業と公設試の付き合いは長い。大阪府立時代の研究所長が支部
長を務め、日本真空協会（現日本真空学会）関西支部が置かれてい
た頃（1958年～2002年）から、岡野製作所は、真空技術基礎講習会
の機材提供等中心的な役割を果たしてきた。日本真空学会関西支
部の活動を通じて、研究所の真空薄膜材料関連研究部門の歴代研
究員との交流があった。 

大阪産業技術研究所 和泉センターがセンサの感応部分で
ある薄膜に関する技術シーズの提供および関連の技術指導
を行い、企業が主体となって開発を進めた。和泉センターが
主体となりコンソーシアムを構築。各種補助金等申請の支援
を行った。
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業　種　業務用機械器具製造業
代表者　代表取締役 岡野 忠弘
住　所　大阪市中央区平野町 1-4-10
電　話 06-6203-4431 ㈹　
URL http://www.okanoworks.com/

企業情報
1943年の創業以来、「計る」をテーマ
に真空計、圧力計測器、流速流量計、環
境測定機器等の開発・製造に取り組
んでいる。販売先のニーズに沿った開
発力を強みに、同社の「マクラウド真空
計」は、国内でも９割のシェアを占める。
また、環境測定装置の分野にも早くか
ら取組み、排ガス中のダストを自動採
取する装置や、有害ガスの試料採取・
測定装置等の製造販売、さらに流速流
量の測定装置の開発や、国家標準にト
レーサブルな標準器をベースにした校
正技術を有している。

官 公設試　大阪産業技術研究所　和泉センター

2006年度 戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）
2009年度 戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）補正予算事業
2009年度 ものづくり中小企業製品開発等支援事業(試作開発支援)他
2010年度 第８４回新技術開発財団助成
2010年度 大阪府ものづくりイノベーション支援プロジェクト認定および開発助成

株式会社岡野製作所

開発の道程

（株）岡野製作所 大学等
・製品化に向けた成膜条件の最適化
・スパッタ装置の開発

大阪市立大学 名誉教授
［真空計測に関するアドバイス］

・技術指導（真空応用技術、薄膜製作技術）
・スパッタリングによる複合窒化物薄膜材料（サーミスタ薄膜材料）の開発

産 学

2000年−
2001年−
2002年−
2003年−

2006年−
2007年−

2009年−
2010年−

−

2012年−

2013年−

−

2014年−

【受賞歴】

技術相談
人材育成（技術研修生）
受託研究 
特許共同出願　
特許第4436064号
サポイン事業採択
経済産業省「KANSAIモノ
作り中小企業１００社」認定
サポイン事業採択
実用化支援 
製品化「マイクロハクマク®

真空計」発売開始
製品化「マイクロハクマク®

圧力センサ」発売開始

大阪府 平成２５年度知財顕
彰事業の準グランプリ
第１０回 超ものづくり部品
大賞 電気・電子部品賞
りそな中小企業振興財団　
第２６回 新技術・新製品表
彰事業 中小企業長官賞及
び産官学連携特別賞
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連携をふりかえって
（株）岡野製作所　岡野 夕紀子 氏

大阪産業技術研究所は、相談しやすい組織で、優秀な
人材が豊富にいらっしゃいます。共同研究を進める部
署以外の研究員の方ともつながりができ、人脈が広
がりました。技術的な根拠に基づくアドバイスをいた
だきながら開発を進めることが出来たこと、手軽に機
器・設備をお借りできたこと、補助金等をいただいた
ことで開発が加速でき、感謝しております。

大阪産業技術研究所 和泉センター　岡本 昭夫 氏
岡野製作所様にとってあまりなじみのなかった薄膜分
野への進出を支援いたしました。技術研修制度による
基本技術の習得からはじめて、テーマ絞り込みによる
受託研究の実施、そこで得られた知見により特許共
同出願に至りました。開発体制を整え、研究開発資金
を得られたことが、後の事業化にとって非常に有効で
あったと思います。企業の頑張りが無ければ、製品化
は成りません。私自身も大変よい経験をさせていただ
いたと思っております。

体制図

活用した補助金等

活用した公設試サービス

4.

6.

