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設備機器名 
使用料 
〔円／時〕 

切断機 470 

旋盤 720 

卓上帯鋸盤         40 

フライス盤 1,080 

ボール盤 60 

ラジアルボール盤 370 

塑性加工解析シミュレーションシステム 250 

サーボプレス 1,500 

○ 表面処理   

UBMスパッタ装置 5,200 

ブラスト装置 330 

ラジカル窒化装置 4,920 

○ CAD/CAE/CAM   

ＣＡＤソフトウェア 90 

Solidworks Office Premium 150 

連成解析システム 5,000 

○ 電気計測   

ＥＭＩ計測ｼｽﾃﾑ 3,210 

静電気試験器 0 

雷サージ試験器 0 

ノイズ試験器 0 

ファスト・トランジェント/バースト試験器 0 

電源電圧変動試験器 0 

アース導通試験器 0 

耐電圧・絶縁抵抗試験器 0 

漏電電流試験器 0 

電源環境試験システム 470 

無響室 600 

超低温恒温恒湿器 (PSL-2KPH) 80 

冷熱衝撃試験装置（TSA-101L-A）  280 

○ 食品分析   

液体クロマトグラフ質量分析装置 (LC/MS/MS) 7,300 

超高速液体クロマトグラフ 2,680 

ガスクロマトグラフ質量分析装置 (GC/MS) 3,950 

におい識別装置 1,980 

テクスチャー測定装置 830 

抗酸化性分析装置 500 

○ 食品加工   

レトルト殺菌装置 1,190 

真空凍結乾燥装置 210 

過熱水蒸気装置 680 

粉砕機 190 

食品保存用冷蔵庫 10 

食品保存用冷凍庫 10 

低温保存システム 50 

スプレードライヤー     600 

 

 

 
 

開放設備使用料一覧表 （Ｈ３１年度） （３１．４．１～） 

設備機器名 
使用料 
〔円／時〕 

○ 材料試験   

万能試験機 3,420 

精密万能試験機（本体） 660 

卓上型精密万能試験機 930 

曲げ試験機   200 

デジタルマイクロスコープ 1,430 

接触角計  60 

ロックウェル硬度計 170 

ビッカース硬度計 230 

マイクロビッカース硬度計 340 

ブリネル硬さ試験機（ABK-1） 390 

引掻硬さ試験機 80 

表面性測定機         260 

摩耗試験機 80 

○ 材料分析   

ＩＣＰ質量分析装置 4,160 

塩水噴霧試験機 130 

光沢計              100 

実体顕微鏡 60 

炭素硫黄同時分析装置 2,150 

低真空走査型電子顕微鏡システム 2,920 

電気炉 70 

熱分析装置 740 

シャウカステン 20 

磁粉探傷装置（Ａ－１５Ｈ） 250 

超音波探傷器（ＳＭ－１０１ＪＨ） 100 

超音波探傷器（ＦＤ－６７０） 100 

超音波探傷器（ＵＳＫ７Ｓ－Ｊ） 100 

超音波探傷器（ＥＰＯＣＨ－３） 100 

水洗槽（ＥＦ－１） 300 

熱間樹脂埋込機 440 

○ 機械計測   

工場顕微鏡（ＣＮＣ旋盤の付属機器） 10 

高精度画像測定システム 160 

三次元測定機 2,740 

表面形状・粗さ測定機 3,460 

万能投影機 660 

非接触三次元測定装置 2,070 

非接触三次元デジタイザ 1,850 

振動試験装置 1,230 

振動解析装置 550 

○ 機械加工   

ＣＮＣ旋盤 3,390 

高精細三次元造形装置 2,810 

サポート除去装置 220 

研磨・琢磨機 370 

５軸制御立形マシニングセンタ 6,450 

精密万能自動切断機 340 

精密平面研削盤 1,810 
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（１）主な外部発表
No.発表テーマ名 発表者 発表先 発表時期

1
ベンゾオキサジン系ポリマーアロイ（ポリイミド、
ポリウレタン）

市瀨英明
古川信之
竹市力

ベンゾオキサジン樹脂の新し
い設計と応用展開（シーエム
シー出版）

pp.136-144 (2018)

2
ノボラック環状カーボネートとジアミンの重付加
によるネットワーク型ポリヒドロキシウレタンの合
成と性質

市瀨英明
他

ネットワークポリマー論文集
Vol.39, No.3 pp.111 -117
(2018)

3
Tightly adhering diamond like carbon films on
copper substrates by oxygen pre-implantation

馬場恒明
他

Surface & Coatings
Technology

Vol.335, pp.134-139 (2018)

4

Computational Analysis of Solute Solvent
Coupling Magnitude in Z/E Isomerization
Reaction of Nitroazobenzene and
Benzylideneanilines

重光保博
他

Journal of Solution
Chemistry

Vol.47, No.1 pp.1-13 (2018)

5
長崎県発フードイノベーション② 機能性評価技
術と微生物利用技術による商品化

河村俊哉
玉屋圭
松本周三

FOOD STYLE 21（食品化学
新聞社）

2月号, pp.22-25 (2018)

6
ポリイミドとのアロイ化による樹脂材料の高機能
化

市瀨英明
古川信之
竹市力

プリンテッド・エレクトロニクス
に向けた材料、プロセス技術
の開発と最新事例（分担執
筆, 第5章2節）

pp.181-191, 技術情報協会
(2017)

7
ベンゾオキサジン樹脂の分子設計とアロイ化技
術

市瀨英明
里見暢子
古川信之
竹市力

放熱・高耐熱材料の特性向
上と熱対策技術（分担執筆,
第4章5節）

pp. 290-302, 技術情報協会
(2017)

8
熱可塑性ポリイミド/ポリヒドロキシエーテル系ポ
リマーアロイ

市瀨英明
古川信之
竹市力

ポリイミドの機能向上技術と応
用展開（分担執筆, 第2編第6
章）

pp.102-119, シーエムシー出版
(2017)

9
Preparation of anatase films from titanium
containing diamond like carbon films

馬場恒明
他

Materials Letters Vol.213, pp.148-150 (2017)

10
Properties of iodine containing diamond like
carbon films prepared by plasma source ion
implantation

馬場恒明
他

Diamond and Related
Materials

Vol.81, pp.108 (2017)

11
Preparation of iodine containing diamond like
carbon films by trifluoroio domethane

馬場恒明
他

Materials Letters Vol.215, pp.68-70 (2017

12
Sample holder with open area for increased
deposition rate in plasma immersion ion
implantation and deposition

馬場恒明
他

Review of Scientific
Instruments

Vol.88, No.9, pp.1-3(2017)

13
Effect of carbon ion implantation on the
tribology of metal-on-metal bearings for
artificial joints

馬場恒明
他

International Journal of
Nanomedicine

Vol.12, pp.4111-4116 (2017)

14

Preparation of Metal-Containing Diamond-Like
Carbon Films by Magnetron Sputtering and
Plasma Source Ion Implantation and Their
Properties Diamond-like Carbon Films by
Sputtering and Plasma Source Ion Implantation

馬場恒明
他

Advances in Materials
Science and Engineering

Vol.2017, pp.1-8 (2017）

15
Long term thermal stability of Si containing
diamond like carbon films prepared by plasma
source ion implantation

馬場恒明
Surface and Coatings
Technology

Vol.305, pp.93-98 (2016)

16 ドライプロセスによる表面処理・薄膜形成の応用 馬場恒明
ドライプロセスによる表面処
理・薄膜形成の応用

コロナ社 (2016）

17
耐熱性高分子ポリベンゾオキサジンのポリマー
アロイ

市瀨英明
古川信之
竹市力

第3・第4世代ポリマーアロイ
の設計・制御・相溶化技術
（分担執筆, 第6章1節)

pp. 154-159, S＆T出版 (2016)

18
Synthesis of indeno［1,2-d］ pyrimidin-5-ones
and their fluorescence in solid state

重光保博
他

Journal of Heterocyclic
Chemistry

Vol.53, pp.414-420 (2016)

19
炭素イオン注入したチタン合金表面の耐腐食
性評価

馬場恒明
他

日本関節病学会誌 Vol.34, No.4, pp.543(2015)

20

2-Pyridone-based fluorophores containing 4-
dialkylamino-phenyl group: Synthesis and
fluorescence properties in solutions and in
solid state

重光保博
他

Dyes and Pigments(Elsevier
Publisher)

Vol.124, pp.196-202 (2016)

21
Preparation of anatase surface layers via
carbon implantation into titan

馬場恒明
他

Materials Letters Vol.168, pp.196(2016)

22
長崎乳酸菌ライブラリーを活用した乳酸発酵飲
料の開発

河村俊哉
月刊食品工場長（日本食糧
新聞社）

平成27年12月3日

23
長崎県の地域資源である緑茶とビワ葉を原料と
した混合発酵茶の開発

玉屋圭
月刊食品工場長（日本食糧
新聞社）

平成27年12月3日

24
Modification of diamond-like carbon films by
nitrogen incorporation via plasma immersion
ion implantation

馬場恒明
他

Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research
B

Vol.365, pp.357 (2015)

5  平成21年度から平成30年度までの成果
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No.発表テーマ名 発表者 発表先 発表時期

25

Pilot study on novel skin care method by
augmentation with Staphylococcus epidermidis,
an autologous skin microbe – A blinded
randomized clinical trial

松本周三
他

日本研究皮膚科学会
Journal of Dermatological
Science

Vol.79, No.2, pp. 119-126(2015)

26
微小球光センサーを用いた微生物汚染の迅速
判定システムの開発

田尻健志
松本周三
他

産総研コンソーシアム 計測・
診断システム研究協議会
ニュース

第１１７号 平成27年５月７日

27
微小球の光共振特性を用いた酵素の高感度・
迅速検出に関する研究

田尻健志
松本周三
他

徳島大学機関リポジトリ（徳島
大学）

平成27年5月15日

28
ビワ葉と茶葉のコラボによる美味しく，機能性に
優れた新規混合発酵茶

玉屋 圭
他

日本生物工学会誌
93（4）222-224 　平成27年４月
２２日

29
Accelerated Molecular Dynamics Study of Cis-
Trans Isomerization of Azobenzene: Kramers
Theory Validation

重光保博
他

Journal of Solution
Chemistry

Vol.43, pp.1746-1754 (2014)

30
ウィスパリングギャラリーモードを用いた抗原抗
体薄膜層の光学特性評価

田尻健志
松本周三
他

分析化学 Vol.63, No.10, pp.847 (2014)