5.
機器・設備利用

産学連携・連携機関紹介 人材育成

技術相談 委託試験・分析

知財共同出願

シーズ・ノウハウ提供

共同研究・受託研究

産官学連携成功事例 ／ 公設試のすすめ 2018



PLAフィルム一例
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生分解性に優れたポリ乳酸樹脂のフィルム化

   商品の特徴
ポリ乳酸（PLA）と生分解性可塑剤DAIFATTY®-101の混合により高性
能な軟質ポリフィルムの製造が可能となります。従来はPLAを使用でき
なかった透明なフィルム用途等への応用が可能です。

フィルムの特徴：
・透明で軟らかい（軟質塩ビと同等）　・引張伸び300％以上
・生分解性90％以上、バイオマス比率70%　
・少量多品種の製造に適したインフレーション成形が可能

ポリ乳酸（PLA）は硬質プラスチックの一種で、生分解性に優れ、廃棄物の
堆肥化（コンポスト化）に適した素材です。PLAの特性を活かし、成形性や
柔軟性を向上させた軟質系のバイオマスプラスチック製品を製造するた
めには、生分解性の高い可塑剤が必要となります。
■開発開始：2003年4月　　■事業開始：2014年

海外を中心としてコンポスト等による再資源化が進んでお
り、現在主流の石油由来プラスチックに代わり、今後、植物由
来の生分解性樹脂が主流になると予想される。生分解性樹
脂用混基二塩基酸エステル可塑剤を自社開発し上市した。
生分解性樹脂用可塑剤の市場を拡大するためには、その活
用方法や用途展開に向けた取り組みが必須となる。特にフィ
ルム分野においては、将来様々な用途展開が期待できるた
め、生分解性試験等を依頼していた大阪産業技術研究所 森
之宮センター（当時：大阪市立工業研究所）と開発に取り組む
こととなった。

従来実現が困難であった軟質で透明なPLAフィルムの開発
に成功し、特許の共同出願を行った。世界最大のプラスチッ
ク展示会K2013にも出展したことで、PLA用可塑剤の市場
拡大、新用途展開の実現につながった。
自社で試作、評価、生産のサイクルをスピーディーに行う開
発体制が整った。

●大阪産業技術研究所 森之宮センターと課題探査および材
料であるポリマーの改質や配合等の共同研究を進めた。

●得意技術を持つ中小企業からなるコンソーシアムを大阪
産業技術研究所 森之宮センターが中心となり構築した。

●配合検討に必要な混練機等の導入を補助金活用により実
現。開発スピードが加速した。

●産業技術連携推進会議（産技連）のつながりで名古屋市工
業研究所の機器を使用できた。

●当時別の研究機関であった和泉センターが保有していた
成型機を使用できた。

〈公設試と企業の関係〉
森之宮センターとは昭和３０年代から交流があり、試験や研究に関す
る相談を複数の部署と行っている。

PLA単体では硬く伸びないため、フィルム製造の際に行われ
る多層インフレーション成形が困難である。森之宮センター
はポリマーの改質、離型剤の配合検討を行った。また、フィル
ム製造にはコンソーシアムの構築が必要であるため、森之宮
センターが中心となりコンソーシアムを形成した。シーズ開発
から特許化、実用化技術開発、製品化、展示会出展、海外ユー
ザー訪問まで幅広い支援を行った。

商品名

開発の経緯 連携の成果

公設試の役割

3.1.

2.

用  途
展  開

『DAIFATTY®-101』ポリ乳酸樹脂用可塑剤

公設試のすすめ 2018 ／ 産官学連携成功事例

ポイント

大八化学工業株式会社大 阪産 官 学 連 携 成 功 事 例



機器・設備利用

産学連携・連携機関紹介 人材育成
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業　種　有機化学工業製品製造業
代表者　代表取締役社長 北村 准一
住　所　大阪市中央区平野町 1-8-13 
　　　　平野町八千代ビル
電　話 06-6201-1455（代）　
URL http://www.daihachi-chem.co.jp/

企業情報
１９１９年（大正８年）に工業薬品問屋大
八商店として創業し、１９３７年（昭和１２
年）に株式会社大八化学工業所を設
立。大正末から昭和初期にかけて酢酸
エステルの製造を始め、昭和１０年には
電線塗料用としてフタル酸エステル系
可塑剤、リン酸エステル系可塑剤を日
本で初めて国産化。各種可塑剤を開発
し、可塑剤のパイオニア企業としてそ
の市場を牽引。その後もエステル技術
を基盤にエンジニアリングプラスチッ
ク用難燃剤、ポリウレタン用難燃剤を
開発し、リン系難燃剤としては世界トッ
プクラスの生産能力と販売量を誇る。
その他に金属抽出剤や樹脂改質剤な
ど、特長のある製品を展開。

「環境に優しい」をキーワードに付加価
値の高いモノづくりを行っている。

官 公設試　大阪産業技術研究所　森之宮センター

技術相談 委託試験・分析

知財共同出願

シーズ・ノウハウ提供

共同研究・受託研究

大八化学工業株式会社

開発の道程

大八化学工業（株） 参画企業

・開発したPLA用可塑剤の提供
・製造方法の実用化

プラスチック混練企業
プラスチックフィルム成形企業
ラミネート企業
製袋企業、販売企業

・PLA積層フィルムの製造方法、易分解化処理方法の開発
・物性試験、生分解性試験　・コンソーシアム形成
・幅広い支援（特許化、実用化技術開発、製品化、展示会支援、海外ユーザ訪問など）

産 産

連携をふりかえって
大八化学工業（株）　德安 範昭 氏
課題解決のため、森之宮センターにはよくご相談をし
ておりました。樹脂に関する基礎知識やノウハウを教
えてくださるだけではなく、親身になって相談に乗っ
てもらえたので心強く思いました。開発の過程で得た
技術・ノウハウは、当社の大きな財産になっておりま
す。森之宮センターでは、２、３カ月の受託研究からス
タートでき、敷居が低く、また、公設試等のネットワーク

（産技連）を通じて、他県の公設試が保有する機器も
活用させていただけたことも、本件の開発に非常に
有効であったと思います。

大阪産業技術研究所 森之宮センター
上利 泰幸 氏
本研究所は実用化の可能性が高いシーズを数多く保
有しています。今回はそのうちの一つをご活用いただ
き実用化につなげることができました。実用化には多
くの企業との垂直・水平連携が必要で、その体制づく
りと維持、各段階での一貫した支援に苦労しました。試
作現場や展示場、海外ユーザー企業の訪問等を行った
ことも功を奏したと思います。経営者と担当者のやる
気（資金・人材・意欲）がまず必要ですが、製品企画力や
連帯感、タイミング（運）も重要であると痛感しました。

2012～2014年度
中小企業庁 グローバル技術連携支援事業「これまでにない引張伸びを持つイン
フレーション成形用軟質透明ポリ乳酸成形材料及びその形成フィルムの開発」
2014年度
経済産業省 中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）
その他、ものづくり中小企業製品開発支援補助金、大阪市立工業研究所シーズ活用事業、
大阪市ものづくり活力創造事業補助金等（参画企業の活用補助金を含む）

2002年−

2003年−
2006年−

2007年−

2013年−

2014年−

2010年−

2013年−

2014年−

森之宮センターが傾斜機
能単層フィルムを開発
共同研究開始（多層化）
特許共同出願

（特開2007-216541）　
特許共同出願

（特開2008-260895）　
展示会出展
K国際プラスチック・ゴム
産業展（K2013）
開発終了

大阪ものづくり優良企業
賞 2010
大阪工研協会工業技術賞
受賞「ポリ乳酸用可塑剤
DAIFATTY®-101の開発」
大阪府工業協会　
大阪府発明功績者表彰

体制図

活用した補助金等

活用した公設試サービス

4.

6.

5.

産官学連携成功事例 ／ 公設試のすすめ 2018

【受賞歴】



刈払機用チップソーの安全性を向上させる
表面処理技術

安全性、耐衝撃性に優れた
刈払機用チップソー 『S－1軽量』

   商品の特徴
切れ味を保ちつつ、安全性、耐衝撃性及び耐食性に優れた刈払機用の
チップソーです。本製品は、2000年に追加改正された社団法人日本農
業機械工業会制定「刈払機超鋼刈刃に関する規格」に適合しています。

特徴：
・超硬チップが斜め埋込みなので、石の多い所で使ってもチップが飛
　びにくい。
・コブが小石をはじくので、チップ欠けが発生しにくい。
・長時間使用できる。
・軽量タイプであるため、使用しても疲れにくい。