31
Effects of alkyl group in （dialkylamino）
perfluorophenazines on melting point and
fluorescence

重光保博
他

RSC Advances
Vol.4, No.103, pp.59387-
59396 (2014)

32
Surface modification and corrosion properties
of implanted and DLC coated stainless steel by
plasma based ion implantation and deposition

馬場恒明
他

Surface and Coatings
Technology

Vol.256, pp.23-29 (2014)

33
Improved adhesion of DLC films on copper
substrates by preimplantation

馬場恒明
他

Surface and Coatings
Technology

Vol.256, pp.37-40 (2014)

34
ミカン栽培における水管理への緑葉分光反射
特性の活用

兵頭竜二
他

農業リモートセンシング・ハン
ドブック増補版 （システム農
学会）

pp.112-125 (2014)

35

Preparation of Ag-containing diamond-like
carbon films on the interior surface of tubes by
a combined method of plasma source ion
implantation and DC sputtering

馬場恒明
他

Applied Surface Science Vol.310, pp.257-261(2014)

36
DLC coating of interior surfaces of steel tubes
by low energy plasma source ion implantation
and deposition

馬場恒明
他

Applied Surface Science Vol.310, pp.262-265(2014)

37
Optical Characterization of the Antigen-
Antibody Thin Layer Using the Whispering
Gallery Mode

田尻健志
松本周三
他

Analytical Sciences
Vol.30, No.8, pp.799-804
（2014）

38

Three-color Polymorph-dependent
Luminescence: Crystallographic Analysis and
Theoretical Study on Excited-state
Intramolecular Proton Transfer (ESIPT)
Luminescence of Cyano-substituted
Imidazo[1,2-a]pyridine

重光保博
他

Crystal Engineering
Communications (Royal
Society of Chemistry)

Vol.16, pp.3890-3895(2014)

39

「Intermolecular Interaction Influence on Solid
State Luminescence of Imidazopyrizines :
Theoretical Interpretations using FMO-
TDDFT and ONIOM Approach」

重光保博
他

Physical Chemistry and
Chemical Physics (Royal
Society of Chemistry)

Vol.16, No.28, pp.14388-
14395(2014)

40
Asparagus Harvesting Robot（アスパラガス収穫
ロボット）

田口喜祥
入江直樹

Journal of Robotics and
Mechatoronics（富士技術出
版㈱）

vol.26, №2, pp.267-268(2014)

41 FMO の実装と応用 重光保博
日本化学会情報化学部会誌
CICSJ Bulletin

Vol.33, No.1, pp.1 (2014)

42
Theoretical Interpretations of UV/Vis and
Fluorescence Spectra of new 2(1H)-Pyridone
Derivative in Solution and Solid State

重光保博
他

Dyes and Pigments
Vol.99, No.3, pp.940-949
(2013)

43
Accurate Position Detecting for during
Asparagus Spear Harvesting Using Laser

田口喜祥
他

Engineering in Agriculture、
Environment and Food

Vol.6, No3, pp.105-110（2013）

44 活アオリイカ輸送に向けた取り組み
大脇博樹
他

高圧ガス（高圧ガス保安協
会）

Vol.50, pp.19-23 (2013)

45
Structural Characteristic of Folding/Unfolding
Intermediate of Pokeweed Anti-viral Protein
Revealed by Time-resolved Fluorescence

松本周三
他

Journal of Fluorescence
（Springer）

Vol.23, pp.407-415（2013）

46 長崎県工業技術センターにおける企業支援 馬場恒明
表面技術（（一社）表面技術
協会）

Vol.64, No.6, pp.33-35（2013）

47

Comparative study of proteins recovered from
whole North Pacific krill Euphausia pacifica by
acidic and alkaline treatment during isoelectric
solubilization/precipitation

大脇博樹
他

Fisheries Science（日本水産
学会）

Vol.79, No.3, pp.537-546
（2013）

48
Hermetic Protection of Rings by Ion Beam
Sputter Coating with a Broad Beam Ion Source
and a W-Shaped Hollow Sputter Target

馬場恒明
他

Transactions of the Materials
Research Society of Japan

Vol.38, №1, pp.101-104(2013)
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Vol.39, No.3 pp.111 -117
(2018)

3
Tightly adhering diamond like carbon films on
copper substrates by oxygen pre-implantation

馬場恒明
他

Surface & Coatings
Technology

Vol.335, pp.134-139 (2018)

4

Computational Analysis of Solute Solvent
Coupling Magnitude in Z/E Isomerization
Reaction of Nitroazobenzene and
Benzylideneanilines

重光保博
他

Journal of Solution
Chemistry

Vol.47, No.1 pp.1-13 (2018)

5
長崎県発フードイノベーション② 機能性評価技
術と微生物利用技術による商品化

河村俊哉
玉屋圭
松本周三

FOOD STYLE 21（食品化学
新聞社）

2月号, pp.22-25 (2018)

6
ポリイミドとのアロイ化による樹脂材料の高機能
化

市瀨英明
古川信之
竹市力

プリンテッド・エレクトロニクス
に向けた材料、プロセス技術
の開発と最新事例（分担執
筆, 第5章2節）

pp.181-191, 技術情報協会
(2017)

7
ベンゾオキサジン樹脂の分子設計とアロイ化技
術

市瀨英明
里見暢子
古川信之
竹市力

放熱・高耐熱材料の特性向
上と熱対策技術（分担執筆,
第4章5節）

pp. 290-302, 技術情報協会
(2017)

8
熱可塑性ポリイミド/ポリヒドロキシエーテル系ポ
リマーアロイ

市瀨英明
古川信之
竹市力

ポリイミドの機能向上技術と応
用展開（分担執筆, 第2編第6
章）

pp.102-119, シーエムシー出版
(2017)

9
Preparation of anatase films from titanium
containing diamond like carbon films

馬場恒明
他

Materials Letters Vol.213, pp.148-150 (2017)

10
Properties of iodine containing diamond like
carbon films prepared by plasma source ion
implantation

馬場恒明
他

Diamond and Related
Materials

Vol.81, pp.108 (2017)

11
Preparation of iodine containing diamond like
carbon films by trifluoroio domethane

馬場恒明
他

Materials Letters Vol.215, pp.68-70 (2017

12
Sample holder with open area for increased
deposition rate in plasma immersion ion
implantation and deposition

馬場恒明
他

Review of Scientific
Instruments

Vol.88, No.9, pp.1-3(2017)

13
Effect of carbon ion implantation on the
tribology of metal-on-metal bearings for
artificial joints

馬場恒明
他

International Journal of
Nanomedicine

Vol.12, pp.4111-4116 (2017)

14

Preparation of Metal-Containing Diamond-Like
Carbon Films by Magnetron Sputtering and
Plasma Source Ion Implantation and Their
Properties Diamond-like Carbon Films by
Sputtering and Plasma Source Ion Implantation

馬場恒明
他

Advances in Materials
Science and Engineering

Vol.2017, pp.1-8 (2017）

15
Long term thermal stability of Si containing
diamond like carbon films prepared by plasma
source ion implantation

馬場恒明
Surface and Coatings
Technology

Vol.305, pp.93-98 (2016)

16 ドライプロセスによる表面処理・薄膜形成の応用 馬場恒明
ドライプロセスによる表面処
理・薄膜形成の応用

コロナ社 (2016）

17
耐熱性高分子ポリベンゾオキサジンのポリマー
アロイ

市瀨英明
古川信之
竹市力

第3・第4世代ポリマーアロイ
の設計・制御・相溶化技術
（分担執筆, 第6章1節)

pp. 154-159, S＆T出版 (2016)

18
Synthesis of indeno［1,2-d］ pyrimidin-5-ones
and their fluorescence in solid state

重光保博
他

Journal of Heterocyclic
Chemistry

Vol.53, pp.414-420 (2016)

19
炭素イオン注入したチタン合金表面の耐腐食
性評価

馬場恒明
他

日本関節病学会誌 Vol.34, No.4, pp.543(2015)

20

2-Pyridone-based fluorophores containing 4-
dialkylamino-phenyl group: Synthesis and
fluorescence properties in solutions and in
solid state

重光保博
他

Dyes and Pigments(Elsevier
Publisher)

Vol.124, pp.196-202 (2016)

21
Preparation of anatase surface layers via
carbon implantation into titan

馬場恒明
他

Materials Letters Vol.168, pp.196(2016)

22
長崎乳酸菌ライブラリーを活用した乳酸発酵飲
料の開発

河村俊哉
月刊食品工場長（日本食糧
新聞社）

平成27年12月3日

23
長崎県の地域資源である緑茶とビワ葉を原料と
した混合発酵茶の開発

玉屋圭
月刊食品工場長（日本食糧
新聞社）

平成27年12月3日

24
Modification of diamond-like carbon films by
nitrogen incorporation via plasma immersion
ion implantation

馬場恒明
他

Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research
B

Vol.365, pp.357 (2015)

5  平成21年度から平成30年度までの成果
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No.発表テーマ名 発表者 発表先 発表時期

49

Preparation and Antibacterial Properties of
Ag-Containing Diamond-Like Carbon Films
prepared by Magnetron Plasma Source Ion
Implantation

馬場恒明
他

Vacuum Vol.89, pp.179-184(2013)

50
樹木緑葉分光特性取得装置の試作開発とその
水分ストレス推定への活用の試み

兵頭竜二
写真測量とリモートセンシン
グ（日本写真測量学会）

Vol.51, No.6, pp.358-369
(2013)

51
Quantum Chemical Study on Molecular-Level
Affinity of DJ-1 Binding Compounds

重光保博
International Journal of
Quantum Chemistry (Wiley)

vol.114(4), pp.574-579 (2013)

52
Clinical and histomorphometrical study on
titanium dioxide-coated external fixation pins

馬場恒明
他

International Journal of
Nanomedicine

Vol.8, pp.593-599 (2013)

53 アオリイカの蓄養方法について１つの試み
大脇博樹
他

水産開発（社団法人長崎県
漁港漁場協会）

平成24年9月30日

54

Excited-State Intramolecular Proton Transfer
(ESIPT) Emission of
Hydroxyphenylimidazopyridine: Computational
Study on Enhanced and Polymorph-Dependent
Luminescence in the Solid-State

重光保博
他

Journal of Physical Chemistry
A　(American Chemical
Society)

Vol.116, pp.12041-12048
(2012)

55
Electronic Spectra of Cycl[3.2.2]azine and
Related Compounds: Solvent Effect on
Vibronic Couplings

重光保博
他

Journal of Physical Chemistry
A　(American Chemical
Society)

Vol.116, No.36, pp9100-9109
(2012)

56
Preparation of Diamond-like Carbon Films by
Plasma Source Ion Implantation with External
Glow Discharge

馬場恒明
他

Transactions of the Materials
Research

Vol.37, No.2, pp.227-231(2012)

57
長崎県内資源を活用した新規乳酸菌発酵食品
開発のための高機能性植物性乳酸菌のスク
リーニング

河村俊哉
晦日房和
玉屋圭
松本周三
他

日本食生活学会誌 Vol.23, No.1, pp5-11(2012)

58 長崎県工業技術センターの現況と目指すもの 馬場恒明
ながさき経済（長崎経済研究
所）

平成24年6月27日

59 活イカ輸送の実用化にむけて
大脇博樹
他

水産開発（社団法人 長崎県
漁港漁場協会）

平成24年6月30日

60
Platinum implantation into tantalum for
protection against hydrogen embrittlement
during corrosion

馬場恒明
他

Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research
Section B

Vol.272, pp441-445(2012)

61

Properties of Hydrogenated DLC Films as
Prepared by a Combined Method of Plasma
Source Ion Implantation and Unbalanced
Magnetron Sputtering

馬場恒明
他

Journal of Materials Research Vol.27, No.5, pp845-849(2012)

62

Synthesis,solid-state fluorescence properties,
and computational analysis of n-ovel 2-
aminobenzo[4,5]thieno[3,2-d]pyrimidine-5,5-
dioxiides

重光保博
他

Beilstein Journal of Organic
Chemistry (Beilstein-
Institute for the
advancement of chemical

Vol.8 pp.266-274(2012)

63
Methane plasma-based ion implantation of
metallic and galvanically oxidized tantalum

馬場恒明
他

Surface and Coatings
Technology

pp.951-954, Vol.206(2011)

64
Fluorine and carbon ion implantation and
deposition on metals by plasma source ion
implantation

馬場恒明
他

Surface and Coatings
Technology

pp.963-966, Vol.206(2011)

65
Comparison of the surface modification of
tungsten and gold by methane plasma source
ion implantation

馬場恒明
他

IEEE Transaction on Plasma
Science

Vol.39, No.11, pp.3080-
3083(2011)

66
Deposition of Diamond-like Carbon Films on
Inner Wall Surfaces of Millimeter Size Diameter
Steel Tubes by Plasma Source Ion Implantation

馬場恒明
他

IEEE Transactions on Plasma
Science

Vol.39, No.11, pp.3140-
3143(2011)

67

Faradaic Phase Transition of Dibenzyl Viologen
on aHOPG Electrode Surface Studied by In
situ Electrochemical STM and
Electroreflectance Spectroscopy

重光保博
他

LANGMUIR (American
Chemical Society)

Vol.27, No.22, pp.13910-
13917(2011)

68

Photophysical Properties of Arylcarbonitrile
Derivatives. Synthesis, Absorption and
Fluorescence Spectra, and Quantum Chemical
Studies

重光保博 Dyes and Pigments (Elsevier) Volume 92, pp.580-587 (2011)

69 長崎県工業技術センターの活動 安藤 清 大村商工会議所ニュース ５月号 　平成23年５月２０日

70
Homogeneous Coating of the Inner Walls of
Metal Tubes by Ion Beam Sputter Deposition

馬場恒明
他

Transactions of the Materials
Research Society of Japan

Vol.35, No.4, pp.751-754
（2010）

71
近赤外レーザーを用いた果実糖度の非破壊計
測技術

下村義昭 レーザー研究
Vol.39, No.4, pp.233-238
(2011)

72 金属表面酸化チタン光蝕媒抗菌作用
馬場恒明
他

医学書院 pp.121-124（2010）

73
光計測技術を使った簡易型水分ストレス計の開
発～高糖度果実生産への活用を目指して～

兵頭竜二
長崎の果樹（全国農業協同
組合連合会長崎県本部、長
崎県果樹研究会）

（Vol.47 No.5 pp.4－7） 　平成
22年５月１日
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No.発表テーマ名 発表者 発表先 発表時期

74
Development of Asparagus Harvester
Coordinated with 3-D Vision Sensor

入江直樹
田口喜祥
堀江貴雄
他

Journal of Robotics and
Mechatronics

Vol.21, No.5, pp.583－589
（2009）

75
Photocatalytic bactericidal action of
fluorescent light in a titanium dioxi de particle
mixture:an in vitro study

馬場恒明
他

Biomedical Research
Vol.30, No.3, pp.189-192
(2009)

76
Deposition of silicon-containing diamond-like
carbon films by plasma-enhanced chemical
vapour deposition

馬場恒明
他

Surface and Coatings
Technology

Vol.203, pp.2747-2750 (2009)

77
Synthesis and TD-DFT Investigation of New
Maleimide Derivatives Bearing Pyrrole

重光保博
他

Research Letters in Organic
Chemistry

Vol.Q1, pp.1-5 (2009)

78
Development of Fluorescent 2-Pyrone
Derivatives Using Ketene Dithioacetals for
Organic EL Devices

重光保博
他

Heterocycles
Vol.78, No.3, pp.555-570
(2009)

79
Distribution of carbon in polycrystalline copper
surfaces treated by methane plasma immersion
ion implantation

馬場恒明
他

Nuclear Instruments and
Methods Physics Research B

Vol.267, pp.1531-1535 (2009)

80
Mechanical and electrical properties of
diamond-like carbon films deposited by plasma
source ion implantation

馬場恒明
他

Nuclear Instruments and
Methods Physics Research B

Vol.267, pp.1688-1691 (2009)

81
Corrosion resistance of magnesium treated by
hydrocarbon plasma immersion ion implantation

馬場恒明
他

Nuclear Instruments and
Methods Physics Research B

Vol.267, pp.1666-1669 (2009)

No.発表テーマ名 発表者 発表先 発表時期

49

Preparation and Antibacterial Properties of
Ag-Containing Diamond-Like Carbon Films
prepared by Magnetron Plasma Source Ion
Implantation

馬場恒明
他

Vacuum Vol.89, pp.179-184(2013)

50
樹木緑葉分光特性取得装置の試作開発とその
水分ストレス推定への活用の試み

兵頭竜二
写真測量とリモートセンシン
グ（日本写真測量学会）

Vol.51, No.6, pp.358-369
(2013)

51
Quantum Chemical Study on Molecular-Level
Affinity of DJ-1 Binding Compounds

重光保博
International Journal of
Quantum Chemistry (Wiley)

vol.114(4), pp.574-579 (2013)

52
Clinical and histomorphometrical study on
titanium dioxide-coated external fixation pins

馬場恒明
他

International Journal of
Nanomedicine

Vol.8, pp.593-599 (2013)

53 アオリイカの蓄養方法について１つの試み
大脇博樹
他

水産開発（社団法人長崎県
漁港漁場協会）

平成24年9月30日

54

Excited-State Intramolecular Proton Transfer
(ESIPT) Emission of
Hydroxyphenylimidazopyridine: Computational
Study on Enhanced and Polymorph-Dependent
Luminescence in the Solid-State

重光保博
他

Journal of Physical Chemistry
A　(American Chemical
Society)

Vol.116, pp.12041-12048
(2012)

55
Electronic Spectra of Cycl[3.2.2]azine and
Related Compounds: Solvent Effect on
Vibronic Couplings

重光保博
他

Journal of Physical Chemistry
A　(American Chemical
Society)

Vol.116, No.36, pp9100-9109
(2012)

56
Preparation of Diamond-like Carbon Films by
Plasma Source Ion Implantation with External
Glow Discharge

馬場恒明
他

Transactions of the Materials
Research

Vol.37, No.2, pp.227-231(2012)

57
長崎県内資源を活用した新規乳酸菌発酵食品
開発のための高機能性植物性乳酸菌のスク
リーニング

河村俊哉
晦日房和
玉屋圭
松本周三
他

日本食生活学会誌 Vol.23, No.1, pp5-11(2012)

58 長崎県工業技術センターの現況と目指すもの 馬場恒明
ながさき経済（長崎経済研究
所）

平成24年6月27日

59 活イカ輸送の実用化にむけて
大脇博樹
他

水産開発（社団法人 長崎県
漁港漁場協会）

平成24年6月30日

60
Platinum implantation into tantalum for
protection against hydrogen embrittlement
during corrosion

馬場恒明
他

Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research
Section B

Vol.272, pp441-445(2012)

61

Properties of Hydrogenated DLC Films as
Prepared by a Combined Method of Plasma
Source Ion Implantation and Unbalanced
Magnetron Sputtering

馬場恒明
他

Journal of Materials Research Vol.27, No.5, pp845-849(2012)

62

Synthesis,solid-state fluorescence properties,
and computational analysis of n-ovel 2-
aminobenzo[4,5]thieno[3,2-d]pyrimidine-5,5-
dioxiides

重光保博
他

Beilstein Journal of Organic
Chemistry (Beilstein-
Institute for the
advancement of chemical

Vol.8 pp.266-274(2012)

63
Methane plasma-based ion implantation of
metallic and galvanically oxidized tantalum

馬場恒明
他

Surface and Coatings
Technology

pp.951-954, Vol.206(2011)

64
Fluorine and carbon ion implantation and
deposition on metals by plasma source ion
implantation

馬場恒明
他

Surface and Coatings
Technology

pp.963-966, Vol.206(2011)

65
Comparison of the surface modification of
tungsten and gold by methane plasma source
ion implantation

馬場恒明
他

IEEE Transaction on Plasma
Science

Vol.39, No.11, pp.3080-
3083(2011)

66
Deposition of Diamond-like Carbon Films on
Inner Wall Surfaces of Millimeter Size Diameter
Steel Tubes by Plasma Source Ion Implantation

馬場恒明
他

IEEE Transactions on Plasma
Science

Vol.39, No.11, pp.3140-
3143(2011)

67

Faradaic Phase Transition of Dibenzyl Viologen
on aHOPG Electrode Surface Studied by In
situ Electrochemical STM and
Electroreflectance Spectroscopy

重光保博
他

LANGMUIR (American
Chemical Society)

Vol.27, No.22, pp.13910-
13917(2011)

68

Photophysical Properties of Arylcarbonitrile
Derivatives. Synthesis, Absorption and
Fluorescence Spectra, and Quantum Chemical
Studies

重光保博 Dyes and Pigments (Elsevier) Volume 92, pp.580-587 (2011)