■開発開始：1999年４月　　■事業開始：2003年8月

社団法人日本農業機械工業会が制定する「刈払機超硬刈刃
に関する規格」が2000年に改訂された。安全性を担保する
ために本体の９０度曲げ試験（耐衝撃性）、超硬チップの接合
強さ等が追加改正。規格の変更に伴い、チップソーに使用し
ていた鋼材ＳＫ−８５及びＳＫＳ−５の曲げ試験が必須となった
ため、三陽金属株式会社は、長年の付き合いがあった兵庫
県立工業技術センター（当時：機械金属工業指導所）に曲げ
などの機械的特性の評価試験を依頼。これをきっかけとし
て、共同研究に取り組むこととなった。

日本農業機械工業会の規格に適合したチップソーの表面処
理技術を開発。
チップソー用の無電解ニッケルめっき技術の確立により、切
れ味を保ちつつ、安全性、耐衝撃性、耐食性に優れた刈払機
用チップソーの製品化を実現。開発技術は、ヘッジトリマー等
の他の自社製品にも採用。

●金属光沢があり、安全性、耐衝撃性、切れ味および耐久性
の高い表面処理方法の開発を目指した。

●公設試が提案する試験条件に対して、何千枚もの試作品
を製作。各条件の試験片をレーザー加工機で採取し、根気
強く試験を繰り返した。熱処理した鋼材の硬さと機械的特
性の関係を明らかにし、めっき方法を決定するために１年を
費やした。

●熱処理によって硬さを高めた製品では電気ニッケルめっき
を施すと耐衝撃性が低下し、刃先部分のめっき膜厚の増大
と中心・周辺部のめっきのばらつきが大きくなる。他分野
で採用されていた無電解めっきに着目。膜厚が均一になる
とともに、９０度曲げ試験で割れにくくなることを見出した。

●迅速な評価が行えるよう、指導を受けながら自社で体制づ
くりを実施。

〈公設試と企業の関係〉
昭和５４年ごろから、技術全般の相談を通してお付き合いがあった。

兵庫県立工業技術センターが、課題解決に向けた技術調査
および代替方法の提案を行った。企業と協力し、鋼材の硬さ
と機械的な特性との関係を明らかにするために繰り返して試
験を行い、無電解ニッケルめっきを施すことで膜厚が均一に
なるとともに９０度曲げで割れにくくなることを見出した。
共同研究の成果として、知的財産の共同出願を行うととも
に、工業技術センター製品化事例集、ひょうご経済戦略、移動
工業技術センターでPRを行った。
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製  品
開  発

商品名

開発の経緯 連携の成果

公設試の役割

3.1.

2.

公設試のすすめ 2018 ／ 産官学連携成功事例

ポイント

三陽金属株式会社兵 庫産 官 学 連 携 成 功 事 例



　
業　種　金属製品製造業
代表者　代表取締役社長 五本上 照正
住　所　兵庫県三木市鳥町 301-1
電　話 0794-82-0188 ㈹
URL http://www.sanyo-mt.co.jp/

企業情報
昭和３８年の創業以来、機械刃物メー
カーとして、最新の設備による一貫シス
テムで製品づくりを行っており、品質管
理に重点を置いている。生産する製品
や生産工程に合わせて、より使いやす
い生産機械や設備を自社独自に設計、
開発し品質や生産性の向上に大きな成
果をあげている。
徹底した「現場第一主義」でモノづく
りを行っている。製品化にあたっては、

「製品のことはお客様が一番ご存知」
との認識のもとに、農家や園芸など現
場のプロの意見を積極的にヒアリン
グ。開発スタッフのプランをもとに試
作しテストを行い、さらにプロの意見を
フィードバックさせて、製品化にこぎつ
けている。