69 長崎県工業技術センターの活動 安藤 清 大村商工会議所ニュース ５月号 　平成23年５月２０日

70
Homogeneous Coating of the Inner Walls of
Metal Tubes by Ion Beam Sputter Deposition

馬場恒明
他

Transactions of the Materials
Research Society of Japan

Vol.35, No.4, pp.751-754
（2010）

71
近赤外レーザーを用いた果実糖度の非破壊計
測技術

下村義昭 レーザー研究
Vol.39, No.4, pp.233-238
(2011)

72 金属表面酸化チタン光蝕媒抗菌作用
馬場恒明
他

医学書院 pp.121-124（2010）

73
光計測技術を使った簡易型水分ストレス計の開
発～高糖度果実生産への活用を目指して～

兵頭竜二
長崎の果樹（全国農業協同
組合連合会長崎県本部、長
崎県果樹研究会）

（Vol.47 No.5 pp.4－7） 　平成
22年５月１日

－ 162 －



（2） 受賞、表彰 

年・月 受賞名 受賞者 受賞内容 
平成 30 年 
11 月 

第 42 回合成樹脂工業

協会 学術奨励賞 
市瀨英明 二酸化炭素とエポキシドから誘導したネットワー

ク型ポリヒドロキシウレタンの合成に関する研究 
平成 30 年 
1 月 

平成 29 年度九州・沖縄

産業技術オープンイノ

ベーションデー 優秀

ポスター賞 

松本周三 長崎県産物由来の微生物を活用した商品開発 

平成 30 年 
6 月 

第 40次 工作機械技術

振興賞・論文賞 
下村義昭 
三木伸一 
他 

画像処理による砥石作業面トポグラフィの３次元

計測に関する研究 

平成 29 年 
3 月 

平成 28年度 長崎県科

学技術大賞 
下村義昭 近赤外レーザーを用いた果実糖度の非破壊計測技

術に関する研究 
平成 29 年 
1 月 

平成 28 年度九州・沖縄

産業技術オープンイノ

ベーションデー合同成

果発表会 最優秀賞 

河村俊哉 
他 

長崎乳酸菌ライブラリーを活用した乳酸発酵飲料

の開発 

平成 29 年 
1 月 

平成 28 年度九州・沖縄

産業技術オープンイノ

ベーションデー 優秀

ポスター賞 

中川豪 SiC を導入した高効率電力変換装置 

平成 26 年 
12 月 

公益財団法人応用物理

学会九州支部貢献賞 
馬場恒明 4 年間の支部選出代議員、支部理事、2 回の支部学

術講演会現地実行委員長、講演会企画運営を通じて

九州支部を活性化させたことです。応用物理は産業

技術とも近く、応用できる技術については県内企業

への橋渡しを行ってきました。 
平成 26 年 Analytical Sciences, 

Hot Article Award 
田尻健志・

松本周三 
他 

Optical Characterization of the Antigen-Antibody 
Thin Layer Using the Whispering Gallery Mode 

平成 23 年 
9 月 

日本食品科学工学会 

技術賞 
玉屋圭 
他 

異種茶葉を用いた簡易・迅速混合発酵茶法の技術開

発と新既混合発酵茶の開発 
 
 

－ 163 －



 
 

（３） 知的財産権の得喪状況                                  （平成 31 年４月現在） 

No. 名         称 特許番号 登録年月日 消滅年月日 

１ 脆性材料の割断加工方法 1651809 H4.3.30 H18.2.21 

２ 乾麺用自動乾燥装置 1734391 H5.2.17 H13.3.30 

３ 脆性材料の割断加工装置 1942282 H7.6.23 H18.9.7 

４ 土壌微生物の増殖方法 1992971 H7.11.22 H21.2.8 

５ ケイ酸ソーダ系鋳物砂の再生回収法 2548674 H8.8.8 H17.8.8 

６ 濾過材及び農薬濾過槽 2567761 H8.10.3 H11.10.3 

７ レーザ溶接の溶接状態検出方法と装置 2683874 H9.8.15 H18.8.15 

８ 脆性材料の割断方法 2700136 H9.10.3 H22.10.3 

９ 磁気による亀裂・転位の検出方法及び装置 2724805 H9.12.5 H18.12.5 

１０ 電気素子パッケージの防水防湿処理方法 2867002 H10.12.25 H21.12.25 

１１ 
Si 低濃度炭素鋼の溶融亜鉛めっき層の剥離防止

法 
2952577 H11.7.16 H18.7.16 

１２ 
超高濃度 Cｒを含有する耐摩耗性高クロム鋳鉄に

おける機械切削加工性の改良法 
2979402 H11.9.17 H17.9.17 

１３ 
超高濃度 Cｒを含有する耐摩耗性高クロム鋳鉄に

おける機械切削加工性の改良法 
2987618 H11.10.8 H20.10.8 

１４ 
炭素鋼におけるMｎを用いた着色溶融亜鉛めっき

法 
3059409 H12.4.21 H18.4.21 

１５ 電気抵抗を利用した乾燥用麺の乾燥状態測定法 3124240 H12.10.27 H18.10.27 

１６ ワイン風人参酒の製造方法 3193961 H13.6.1 H22.1.14 

１７ 脆性材料の割断方法 3210934 H13.7.19 H23.7.19 

１８ 弗素樹脂製チューブの表面改質法 3213659 H13.7.19 H19.7.19 

１９ 
反応拡散法で生成される炭化物による鉄合金の

表面処理法 
3247865 H13.11.2 H19.11.2 

２０ 導電性中空体の内部表面へのイオン注入法 3333717 H14.7.26 H29.7.26 

２１ 
球状黒鉛鋳鉄の Al を含有しない溶融亜鉛めっき

法 
3415535 H15.4.4 H18.4.4 

２２ 管内面の表面処理方法及び装置 3437772 H15.6.6 H19.6.6 

（2） 受賞、表彰 

年・月 受賞名 受賞者 受賞内容 
平成 30 年 
11 月 

第 42 回合成樹脂工業

協会 学術奨励賞 
市瀨英明 二酸化炭素とエポキシドから誘導したネットワー

ク型ポリヒドロキシウレタンの合成に関する研究 
平成 30 年 
1 月 

平成 29 年度九州・沖縄

産業技術オープンイノ

ベーションデー 優秀

ポスター賞 

松本周三 長崎県産物由来の微生物を活用した商品開発 

平成 30 年 
6 月 

第 40次 工作機械技術

振興賞・論文賞 
下村義昭 
三木伸一 
他 

画像処理による砥石作業面トポグラフィの３次元

計測に関する研究 

平成 29 年 
3 月 

平成 28年度 長崎県科

学技術大賞 
下村義昭 近赤外レーザーを用いた果実糖度の非破壊計測技

術に関する研究 
平成 29 年 
1 月 

平成 28 年度九州・沖縄

産業技術オープンイノ

ベーションデー合同成

果発表会 最優秀賞 

河村俊哉 
他 

長崎乳酸菌ライブラリーを活用した乳酸発酵飲料

の開発 

平成 29 年 
1 月 

平成 28 年度九州・沖縄

産業技術オープンイノ

ベーションデー 優秀

ポスター賞 

中川豪 SiC を導入した高効率電力変換装置 

平成 26 年 
12 月 

公益財団法人応用物理

学会九州支部貢献賞 
馬場恒明 4 年間の支部選出代議員、支部理事、2 回の支部学

術講演会現地実行委員長、講演会企画運営を通じて

九州支部を活性化させたことです。応用物理は産業

技術とも近く、応用できる技術については県内企業

への橋渡しを行ってきました。 
平成 26 年 Analytical Sciences, 

Hot Article Award 
田尻健志・

松本周三 
他 

Optical Characterization of the Antigen-Antibody 
Thin Layer Using the Whispering Gallery Mode 

平成 23 年 
9 月 

日本食品科学工学会 

技術賞 
玉屋圭 
他 

異種茶葉を用いた簡易・迅速混合発酵茶法の技術開

発と新既混合発酵茶の開発 
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No. 名         称 特許番号 登録年月日 消滅年月日 

４６ 
ニッケル合金の水溶液中におけるエンドミル切削

加工装置及びその加工方法 
5007387 H24.6.8 H27.6.8 

４７ タグカード装着機 4977882 H24.4.27 H30.4.27 

４８ 果実栽培における水管理方法 4982823 H24.5.11 H30.5.11 

４９ 
電気防錆法を利用したチタン合金の水中におけ

るエンドミル切削加工装置及びその加工方法 
5070484 H24.8.31 H27.8.31 

５０ 
電気防錆法を利用したニッケル合金の水中にお

けるエンドミル切削加工装置及びその加工方法 
5070485 H24.8.31 H27.8.31 

５１ 
電解水を利用したニッケル合金の電解水中にお

けるエンドミル切削加工装置及びその加工方法 
5070486 H24.8.31 H27.8.31 

５２ フライス加工における加工制御方法 5145497 H24.12.7 ― 

５３ 
海産魚介類を生存させるための海水浄化装置及

びその海水浄化方法 
5028566 H24.7.6 ― 

５４ 光散乱体の非破壊測定装置 5070387 H24.8.31 ― 

５５ 植物の水ストレス計測方法 5186635 H25.2.1 ― 

５６ アスパラガス切断可否自動判定装置 5023259 H24.6.29 H27.6.29 

５７ 個別認識装置及び個別認識システム 5223049 H25.3.22 ― 

５８ エラスターゼ阻害タンパク質およびその遺伝子 4953487 H24.3.23 ― 

５９ 
電解水を利用したステンレス鋼の電解水中にお

けるエンドミル切削加工装置及びその加工方法 
5298326 H25.6.28 H28.6.28 

６０ 農業用ロボット装置 5282218 H25.6.7 H28.6.7 

６１ 活魚輸送装置およびイカの活魚輸送装置 5343209 H25.8.23 ― 

６２ 樹木水分ストレスの計測装置 5564700 H26.6.27 ― 

６３ 動物侵入防止フェンス用ネット 5907547 H28.4.1 ― 

６４ 
乳酸菌、乳酸菌培養液、およびこれらを用いた医

薬用組成物、肝細胞保護剤 
6093939 H29.2.24 ― 

６５ 植物水分蒸散量の計測方法および装置 5963254 H28.7.8 ― 

６６ 
チタン叉はチタン合金表面への二酸化チタン光

触媒製法 
6004530 H28.9.16 ― 

 

 
 

No. 名         称 特許番号 登録年月日 消滅年月日 

２３ 画像信号による識別装置 3483039 H15.10.17 H21.10.17 

２４ 純アルミニウムとアルミニウム合金との接合法 3674860 H17.5.13 H20.5.13 

２５ 純アルミニウムとマグネシウム合金との接合法 3674861 H17.5.13 H20.5.13 

２６ 割断加工方法 3751121 H17.12.16 H22.12.16 

２７ 割断加工方法 3751122 H17.12.16 H22.12.16 

２８ 飛翔体の位置姿勢計測装置 3852842 H18.9.15 H25.9.15 

２９ 
二重反転翼のピッチ角可変機構およびそれを備

えた二重反転翼を有する飛行装置 
3884025 H18.11.24 H21.11.24 

３０ 青果物の非破壊糖度測定装置 3903147 H19.1.19 ― 

３１ 浮体連結作業方法 3907629 H19.1.26 H25.1.26 

３２ スパッタ法を用いたイオン注入法及びその装置 3950709 H19.4.27 ― 

３３ 物体間の連結構造 3989907 H19.7.27 ― 

３４ 中空体内外両表面へのイオン注入法 4010201 H19.9.14 ― 

３５ 分光画像撮影装置 4010360 H19.9.14 H25.9.14 

３６ 血糖値の非侵襲測定装置 4052461 H19.12.14 ― 

３７ 脆性材料の加工方法及び加工装置 4094552 H20.3.14 H23.3.14 

３８ 
フライス加工における切削加工面の凹凸形状の

算出方法及び凹凸形状の加工制御方法 
4517156 H22.5.28 H25.5.28 

３９ 発酵茶 4524346 H22.6.11 ― 

４０ 植物の受ける水分ストレスの測定方法及び装置 4524473 H22.6.11 ― 

４１ チタン合金の水中におけるエンドミル切削加工法 4639329 H22.12.10 H25.12.10 

４２ 
発酵茶葉およびその製造方法、発酵茶葉抽出物

ならびに飲食品 
4701328 H23.3.18 ― 

４３ 

茶の原料葉とビワ葉の揉捻加工による発酵茶及

び発酵茶に含有される抽出物を有効成分とする

組成物 

4701327 H23.3.18 ― 

４４ 光散乱体の非破壊測定装置 4714822 H23.4.8 ― 

４５ 動作検出装置および手話動作検出システム 4789087 H23.7.29 H26.7.29 
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No. 名         称 特許番号 登録年月日 消滅年月日 

４６ 
ニッケル合金の水溶液中におけるエンドミル切削

加工装置及びその加工方法 
5007387 H24.6.8 H27.6.8 

４７ タグカード装着機 4977882 H24.4.27 H30.4.27 

４８ 果実栽培における水管理方法 4982823 H24.5.11 H30.5.11 

４９ 
電気防錆法を利用したチタン合金の水中におけ

るエンドミル切削加工装置及びその加工方法 
5070484 H24.8.31 H27.8.31 

５０ 
電気防錆法を利用したニッケル合金の水中にお

けるエンドミル切削加工装置及びその加工方法 
5070485 H24.8.31 H27.8.31 

５１ 
電解水を利用したニッケル合金の電解水中にお

けるエンドミル切削加工装置及びその加工方法 
5070486 H24.8.31 H27.8.31 

５２ フライス加工における加工制御方法 5145497 H24.12.7 ― 

５３ 
海産魚介類を生存させるための海水浄化装置及

びその海水浄化方法 
5028566 H24.7.6 ― 

５４ 光散乱体の非破壊測定装置 5070387 H24.8.31 ― 

５５ 植物の水ストレス計測方法 5186635 H25.2.1 ― 

５６ アスパラガス切断可否自動判定装置 5023259 H24.6.29 H27.6.29 

５７ 個別認識装置及び個別認識システム 5223049 H25.3.22 ― 

５８ エラスターゼ阻害タンパク質およびその遺伝子 4953487 H24.3.23 ― 

５９ 
電解水を利用したステンレス鋼の電解水中にお

けるエンドミル切削加工装置及びその加工方法 
5298326 H25.6.28 H28.6.28 

６０ 農業用ロボット装置 5282218 H25.6.7 H28.6.7 

６１ 活魚輸送装置およびイカの活魚輸送装置 5343209 H25.8.23 ― 

６２ 樹木水分ストレスの計測装置 5564700 H26.6.27 ― 

６３ 動物侵入防止フェンス用ネット 5907547 H28.4.1 ― 

６４ 
乳酸菌、乳酸菌培養液、およびこれらを用いた医

薬用組成物、肝細胞保護剤 
6093939 H29.2.24 ― 

６５ 植物水分蒸散量の計測方法および装置 5963254 H28.7.8 ― 

６６ 
チタン叉はチタン合金表面への二酸化チタン光

触媒製法 
6004530 H28.9.16 ― 

 

 
 

No. 名         称 特許番号 登録年月日 消滅年月日 

２３ 画像信号による識別装置 3483039 H15.10.17 H21.10.17 

２４ 純アルミニウムとアルミニウム合金との接合法 3674860 H17.5.13 H20.5.13 

２５ 純アルミニウムとマグネシウム合金との接合法 3674861 H17.5.13 H20.5.13 

２６ 割断加工方法 3751121 H17.12.16 H22.12.16 

２７ 割断加工方法 3751122 H17.12.16 H22.12.16 

２８ 飛翔体の位置姿勢計測装置 3852842 H18.9.15 H25.9.15 

２９ 
二重反転翼のピッチ角可変機構およびそれを備

えた二重反転翼を有する飛行装置 
3884025 H18.11.24 H21.11.24 

３０ 青果物の非破壊糖度測定装置 3903147 H19.1.19 ― 

３１ 浮体連結作業方法 3907629 H19.1.26 H25.1.26 

３２ スパッタ法を用いたイオン注入法及びその装置 3950709 H19.4.27 ― 

３３ 物体間の連結構造 3989907 H19.7.27 ― 

３４ 中空体内外両表面へのイオン注入法 4010201 H19.9.14 ― 

３５ 分光画像撮影装置 4010360 H19.9.14 H25.9.14 

３６ 血糖値の非侵襲測定装置 4052461 H19.12.14 ― 

３７ 脆性材料の加工方法及び加工装置 4094552 H20.3.14 H23.3.14 

３８ 
フライス加工における切削加工面の凹凸形状の

算出方法及び凹凸形状の加工制御方法 
4517156 H22.5.28 H25.5.28 

３９ 発酵茶 4524346 H22.6.11 ― 

４０ 植物の受ける水分ストレスの測定方法及び装置 4524473 H22.6.11 ― 

４１ チタン合金の水中におけるエンドミル切削加工法 4639329 H22.12.10 H25.12.10 

４２ 
発酵茶葉およびその製造方法、発酵茶葉抽出物

ならびに飲食品 
4701328 H23.3.18 ― 

４３ 

茶の原料葉とビワ葉の揉捻加工による発酵茶及

び発酵茶に含有される抽出物を有効成分とする

組成物 

4701327 H23.3.18 ― 

４４ 光散乱体の非破壊測定装置 4714822 H23.4.8 ― 

４５ 動作検出装置および手話動作検出システム 4789087 H23.7.29 H26.7.29 
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（５） 月例懇談会 

平成２１年から平成２９年まで毎月、企業の方々と当センター所長以下との意見交換会を工業技術セ

ンターで開催しました。企業によるトピックス紹介の後に、工業技術センターとの意見交換、要望など

を話し合う場として、また、参加者同士の出会いの場として活用しました。 
 
 
月例懇談会事例紹介一覧 

   
回次 テーマ 事例ご紹介者 開催日 

参加者

（人） 

1 
当社における産学官の連携と事

業化 

九州電通株式会社 取締役 

技術部長 山田 浩 様 
H21/04/28 36 

2 

県北地域におけるものづくり基盤

技術の現状と今後のあり方 

健康な暮らしの創造を目指して 

 

佐世保工業高等専門学校電子制御

工学科 教授 久留須 誠 様 

株式会社 日本理工医学研究所 

業務推進部長 三根 勤 様 

H21/05/28 24 

3 
小信号トランジスタ事業とパワー

モジュール事業の紹介 

イサハヤ電子株式会社 

技術管理部長 水野 優 様 
H21/06/26 22 

4 長工醤油の紹介（含工場見学） 
長工醤油味噌協同組合 

理事長 林田 眞二郎 様 
H21/07/29 45 

5 

長崎県工業技術センターとの共

同研究による N-1 型非破壊糖度

計の開発 

メカトロニクス株式会社 

代表取締役 立石 賢二 様 
H21/08/21 25 

6 

新しい切り口で海、船、コンピュー

ターテクノロジー分野にチャレン

ジする 

株式会社エス・イー・エー創研 

代表取締役社長 松尾 晃 様 
H21/09/18 24 

7 
風力・太陽光ハイブリッド発電装

置の紹介と新産業創出について 

サイエンスリサーチ株式会社 

代表取締役 副島 勝則 様 
H21/10/16 34 

8 
環境調査事例と戦略アセスメント

について 

西部環境調査株式会社 

代表取締役社長 山口 優親 様 
H21/11/20 22 

9 

DLC コーティングによる高精度ス

クリーンマスクの商品化と産産連

携への期待 

ファインコーティング株式会社 

代表取締役社長 古田 英司 様 
H21/12/18 21 

ミタニマイクロニクス九州株式会社 

戦略開発課 北島 智之 様 

10 

特化した制御・OA・Web のビジネ

スで、現代版亀山社中（坂本龍馬）

を追い続ける亀山電機 

株式会社亀山電機 

代表取締役社長 北口 功幸 様 
H22/01/15 24 

11 
おおむら夢ファーム シュシュにおけ

る６次産業化の取り組みについて 

有限会社シュシュ 

代表取締役 山口 成美 様 
H22/02/19 48 

12 
半導体クリーンルームにおける局

所クリーン空調装置について 

伸和コントロールズ株式会社 

開発企画部 部長 西村 健二 様 
H22/03/19 20 

13 
水環境、省力化、廃棄物処理に取

組み環境創造企業を目指す 

協和機電工業株式会社 

代表取締役社長 坂井 秀之 様 
H22/04/16 32 

14 
(株)ジーエスエレテック九州の概

要及び技術開発の方向性 

株式会社ジーエスエレテック九州 

常務取締役 鈴木 哲二 様 
H22/05/21 39 

 
 