公設試 兵庫県立工業技術センター

・電気めっきに替わる手法の調査
・めっき条件の最適化
  （手法・皮膜組成の検討、めっき厚さ測定）
・90度曲げ試験機のプロトタイプ製作

なし。補助金等を活用せず、企業の自己資金で開発を実施。

三陽金属株式会社

開発の道程

産 三陽金属㈱

種々の硬さの試験片作成
・台金の熱処理
・台金の研磨
・試験片の採取
  （レーザ加工）

官

1998年−
1999年−
2000年−

−
2001年−
2003年−

−
2012年−

2016年−

技術相談・依頼試験
共同研究開始
日本農業機械工業会規格変更
特許出願
共同研究終了
特許取得

（特許第3409050号）
事業開始
JIS改正

経済産業省
「第10回 製品安全対策
優良企業表彰」

18

連携をふりかえって
三陽金属（株）　吉田 忠 氏
量産と同じ条件で試作し、試験片を切り
出しました。曲げ試験片で1,500枚ぐら
いでしょうか。旧機械金属工業指導所
は、製造現場にも出向き、企業とともに
課題解決に取り組んでくださり、非常に
心強かったです。技術指導を受けなが
ら、自社にレーザー加工機や曲げ試験
機を導入し、迅速評価が行える体制づく
りを行いました。その他、熱処理評価の
依頼試験や焼き入れ組織の判定等もお
願いでき、公的証明書を発行いただけ
たこともありがたかったです。

兵庫県立工業技術センタ－
（当時：機械金属工業指導所）
園田 司 氏
社長自ら、機械金属工業指導所に技術相
談で来所されました。三木のチップソーの
シェアーは全国１位であり、特許を取得で
きた時は、将来の発展につながる有用な技
術になると予感しました。当時は近くに指
導所があったこともあり、何かあればすぐ
にご相談いただけましたので、短期間で成
果を生み出すことが出来ました。
この成果は、高硬度鋼へのめっきに関する
研究・技術支援にも役立っております。

体制図

活用した補助金等

活用した公設試サービス

4.

6.

5.
機器・設備利用

産学連携・連携機関紹介 人材育成

技術相談 委託試験・分析

知財共同出願

シーズ・ノウハウ提供

共同研究・受託研究

産官学連携成功事例 ／ 公設試のすすめ 2018

【受賞歴】

2017年まで累計100万枚以上販売。
同社一のロングセラー商品となっている。
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画像認識とAIを活用したパンの瞬時識別技術

『ベーカリースキャン』
   商品の特徴
値札がつけられない焼きたてパンを約１秒で一括識別。画像識別技術を
レジ精算に応用する世界初の試みで、ベーカリーショップのレジ業務に
革新をもたらします。

新人店員の学習期間を短縮 ！　レジ精算のスピードＵＰ ！

撮影ユニットと専用POSシステムがセットになったオールインワンタイプ
には、ベーカリーショップのレジ業務に特化したPOSソフトを搭載。パン
の画像識別からレジ精算までスムーズに業務が行えます。また、自動学
習機能により、新商品の追加も簡単に行えます。

■開発開始：2008年11月　　■事業開始：2013年3月

焼きたてのパンには、バーコードやRFタグなどの自動認識シ
ステム用タグを取り付けることができない。
ベーカリーショップでは、パンを個別包装せずに販売するス
タイルが多く、バーコードを使用したPOSレジシステムの採
用は困難であった。また、多品種販売であるため新人の店員
は、１００種類にも及ぶ商品名と価格を覚えるために１～３ヶ月
要していた。この問題を解決するために、画像でパンを瞬時
に識別する技術開発に着手。兵庫県立大学と共同で実用化
に向け取り組むことになった。

カメラで撮影し、瞬時に商品識別を行うPOSレジシステム
（BakeryScan®＋POSシステム）を世界で初めて実現し、新
市場を開拓した。
開発した技術を画像識別エンジンAI-Scanとしてパッケージ
化。現在、食事識別、一般商品識別、薬剤識別などに応用して
いる。

●形や色などパンの特徴から、識別に必要な要素を自動的に
導き出す技術を開発。

●接触したパンを自動的に分離する技術を開発。

●識別装置にバックライトをつけ、半透明のトレーを採用。パ
ンの形状を明確にするとともに、レジ周辺の環境光の影響
を最小限に抑えた。

●簡単な操作でパンの識別結果をレジに反映するため、専用
のPOSアプリを開発。

●補助金の取得で開発が加速。新聞などでも取り上げられ知
名度が向上。実用化に向けた社会的期待感を獲得できた。

〈大学と企業の関係〉
兵庫県立大学とは別の共同研究（播州織の繊維解析システム）
を実施していた。兵庫ものづくり支援センター播磨とも交流が
あった。

当時、実用化された画像識別技術は数少なく、様々な方式で
チャレンジしていたが、実用化できる識別精度や速度を満た
せていなかった。兵庫ものづくり支援センター播磨は本技術
の可能性に注目し、事業化推進の支援や補助金申請など商
品化の実現に向け多方面からサポートを実施した。

製  品
開  発

瞬撮会計
商品名

開発の経緯 連携の成果

支援機関の役割

3.1.