（４） 知的財産権の実施許諾状況 

No. 発   明   名   称 許諾年月日 

１ 

脆性材料の割断加工方法 

H18.2.22 

２ H18.3.8 

３ H19.10.10 

４ 青果物の非破壊糖度測定装置 H18.3.8 

５ 植物の受けるストレスの測定方法及び装置 H18.3.8 

６ 飛翔体の位置姿勢計測装置 H19.8.1 

７ スパッタ法を用いたイオン注入法及びその装置 H19.10.1 

８ 光散乱体の非破壊測定装置 H20.3.13 

９ 導電性中空体の内部表面へのイオンの注入法 H21.2.19 

１０ 植物の水ストレス計測方法及び装置 H21.3.24 

１１ 中空体内外両表面へのイオン注入法 H22.2.9 

１２ 動物侵入防止フェンス用ネット H22.9.24 

1３ アスパラガス切断可否自動判定装置／農業用ロボット装置 H22.10.13 

１４ エラスターゼ阻害タンパク質およびその遺伝子 H23.8.29 

１５ 
海産魚介類を生存させるための海水浄化装置及びその海水浄

化方法 
H23.11.25 

１６ 
乳酸菌、乳酸菌培養液、およびこれらを用いた医薬用組成物、

肝細胞保護剤 
H24.11.22 

１７ 

フライス加工の加工制御方法 

H28.3.1 

１８ H28.9.8 
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（５） 月例懇談会 

平成２１年から平成２９年まで毎月、企業の方々と当センター所長以下との意見交換会を工業技術セ

ンターで開催しました。企業によるトピックス紹介の後に、工業技術センターとの意見交換、要望など

を話し合う場として、また、参加者同士の出会いの場として活用しました。 
 
 
月例懇談会事例紹介一覧 

   
回次 テーマ 事例ご紹介者 開催日 

参加者

（人） 

1 
当社における産学官の連携と事

業化 

九州電通株式会社 取締役 

技術部長 山田 浩 様 
H21/04/28 36 

2 

県北地域におけるものづくり基盤

技術の現状と今後のあり方 

健康な暮らしの創造を目指して 

 

佐世保工業高等専門学校電子制御

工学科 教授 久留須 誠 様 

株式会社 日本理工医学研究所 

業務推進部長 三根 勤 様 

H21/05/28 24 

3 
小信号トランジスタ事業とパワー

モジュール事業の紹介 

イサハヤ電子株式会社 

技術管理部長 水野 優 様 
H21/06/26 22 

4 長工醤油の紹介（含工場見学） 
長工醤油味噌協同組合 

理事長 林田 眞二郎 様 
H21/07/29 45 

5 

長崎県工業技術センターとの共

同研究による N-1 型非破壊糖度

計の開発 

メカトロニクス株式会社 

代表取締役 立石 賢二 様 
H21/08/21 25 

6 

新しい切り口で海、船、コンピュー

ターテクノロジー分野にチャレン

ジする 

株式会社エス・イー・エー創研 

代表取締役社長 松尾 晃 様 
H21/09/18 24 

7 
風力・太陽光ハイブリッド発電装

置の紹介と新産業創出について 

サイエンスリサーチ株式会社 

代表取締役 副島 勝則 様 
H21/10/16 34 

8 
環境調査事例と戦略アセスメント

について 

西部環境調査株式会社 

代表取締役社長 山口 優親 様 
H21/11/20 22 

9 

DLC コーティングによる高精度ス

クリーンマスクの商品化と産産連

携への期待 

ファインコーティング株式会社 

代表取締役社長 古田 英司 様 
H21/12/18 21 

ミタニマイクロニクス九州株式会社 

戦略開発課 北島 智之 様 

10 

特化した制御・OA・Web のビジネ

スで、現代版亀山社中（坂本龍馬）

を追い続ける亀山電機 

株式会社亀山電機 

代表取締役社長 北口 功幸 様 
H22/01/15 24 

11 
おおむら夢ファーム シュシュにおけ

る６次産業化の取り組みについて 

有限会社シュシュ 

代表取締役 山口 成美 様 
H22/02/19 48 

12 
半導体クリーンルームにおける局

所クリーン空調装置について 

伸和コントロールズ株式会社 

開発企画部 部長 西村 健二 様 
H22/03/19 20 

13 
水環境、省力化、廃棄物処理に取

組み環境創造企業を目指す 

協和機電工業株式会社 

代表取締役社長 坂井 秀之 様 
H22/04/16 32 

14 
(株)ジーエスエレテック九州の概

要及び技術開発の方向性 

株式会社ジーエスエレテック九州 

常務取締役 鈴木 哲二 様 
H22/05/21 39 

 
 

（４） 知的財産権の実施許諾状況 

No. 発   明   名   称 許諾年月日 

１ 

脆性材料の割断加工方法 

H18.2.22 

２ H18.3.8 

３ H19.10.10 

４ 青果物の非破壊糖度測定装置 H18.3.8 

５ 植物の受けるストレスの測定方法及び装置 H18.3.8 

６ 飛翔体の位置姿勢計測装置 H19.8.1 

７ スパッタ法を用いたイオン注入法及びその装置 H19.10.1 

８ 光散乱体の非破壊測定装置 H20.3.13 

９ 導電性中空体の内部表面へのイオンの注入法 H21.2.19 

１０ 植物の水ストレス計測方法及び装置 H21.3.24 

１１ 中空体内外両表面へのイオン注入法 H22.2.9 

１２ 動物侵入防止フェンス用ネット H22.9.24 

1３ アスパラガス切断可否自動判定装置／農業用ロボット装置 H22.10.13 

１４ エラスターゼ阻害タンパク質およびその遺伝子 H23.8.29 

１５ 
海産魚介類を生存させるための海水浄化装置及びその海水浄

化方法 
H23.11.25 

１６ 
乳酸菌、乳酸菌培養液、およびこれらを用いた医薬用組成物、

肝細胞保護剤 
H24.11.22 

１７ 

フライス加工の加工制御方法 

H28.3.1 

１８ H28.9.8 
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回次 テーマ 事例ご紹介者 開催日 
参加者

（人） 

32 

自転車・リヤカーを創造する㈱中

村輪業の会社紹介及び今後の戦

略 ～ 軽 CAR などニッチ市場に

進出 ～ 

株式会社 中村輪業 

代表取締役 中村 耕一 様 
H23/11/16 30 

33 
携帯電話・スマートフォンの GPS

アプリ開発事例の紹介 

扇精光株式会社 空間情報開発室  

課長 山口 文春 様 
H23/12/16 24 

34 
乳酸菌生産物質の機能性をいか

したアンチエイジングへの挑戦 

株式会社 バイオジェノミクス 

代表取締役社長 本多 英俊 様 
H24/01/20 49 

35 

地域共生型野菜工場への取組 

－ 佐世保重工業株式会社が実

施する「農作物の生産・加工・販

売事業 － 

株式会社サン・ハーベスト佐世保 

取締役 永田 周三 様 
H24/02/17 34 

36 
自社技術を応用した新規開発 

送風装置「エアストリーマー」 

株式会社マリン技研 

代表取締役 吉永 勝利 様 
H24/03/16 22 

37 オンリーワンを目指す狩野ジャパン 
株式会社狩野ジャパン 

代表取締役 狩野 喜治 様 
H24/04/25 34 

38 我が社の環境技術 
株式会社 PAL 構造 

代表取締役 菅 洋一 様 
H24/05/18 29 

39 

エネルギー関連へのわが社の取

り組みと製品紹介：看護記録支援

システム 

システムファイブ株式会社 

代表取締役社長 佐藤 康彦 様 
H24/06/15 23 

40 強みを生かした福祉用具の開発 
株式会社長崎かなえ 

代表取締役 二宮 誠 様 
H24/07/18 28 

41 
雲仙きのこ本舗の会社概要と現

状取り組んでいること 

株式会社雲仙きのこ本舗 

取締役専務 楠田 元治 様 
H24/08/24 41 

42 
「いいね！」で始まる我社のクラウ

ド経営 

株式会社ドゥアイネット 

代表取締役 土井 幸喜 様 
H24/09/24 22 

43 
当社の概要と最近のパッケージン

グ事業の取り組み 

株式会社フジカ 

代表取締役 平 精介 様 
H24/10/19 24 

44 消防の総合メーカーを目指して 
株式会社ナカムラ消防化学 

管理部長 中頭 徹男 様 
H24/11/16 22 

45 
最新の非破壊検査技術とその動

向 

MHI 原動機検査株式会社 

長崎事業部 技術放射線管理課 

放射線管理Ｇ 主務  中田 義人 様 

管理グループ Ｇ主任 竹川 勝也 様 

H24/12/21 28 

46 
「手延素麺 島原」ブランドづくりと

素兵衛屋の今後の課題 

株式会社素兵衛屋 

統括管理部長 高橋 英喜 様 
H25/01/25 25 

47 
トヨタ自動車九州における研究開

発活動について 

トヨタ自動車九州株式会社 R&Dセンター 

主査 緒方 光 様 
H25/02/14 38 

48 
西日本流体技研の業務内容の紹

介 

株式会社 西日本流体技研 

常務取締役 西本 仁 様 
H25/03/22 17 

回次 テーマ 事例ご紹介者 開催日 
参加者

（人） 

15 
(株)たらみの会社紹介及び今後

の戦略 

株式会社 たらみ 

代表取締役社長 清水 周英 様 

研究本部長 鳥越 和文 様 

たらみ果物野菜品質研究所 

所長 原 好裕 様 

H22/06/18 56 

16 MADE IN JAPAN にプライドを 
田中工機株式会社 

代表取締役社長 田中 博 様 
H22/07/16 57 

17 宮本電機の戦略について 
宮本電機株式会社 

代表取締役社長 宮本 憲 様 
H22/08/20 37 

18 
(株)ニチレイフーズ長崎工場につ

いて(含工場見学） 

株式会社ニチレイフーズ 

長崎工場長 瓜生 登 様  
H22/09/17 52 

19 西の果てから全国展開 
株式会社 勝山ロープ 

代表取締役社長 勝山 豊 様 
H22/10/15 31 

20 粕谷製網株式会社の沿革(仮題） 
粕谷製網株式会社 

会長 粕谷 勝 様 
H22/11/19 33 

21 
地域連携を活用したロボット開発

と実用化 

佐世保工業高等専門学校電気電子

工学科 教授 兼 

有限会社ロボットテクノス 取締役  

長嶋 豊 様 

H22/12/17 26 

22 
長菱エンジニアリング株式会社の

ご紹介 

長菱エンジニアリング株式会社 

次長 小阪 健一郎 様 
H23/01/19 30 

23 九一庵食品協業組合のご紹介 
九一庵食品協業組合 

理事 堀口 敬基 様 
H23/02/18 30 

24 株式会社イナダ創研のご紹介 
株式会社イナダ創研 

代表取締役 稲田 信忠 様 
H23/03/18 27 

25 
服部産業㈱の会社説明と「上海

に進出して見て」 

服部産業株式会社 

代表取締役社長 服部 一弘 様 
H23/04/15 29 

26 建設業から農業にチャレンジ 

株式会社 堀内組 グループ経営統

括事業本部 

新規事業推進室 室長 吉井 重忠 様 

H23/05/20 35 

27 
「鉄を錆から守る」 溶融亜鉛めっ

き 

有田工業株式会社 

技術部長 梅原 俊彦 様 
H23/06/17 32 

28 
高輝度蓄光製品を用いた安全対

策および蓄光製品について 

アライズ・コーポレート株式会社 ムー

ンライト事業部 

企画開発室 室長 小野 雅弘 様 

H23/07/15 30 

29 デジタルとアナログの融合 
有限会社 宇宙模型 

代表取締役 溝上 秀章 様 
H23/08/19 22 

30 

不動技研工業株式会社の概要と

自社開発商品（３＋システム）の

取組について 

不動技研工業株式会社 

長崎事業所 所長 宇土次雄 様 

システム技術部 部長 内野 康三 様 

H23/09/16 21 

31 水に関わる事業展開について 
株式会社 ジャパンアクアテック 

代表取締役 松尾 重巳 様 
H23/10/21 35 
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回次 テーマ 事例ご紹介者 開催日 
参加者

（人） 

32 

自転車・リヤカーを創造する㈱中

村輪業の会社紹介及び今後の戦

略 ～ 軽 CAR などニッチ市場に

進出 ～ 

株式会社 中村輪業 

代表取締役 中村 耕一 様 
H23/11/16 30 

33 
携帯電話・スマートフォンの GPS

アプリ開発事例の紹介 

扇精光株式会社 空間情報開発室  

課長 山口 文春 様 
H23/12/16 24 

34 
乳酸菌生産物質の機能性をいか

したアンチエイジングへの挑戦 

株式会社 バイオジェノミクス 

代表取締役社長 本多 英俊 様 
H24/01/20 49 

35 

地域共生型野菜工場への取組 

－ 佐世保重工業株式会社が実

施する「農作物の生産・加工・販

売事業 － 

株式会社サン・ハーベスト佐世保 

取締役 永田 周三 様 
H24/02/17 34 

36 
自社技術を応用した新規開発 

送風装置「エアストリーマー」 

株式会社マリン技研 

代表取締役 吉永 勝利 様 
H24/03/16 22 

37 オンリーワンを目指す狩野ジャパン 
株式会社狩野ジャパン 

代表取締役 狩野 喜治 様 
H24/04/25 34 

38 我が社の環境技術 
株式会社 PAL 構造 

代表取締役 菅 洋一 様 
H24/05/18 29 

39 

エネルギー関連へのわが社の取

り組みと製品紹介：看護記録支援

システム 

システムファイブ株式会社 

代表取締役社長 佐藤 康彦 様 
H24/06/15 23 

40 強みを生かした福祉用具の開発 
株式会社長崎かなえ 

代表取締役 二宮 誠 様 
H24/07/18 28 

41 
雲仙きのこ本舗の会社概要と現

状取り組んでいること 

株式会社雲仙きのこ本舗 

取締役専務 楠田 元治 様 
H24/08/24 41 

42 
「いいね！」で始まる我社のクラウ

ド経営 

株式会社ドゥアイネット 

代表取締役 土井 幸喜 様 
H24/09/24 22 

43 
当社の概要と最近のパッケージン

グ事業の取り組み 

株式会社フジカ 

代表取締役 平 精介 様 
H24/10/19 24 

44 消防の総合メーカーを目指して 
株式会社ナカムラ消防化学 

管理部長 中頭 徹男 様 
H24/11/16 22 

45 
最新の非破壊検査技術とその動

向 

MHI 原動機検査株式会社 

長崎事業部 技術放射線管理課 

放射線管理Ｇ 主務  中田 義人 様 

管理グループ Ｇ主任 竹川 勝也 様 

H24/12/21 28 

46 
「手延素麺 島原」ブランドづくりと

素兵衛屋の今後の課題 

株式会社素兵衛屋 

統括管理部長 高橋 英喜 様 
H25/01/25 25 

47 
トヨタ自動車九州における研究開

発活動について 

トヨタ自動車九州株式会社 R&Dセンター 

主査 緒方 光 様 
H25/02/14 38 

48 
西日本流体技研の業務内容の紹

介 

株式会社 西日本流体技研 

常務取締役 西本 仁 様 
H25/03/22 17 
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回次 テーマ 事例ご紹介者 開催日 
参加者

（人） 

66 我が社の開発事例 
信栄工業有限会社 

代表取締役 樫山 和久 様 
H26/9/19 43 

67 製品開発とその課題 
有限会社トーワテック 

代表取締役 田上 和徳 様 
H26/10/17 26 

68 
起業から 3 年間の歩み、2025 年

に向けて 

株式会社エス・ティー・エヌ 

代表取締役 佐藤 徳人 様 
H26/11/21 24 

69 
湯川王冠㈱会社説明と金属絞り

加工等 

湯川王冠株式会社 

代表取締役 湯川 栄一郎 様 
H26/12/19 26 

70 

株式会社東洋機工製作所の会社

概要説明と今後の取り組みにつ

いて 

株式会社東洋機工製作所 

取締役社長 佐井 彰 様 
H27/1/23 30 

71 
小浜食糧(株)の会社概要と銘菓

「しあわせクルス」の誕生について 

小浜食糧株式会社 

代表取締役  金澤 昌江 様 
H27/2/27 29 

72 

流体テクノ㈲の会社概要紹介と

船舶の省エネ技術分野における

取り組みについて 

流体テクノ有限会社 

代表取締役  玉島 正裕 様 
H27/3/20 22 

73 
反撃！アナログ技術で長崎から

世界へ！ 

エビスマリン株式会社 

代表取締役 寺井 良治 様 
H27/4/17 31 

74 
高品質な“モノづくり”に自信があ

ります！ 新生電子の取組 

新生電子株式会社 

佐世保工場長 鶴田 浩一 様 
H27/5/15 29 

75 
船舶係留装置の一部であるアン

カリングシステムの紹介 

株式会社ムカイ技研 

代表取締役 向井 良昭 様 
H27/6/19 30 

76 
久保工業㈱の会社概要説明と産

業機械部門の取り組みについて 

久保工業株式会社 

代表取締役社長 高橋 伸也 様 

産業機械部 課長代理 村田 圭 様 

H27/7/17 30 

77 
「でんさいネット」に対応した ～会

計業務支援システム～ 

ユニオンソフト株式会社 

代表取締役 濱田 利夫 様 
H27/8/21 29 

78 
（株）中央環境の会社概要と業務

のご紹介 

株式会社 中央環境 常務執行役員

兼統括管理部長 粟田 修二 様 
H27/9/18 25 

79 

海洋エネルギー実証フィールドと

海洋産業クラスター形成の取組

みについて 

特定非営利活動法人 長崎海洋産業

クラスター形成推進協議会 

事務局長 髙比良 実 様 

H27/10/16 24 

80 
NinjinNet -人が参加するネットワ

ーク構築- 

株式会社にんじんネット 

代表取締役社長 藤澤 千絵 様 
H27/11/20 17 

81 
当社の航空機産業部品の取組み

と今後の展開について 

株式会社ピーエヌ機電 

代表取締役 橋本 進 様 
H27/12/18 18 

82 
小浜温泉における温泉バイナリー

発電事業 

株式会社洸陽電機 ソリューション本

部 東日本エリア 小浜出張所 

所長 井出 大剛 様 

所長 田中 さゆり 様  

H28/1/22 31 

回次 テーマ 事例ご紹介者 開催日 
参加者

（人） 

49 
㈱杵の川の会社紹介と今後の酒

造り 

株式会社 杵の川 

代表取締役 瀬頭 信介 様 
H25/04/26 29 

50 事業内容と工場の品質管理 
株式会社丸本 

代表取締役 西川 範子 様 
H25/05/17 21 

51 

会社紹介と薄膜系アモルファス太

陽電池モジュールを用いた製品

開発について 

門田建設株式会社 

代表取締役 門田 治男 様 

環境部長 仁位 正博 様 

H25/06/21 26 

52 

㈱ウラノの会社概要説明と航空機

事業における今後の取り組みに

ついて 

株式会社ウラノ 長崎工場 

副工場リーダー 川添 俊介 様 
H25/07/19 28 

53 

㈱アバール長崎の概要と開発中

のスマート・エネルギーシステムの

状況について 

株式会社アバール長崎 

代表取締役社長 川浪 義光 様 
H25/08/23 34 

54 
日本ベネックスの太陽光発電事

業への取組みについて 

株式会社日本ベネックス 

取締役副社長 小林 洋平 様 
H25/09/27 32 

55 
アーテック工房㈱の建築業界へ

の取り組みについて 

アーテック工房株式会社 

技術部 部長 白濱 毅 様 
H25/10/17 18 

56 

高性能再生可能エネルギーシス

テムについて（理想的なエネルギ

ーシステムを追い求めて 40 年） 

株式会社アーカイブワークス 

代表取締役 松尾 栄人 様 
H25/11/15 22 

57 会社概要と新分野への挑戦状況 
菱計装株式会社 諫早工場 

技師長 中島 昭二 様 
H25/12/13 25 

58 人の能力と運命を変える極限の力 
ともえ精工株式会社 

代表取締役会長 森本 武弘 様 
H26/01/24 30 

59 

時代の変革に対応しつつ、創業

当時のような活力ある会社作りを

目指しています 

重松工業株式会社 

常務取締役 布野 晋介 様 
H26/02/14 22 

60 
株式会社ネオスのご紹介 

～お客様の課題解決のために～  

株式会社ネオス  九州化工営業部 

長崎精密営業課 岸田 信 様 

西日本営業部  

北九州営業所 柴崎 有治 様 

H26/03/20 20 

61 世界シェア No.1！日特の取組 
日特エンジニアリング株式会社 長崎事

業所 事業所長代理 川口 英俊 様 
H26/4/25 42 

62 

COB 型高輝度光モジュールを搭

載したイカ釣り船用 LED 集魚灯

の事業化 

宮本電機株式会社 営業部 

部長 大河原 政則 様 
H26/5/16 30 

63 

Only-One 技術で世界シェア約

10％！金属塑性加工の株式会社

カネミツ 

株式会社カネミツ 

取締役執行役員 藤井 直樹 様 
H26/6/27 41 

64 
古川電機製作所における活イカ

輸送装置の開発の現状と課題 

株式会社古川電機製作所 

代表取締役 古川   健 様 

         開発室 山口 徳親 様 

H26/7/18 41 

65 

協和機工㈱の会社概要説明と新

型パワースイングジャッキの開発

について 

協和機工株式会社 

設計技術部長 伊藤 欽哉 様 

          鶴田 修平 様 

H26/8/8 28 
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回次 テーマ 事例ご紹介者 開催日 
参加者