2.

公設試のすすめ 2018 ／ 産官学連携成功事例

ポイント

株式会社ブレイン兵 庫産 官 学 連 携 成 功 事 例
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業　種　ソフトウェア業
代表者　代表取締役社長 神戸 壽
住　所　兵庫県西脇市鹿野町 1352
電　話　0795-23-5510 ㈹
URL http://www.bb-brain.co.jp

企業情報
１９８２年にパソコンショップとしてスター
トし、「熟語変換ソフトの開発、ニュース
センター９時（NHK）のプロ野球経過速
報、円相場速報表示システムの開発」を
契機に本格的システムハウスとして発展
してきた。画像シミュレーションを得意と
し、同社が開発した先染織物デザインシ
ステム「TEX-SIM」は、西脇産地のみなら
ず世界で利用されている。また、近年で
はAIを使った画像認識システムにも注力
し、複数個のパンをカメラで一括識別する

「BakeryScan®」を開発。全国のベーカ
リーショップに採用が広がっている。

官 兵庫ものづくり支援センター播磨

2010年６月～2012年12月
経済産業省戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）

株式会社ブレイン

開発の道程

（株）ブレイン協力企業 大学等
・POS連携アプリ開発
・識別能力の安定化
・分離識別技術開発
・撮影ユニット開発
・パッケージ化

・POSレジメーカー
・パン等製造企業

計７社

・画像識別の
  基礎技術確立
・識別能力の向上

兵庫県立大学

・産学連携の支援　・補助金申請支援
・知名度向上に向けた活動（展示会出展、賞獲得）

産産 学

連携をふりかえって

（株）ブレイン　神戸 壽 氏
大学では様々な研究が行われています。発表会
等があれば、積極的に参加し、大学などから情
報収集を行うことを心掛けてきました。そして、
人間関係も大切だと思っています。日頃のお付
き合いから、気軽に相談をすることも出来るよ
うになります。扉を叩けば、必ず扉は開くと思い
ます。問題意識を持って、感性を磨いておくこと
が結果を出す第一歩だと思います。

兵庫ものづくり支援センター　中嶋 晴久 氏
焼きたてパンのレジ精算に画像認識技術が活
用できないだろうか、と開発初期段階で社長よ
り相談をいただきました。兵庫県立大学の森本
先生が精力的に研究を進め、基本的な技術を確
立されました。私も画像認識技術の事業化経験
を活かし様々な提案を行い、センター退任後も
継続的に実用化に向け、並走して参りました。成
功のために技術力はもちろん必要ですが、社長
の行動力、人脈活用力、思考の柔軟性があった
からこそ実用化に結び付いたと思います。

2008年−
2009年−

2010年−
−

2012年−
2013年−

2012年−

2013年−

2014年−

−
2015年−

−

2016年−

2017年−

開発開始（産学連携）
共同研究開始（兵庫県立大学
地域連携卒業研究：トレイ上の
パンを３秒以内で識別する技術
を確立）
新聞発表
サポイン事業開始（３年）
サポイン事業終了
販売開始

JAISA第１４回自動認識システ
ム大賞　優秀賞
第２５回中小企業優秀
新技術・新製品賞 奨励賞
産官学連携特別賞
近畿経済産業局「関西ものづく
り新撰２０１４」選定
ひょうごNo.１ものづくり大賞
経済産業省 第６回ものづくり
日本大賞 優秀賞
GOOD DESIGN AWARD
２０１５ ベスト１００選出、
ものづくりデザイン賞
兵庫県立大学産学連携・
研究推進機構知的財産本部長
特別表彰
ひょうごクリエイティブ
ビジネスグランプリ2017
兵庫県知事賞特別賞

「BakeryScan®」製造出荷台数：累計251台
（平成29年9月現在） 

機器・設備利用

産学連携・連携機関紹介 人材育成

技術相談 委託試験・分析

知財共同出願

シーズ・ノウハウ提供

共同研究・受託研究

体制図

活用した補助金等

活用した大学サービス

4.

6.

5.

産官学連携成功事例 ／ 公設試のすすめ 2018

【受賞歴】



スマートものづくり革新
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　県内の産業や面的経済成長の実現を図るため、和歌山県工業技術センターでは、ものづくりの
デジタル化「スマートものづくり革新」に取り組んでいます。世界的に高いシェアを誇るニッチトッ
プ企業やオンリーワン企業、地域経済への貢献が高いコネクターハブ企業の創出・育成を目指
した「スマートものづくり推進プロジェクト」を立ち上げ、新技術・新製品開発のための企業支援
ツールを集約したオープンラボの拡充を進めています。基礎技術から応用技術まで、一貫した
技術支援や企業人材育成が可能となります。

オープンラボ「スマートプロセッシングラボ」
●３Dスマートものづくりラボ
　３Dプリンター、CAD/CAEシステム、産業用X線
　CT等を機能的に配置

●ケミカルスマートものづくりラボ
　計算化学システムの導入

コア技術の深耕（主な技術分野）
●３Ｄデータ活用技術  ●画像処理・センシング技術　●フードサイエンス 
●有機合成技術　　　●化学分析・材料評価技術　　●未利用資源活用技術
●皮革等の加飾・染色・表面改質技術　●テキスタイルサイエンス

成功事例

株式会社 タイボー

計算機支援工学 CAE による
物流パレットの開発
スマートプロセッシングラボを利用し、設計
段階で構造解析を行った。その結果をベー
スに金型を製作し物流パレットを製品化。

太洋工業 株式会社

伸縮性に優れた金属回路の開発
布上金属回路の形状等最適化をスマー
トプロセッシングラボも活用し実施。布
上に金属回路を高密度に配線する技術
を実現。

オープンラボ
活用

先端的
技術開発

コア技術の深耕

産官学連携
研究機関の

技術シーズ移転

県内企業の育成
ニッチトップ企業

コネクターハブ企業

ふくいオープンイノベーション推進機構

スマートものづくり推進プロジェクト

福 井 県

和歌山県

　県内企業の開発ニーズに対応するため、産学官金
が連携し課題解決にあたる開かれたネットワーク体
制「ふくいオープンイノベーション推進機構（FOIP）」
を構築しました。産学官金の英知を結集して、県内
企業のイノベーション（技術開発）を応援し、Hidden 
Champion（グローバル・ニッチトップ企業）の創出
を目指します。「ふくい宇宙産業創出研究会」等の研
究会を立ち上げるなど、県内ものづくり企業に対し、
宇宙産業等への参入を支援しています。

②衛星通信補助システム①人工衛星筐体衛星通信システムのイメージ図

離脱
北 南

衛生捕捉

次世代超小型人工衛星の設計から運用まで

近畿７府県

成功事例

春江電子 株式会社

宇宙産業への進出
春江電子（株）を代表にしたプロジェクトチームを構
成。次世代超小型人工衛星の設計・製造から運用に
かかる技術開発に取り組みました。福井県の産学
官金連携技術革新推進事業補助金も活用し、下記
の製品化に成功しました。
①軽量かつ堅牢な小型人工衛星筐体
②低軌道衛星の自動追尾機能を搭載した可搬型
　衛星通信補助システム