（人） 

66 我が社の開発事例 
信栄工業有限会社 

代表取締役 樫山 和久 様 
H26/9/19 43 

67 製品開発とその課題 
有限会社トーワテック 

代表取締役 田上 和徳 様 
H26/10/17 26 

68 
起業から 3 年間の歩み、2025 年

に向けて 

株式会社エス・ティー・エヌ 

代表取締役 佐藤 徳人 様 
H26/11/21 24 

69 
湯川王冠㈱会社説明と金属絞り

加工等 

湯川王冠株式会社 

代表取締役 湯川 栄一郎 様 
H26/12/19 26 

70 

株式会社東洋機工製作所の会社

概要説明と今後の取り組みにつ

いて 

株式会社東洋機工製作所 

取締役社長 佐井 彰 様 
H27/1/23 30 

71 
小浜食糧(株)の会社概要と銘菓

「しあわせクルス」の誕生について 

小浜食糧株式会社 

代表取締役  金澤 昌江 様 
H27/2/27 29 

72 

流体テクノ㈲の会社概要紹介と

船舶の省エネ技術分野における

取り組みについて 

流体テクノ有限会社 

代表取締役  玉島 正裕 様 
H27/3/20 22 

73 
反撃！アナログ技術で長崎から

世界へ！ 

エビスマリン株式会社 

代表取締役 寺井 良治 様 
H27/4/17 31 

74 
高品質な“モノづくり”に自信があ

ります！ 新生電子の取組 

新生電子株式会社 

佐世保工場長 鶴田 浩一 様 
H27/5/15 29 

75 
船舶係留装置の一部であるアン

カリングシステムの紹介 

株式会社ムカイ技研 

代表取締役 向井 良昭 様 
H27/6/19 30 

76 
久保工業㈱の会社概要説明と産

業機械部門の取り組みについて 

久保工業株式会社 

代表取締役社長 高橋 伸也 様 

産業機械部 課長代理 村田 圭 様 

H27/7/17 30 

77 
「でんさいネット」に対応した ～会

計業務支援システム～ 

ユニオンソフト株式会社 

代表取締役 濱田 利夫 様 
H27/8/21 29 

78 
（株）中央環境の会社概要と業務

のご紹介 

株式会社 中央環境 常務執行役員

兼統括管理部長 粟田 修二 様 
H27/9/18 25 

79 

海洋エネルギー実証フィールドと

海洋産業クラスター形成の取組

みについて 

特定非営利活動法人 長崎海洋産業

クラスター形成推進協議会 

事務局長 髙比良 実 様 

H27/10/16 24 

80 
NinjinNet -人が参加するネットワ

ーク構築- 

株式会社にんじんネット 

代表取締役社長 藤澤 千絵 様 
H27/11/20 17 

81 
当社の航空機産業部品の取組み

と今後の展開について 

株式会社ピーエヌ機電 

代表取締役 橋本 進 様 
H27/12/18 18 

82 
小浜温泉における温泉バイナリー

発電事業 

株式会社洸陽電機 ソリューション本

部 東日本エリア 小浜出張所 

所長 井出 大剛 様 

所長 田中 さゆり 様  

H28/1/22 31 
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（編集後記） 

  平成元年１０月 1 日に、長崎県工業試験場と長崎県県北工業試験場が再編

統合され、ここ大村の地に、長崎県工業技術センターが開設されて、３０年が

経過します。 

  それまで、技術相談と依頼試験を主としていましたが、再編統合後は、工業

の科学技術に関する試験研究、共同研究、共同技術開発、技術相談、技術情報

の発信等を行い、県内企業の技術の強化に貢献できるよう努めてまいりまし

た。 

  今後、長崎県工業技術センターの果たすべき役割は、研究開発を通じて県内

企業の技術開発・技術向上を支援する県内企業のトレーニングコーチの役割、

技術相談を通じて企業の困りごとの解決支援をする県内企業のかかりつけ医

の役割、依頼試験や高度な機器を企業に開放する県内企業の実験室の役割で

あります。 

その役割を果たすためには、企業ニーズを迅速、的確に把握するため企業訪

問を重視し、収集した情報を分析し、具体的な成果に結びつく最適な技術支援

を実施していくよう努めてまいりますので、引き続き暖かいご支援とご協力を

お願いいたします。 

最後に、大村開設３０周年に当たり、県民の皆さま、企業の皆さまにとって、

工業技術センターを知る機会となり、ご利用いただく契機となることを願って

おります。 

また、センターの研究員にとって、センターのここ１０年の歩みを振り返る

とともに、将来の工業技術センターのあるべき姿を考える契機となることを願

っています。 

 

令和元年 7月 

                   ３０周年記念誌編集委員会 

 

  

回次 テーマ 事例ご紹介者 開催日 
参加者

（人） 

83 

MHPS コントロールシステムズの

制御システムセキュリテイへの取

組と開発製品・技術の紹介 

株式会社MHPSコントロールシステムズ 

ソフト技術部 部長 三條西 公朋 様 

ソフト技術部 開発グループ グルー

プ長 茂賢 一郎 様 

H28/2/19 26 

84 

五島つばき酵母を活用した特産

品開発と化粧品製造事業所立ち

上げについて 

五島市商工会 会長 立石 光德 様 H28/3/18 18 

85 
株式会社大野社の会社概要と製

品のご紹介 

株式会社大野社 九州工場 

工場長 森山 秀樹 様 
H28/4/15 21 

86 航空機装備品の整備概要について 
ANA コンポーネントテクニクス株式会社  

代表取締役社長 黒畑 章 様 
H28/5/20 22 

87 
船舶の基礎知識と技術動向につ

いて 

MHI マリンエンジニアリング株式会社 

顧問・技師長 田中 豊 様 
H28/6/10 32 

88 
エンバーミング用特殊廃水処理

装置の開発と展望 

株式会社コムテック 

代表取締役 伊藤 輝年 様 
H28/7/8 17 

89 会社紹介と弊社の取り組み 

オフィスメーション株式会社 

ソリューション事業本部 

製造業担当部長 廣田 洋 様 

H28/8/19 28 

90 時代の変遷による仕事の変化 
梅ヶ枝酒造株式会社 

常務取締役 長野 剛士 様 
H28/9/9 22 

91 会社紹介と薄型遮熱材のご紹介 
株式会社ニーテックハマナカ 企画営

業部 主任 若木 兼一 様 
H28/10/14 19 

92 
会社概要紹介と回流水槽試験の

取り組みについて 

株式会社大島造船所 船舶海洋技術

研究開発部長 青木 伊知郎 様 
H28/11/18 18 

93 会社紹介と弊社の取り組み 
株式会社大光食品 

代表取締役 山中 数浩 様 
H28/12/9 33 

94 
九州テン 会社紹介及び自社開

発製品紹介 

株式会社九州テン コーポレートマネジ

メント本部 副本部長 前田 一郎 様 

生産本部 営業部 

第三営業課 課長 玉利 大輔 様 

H29/1/13 42 

95 

㈱松永鋳造所の会社紹介と鋳造

事業における今後の取り組みに

ついて 

株式会社松永鋳造所 

代表取締役社長 松永 祐三 様 
H29/2/10 19 

96 
ミナミ化工産業株式会社の会社

概要紹介と施工事例 

ミナミ化工産業株式会社 

技術部主席 小堀 晃作 様 
H29/3/10 21 

97 

有限会社エル・アイ・ビーの会社

紹介と医療用レーザー装置の開

発・製造への取り組みについて 

有限会社エル・アイ・ビー 

社長補佐 杉本 正人 様 
H29/4/14 20 

98 
株式会社小林甚製麺の会社及び

事業概要について 

株式会社小林甚製麺 

代表取締役 小林 甚一 様 
H29/5/12 19 

99 
3D 積層造形による身体内部構造

解析の有用性と可能性 

株式会社ＦＦＣ 

代表取締役社長 畑中 麻里 様 
H29/6/9 22 

100 一期一会の経営 
伸和コントロールズ株式会社 

代表取締役社長 幸島 宏邦 様 
H29/7/4 101 
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（編集後記） 

  平成元年１０月 1 日に、長崎県工業試験場と長崎県県北工業試験場が再編

統合され、ここ大村の地に、長崎県工業技術センターが開設されて、３０年が

経過します。 

  それまで、技術相談と依頼試験を主としていましたが、再編統合後は、工業

の科学技術に関する試験研究、共同研究、共同技術開発、技術相談、技術情報

の発信等を行い、県内企業の技術の強化に貢献できるよう努めてまいりまし

た。 

  今後、長崎県工業技術センターの果たすべき役割は、研究開発を通じて県内

企業の技術開発・技術向上を支援する県内企業のトレーニングコーチの役割、

技術相談を通じて企業の困りごとの解決支援をする県内企業のかかりつけ医

の役割、依頼試験や高度な機器を企業に開放する県内企業の実験室の役割で

あります。 

その役割を果たすためには、企業ニーズを迅速、的確に把握するため企業訪

問を重視し、収集した情報を分析し、具体的な成果に結びつく最適な技術支援

を実施していくよう努めてまいりますので、引き続き暖かいご支援とご協力を

お願いいたします。 

最後に、大村開設３０周年に当たり、県民の皆さま、企業の皆さまにとって、

工業技術センターを知る機会となり、ご利用いただく契機となることを願って

おります。 

また、センターの研究員にとって、センターのここ１０年の歩みを振り返る

とともに、将来の工業技術センターのあるべき姿を考える契機となることを願

っています。 

 

令和元年 7月 

                   ３０周年記念誌編集委員会 
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長崎県工業技術センター職員（令和元年７月１６日撮影） 
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●大村駅から車で約10分
●長崎空港から車で約15分
●大村ICから車で約５分

発行日：令和元年７月31日

発行所：長崎県工業技術センター

　　　　〒856－0026 大村市池田２丁目1303番地８
　　　　TEL 0957－52－1133
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森林を保護し、地球温暖化を防止するため、
古紙パルプ配合品を使用しています。