物流パレットの構造解析結果 LED点灯例

解析結果

県
内
企
業
の「
売
れ
る
製
品
化
」を
促
進

概略図

ふくいオープンイノベーション
推進機構

大学・公設試・銀行等の人材が、企業の開発
ニーズに対応するため、チームで応援する

オープンな仕組み。

工業技術センターに設置
県外大企業

産業支援機関

県 金融機関

大学・高専

研究開発、事業化を図りたい
県内ものづくり企業 等

産業技術総合研究所

国研究開発
推進機関

新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）

公設試等

本県にゆかりの大企業
OBや大手企業

産業支援センター、
商工会議所、商工会 等

運営および開発支援

連携

銀行、信用金庫

福大、県大、工大、
高専の教授 等

研究職、コーディネータ

JST等

コーディネータ

工技セ、エネ研、試験場
等の技術職

各地域で持続的に新産業・新需要等を生み
出す様々な取り組みが進められています。
これら取り組みの４事例をご紹介いたします。

公設試のすすめ 2018 ／ イノベーション推進事例

技術開発
を委託 開発成果

連携
協定

イノベーション推進事例

http://www.fklab.fukui.fukui.jp/kougi/foip/

ふくい　FOIP 検索



成　果

漢方のメッカ

活力ある高度ものづくり産業の創出
平成２３年９月発足 平成２９年１０月現在　会員数：２３２機関

マッチング
フォーラム

個別訪問

座談会
研究会 情報発信

産官学金
出会いの場
〈会員制〉
（無料）

滋賀県産業振興ビジョンに沿った重点的なネットワークづくり
高度モノづくりイノベーション 水・エネルギー・環境イノベーション
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成　果

　滋賀県、（公財）滋賀県産業支援プラザでは、“高度モノづくり”および
“水・エネルギー・環境”の分野における研究開発や新事業創出に意欲
的な企業および大学、研究機関等を対象に産官学金連携の結びつきを
強化するとともに、次代を担う新事業の芽を発掘し、成長発展する参加
型ネットワークを構築しています。

ネットワークを通して企業、大学、県（工業技術センター）、産業支援
プラザが連携を強める事により、新たな新技術開発などに向けた研
究体制が醸成され、戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事
業）を活用して新技術・新製品に向けた開発を加速している。全国
的にも高水準の平成２８年度６件の採択、平成２９年度４件の採択に
至っており、ネットワークが有効に利用されている。

http://www.shigaplaza.or.jp/shigasinsangyo_top/

http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/inovation.html

滋賀　新産業

ローカル・イノベーション・プロジェクト

マイクロニードル 植物工場 銀ナノ粒子ペースト

しが新産業創造ネットワーク

漢方のメッカ推進プロジェクト

滋 賀 県

奈 良 県
奈良県では、地場産業として配置薬業が発展しています。原料生薬の生産拡大
から関連する新たな産業分野である機能性表示食品等の創出まで一貫体制
を構築するため、産官学金連携プロジェクトを構築。薬用作物栽培支援、製品
開発支援等、事業化に向けた取組みを積極的に推進し、関連する新たな商品・
サービス等の創出も視野に入れ、県内の産業活性化を図っています。

奈良県産業振興総合センターが機能性の評価に関する研究を実施。研究
成果を活用して、現在４０品目以上の商品が市場に投入されている。
成功事例：株式会社パンドラファームグループ、株式会社 RAHOTSU
主に婦人薬に使われる生薬原料であるヤマトトウキの葉、ヤマトタチバナ
を活用した食品、化粧品などを開発。
派生プロジェクト：なら橘街道プロジェクト等

http://www.pref.nara.jp/kampo/

生薬
供給拡大

製造
生薬・派生品

漢方薬等
普及促進

漢方薬等
教育・研究・臨床

産官学金
連携

漢方のメッカ

奈良

生産から販売まで
一貫体制構築

産官学金協働による知的資源の創造と地域経済の活性化に資することを目的に、『奈良工業高等専門学校』を地域イノ
ベーション拠点としたコンソーシアムを構築いたしました。「官」として、奈良県産業振興総合センター、大阪府商工労働部、
近畿経済産業局地域経済課に参画いただいています。奈良県だけでなく東大阪・八尾・けいはんな等周辺地域の産官学金
連携の拠点としての役割を担います。（現在の会員数：46）

奈良高専 地域イノベーションコンソーシアム（平成２９年２月設立）

トウキ葉茶 ドレッシング 橘こしょう

近畿経済産業局の登録制度。管内自治体の23プロジェクトを応援しています。

NEWS

NEWS

組織づくり
支援対象プロジェクト選定

事業化支援
競争力
強化

共同研究
推進

公的資金の活用

イノベーション推進事例 ／ 公設試のすすめ 2018

産業界 研究
機関等

開発事例

関西☆地域発 ！ ローカル・イノベーション・プロジェクト 検索

検索

検索
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