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中国経済産業局委託事業

環境・エネルギー関連産業クラスター形成
感性イノベーション拠点の形成

重点分野／

公設試に導入した機器を
利活用ください

どの機器も導入県によらず
利活用いただけます

超臨界流体クロマトグラフ

小容量液体連続殺菌試験装置

Ｘ線回折装置

高速液体クロマトグラフ

マイクロエレメントモニター

スーパーキセノンウェザーメータ

３次元動作・形状解析システム

味認識装置

におい識別装置

導入機器

【事業リーダ研究機関】
　(独)産業技術総合研究所中国センター

【公設試験研究機関】
　(地独)鳥取県産業技術センター

　島根県産業技術センター

　岡山県工業技術センター

　広島県立総合技術研究所

　(地独)山口県産業技術センター

　広島市工業技術センター

【支援機関】
　広島大学 産学･地域連携センター

【受託機関】

２０１４地域オープンイノベーション促進事業（設備機器の導入）

中国経済産業局委託事業

２０１４地域オープンイノベーション促進事業（設備機器の導入）





導入機器の紹介   
設置場所 （地独）鳥取県産業技術センター 食品開発研究所

＜ 環境・エネルギー、感性分野向 ＞  鳥取県

超臨界流体クロマトグラフ

小容量液体連続殺菌試験装置
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■型番（メーカー名）
・超臨界流体クロマトグラフSFC/E-2000TT

（日本分光㈱）

■仕様
・液化二酸化炭素送液ポンプと共溶媒送液ポン
プ、ミキサー、オートサンプラ、オーブン、検
出器、圧力調整器、フラクションコレクタ、
データステーションによって構成され、超臨界
二酸化炭素を移動相として超臨界流体に可用性の
成分の抽出、分離分析、精製、分取ができる。
・抽出用高圧容器を接続した場合には、超臨界流
体抽出装置として機能し、分析用カラムを接続
した場合には、超臨界流体クロマトグラフとし
て機能する。 

■備考 
・超臨界抽出法は、天然物からの各種フレーバや
色素、薬効成分の抽出、コーヒーの脱カフェイ
ン、DHAやEPAなど魚油成分の濃縮精製など
で実用化されています。 

■利用料金（１時間）600円（予定）

■用途 
・農林水産資源に含まれる脂溶性成分、水に難
溶性の成分等の分析、分取 
・未利用資源からのカロテノイド系色素の抽出 
・魚油の精製（EPA、DHA）
 

■型番（メーカー名）
・小容量液体連続殺菌テスト機RMS-2LS-T 

（㈱日阪製作所）

■仕様
・プレート式熱交換器で処理できない固形物入り
飲料や調味料、高粘度液の殺菌に対応した
チューブ式熱交換器を搭載している。 
・殺菌液はサニタリー配管によりクリーンブース
内の卓上充填機に送液できる。 

■備考 
・液体の他に、固形物や繊維質を含む製品、粘度
の高い製品でも連続して安定した殺菌処理が可
能な装置です。 
・ピストン式の卓上充填機により、大きな具やデ
リケートな具材でも痛めることなく、連続的に
定量充填することができます。

■利用料金（１時間）400円（予定） 

■用途 
・液体の他に、固形物や繊維質を含む製品、粘
度の高い製品の連続殺菌により、高品質で安
全・安心な食品開発試験 
・固形物を含む食品の殺菌試験
・風味、色調を保持した殺菌条件の開発



導入機器の紹介   
設置場所 島根県産業技術センター 浜田技術センター

＜ 環境・エネルギー、感性分野向 ＞  島根県

Ｘ線回折装置

高速液体クロマトグラフ
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■型番（メーカー名）
・SmartLab／3kW In-Plane

（㈱リガク）
■仕様
・ガイダンス機能を装備し、ノウハウが無くても
分析条件を設定できます。
・１D高速検出器により、短時間で定性分析が行
えます。また付属の蛍光低減モードとモノクロ
メーターを用いることにより、鉄系化合物の分
析を高分解能で行えます。
・平行ビーム光学系により、表面に多少の凹凸が
ある試料の測定が可能です。
・In-Plane光学系により、多層膜の深さ方向の
解析や表面と直交する格子面の測定が容易に行
えます。
・多層膜ミラーとチャンネルカット結晶を組み合
わせて、反射率・ロッキングカーブ・逆格子
マップの測定を高分解能で行えます。

■利用料金（１時間）250円（予定）

■用途 
・セラミックス、鉱物、金属等の定性分析や結
晶の格子定数の解析
・薄膜を構成する結晶の定性分析、配向性、膜
厚、密度の解析

■型番（メーカー名）
・超高速液体クロマトグラフNexera XR 

（㈱島津製作所）

■仕様
・耐圧性能最大66MPa、4液グラジェント
・フォトダイオードアレイ検出器（190-800nm）
・蛍光検出器（ex.emともに200-750nm）
・蒸発光散乱検出器

■備考 
・通常のHPLC分析に加え、微粒子充填カラムの
使用による高速分析が可能。
・フォトダイオードアレイ検出器は吸収波長の異
なる成分も一斉分析可能。
・蒸発光散乱検出器は原理的にすべての不揮発性
物質を検出。示差屈折率検出器では難しかった
溶離液のグラジェントも可能。

■利用料金（１時間）350円（予定）

■用途 
・食品に含まれる呈味成分、栄養成分の分析
・トリグリセリド、オリゴ糖
・PHAs、界面活性剤、保存料
・ポリマー、高分子



導入機器のご紹介   
設置場所 岡山県工業技術センター

＜ 環境・エネルギー、感性分野向 ＞  岡山県

マイクロエレメントモニター

スーパーキセノンウェザーメーター
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■用途 
・製品、部品中に鉛、水銀、カドミウム、六価
クロム等の使用禁止金属が含まれているかど
うかを評価
・製品、部品中に異物が発見されたとき、異物
の分析・絞り込み
・製品、部品中の分析を非破壊・簡便・迅速に
測定

■用途 
・製品、部品等の太陽光に対する退色、脆化等
の評価　
・塗装、表面処理等の太陽光に対する退色、脆
化等の評価
・自動車用部品の太陽光に対する耐候試験

■型番（メーカー名）
・XGT-7200V（㈱堀場製作所）

■仕様
・エネルギー分散型蛍光X線分析法
・多数の元素分析が可能
・液体窒素不要のシリコンドリフト検出器装備
・元素分布のマッピング表示が可能

■利用料金（１時間）　1,160円（予定）

■型番（メーカー名）
・XER-W75（岩崎電気㈱）

■仕様
・キセノンランプを光源に用いた耐候性試験機 
・JISB7754に適合 
・紫外線放射照度：48～200W／㎡ 

（波長範囲：300～400nm） 
・温湿度： 
 照射時45～95℃（但し放射温度による） 
 照射時40～80％RH（但し設定条件による） 
・試料数：54枚（70×150㎜）
  
■利用料金（１時間）1,290円（予定）



導入機器の紹介   
設置場所 広島県立総合技術研究所 西部工業技術センター 生産技術アカデミー

＜ 感性分野向 ＞  広島県
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モーションキャプチャ装置
■型番（メーカー名）
・Bonita10カメラシステム

（Vicon Motion Systems Ltd.,）

■仕様
・カメラ台数：８台＋DVカメラ1台
・解像度：1Ｍ pixel（1024*1024）
・フレームレート：250fps
・ソフトウェア：Nexus２,Polygon4,BodyBuilder
・解析項目：座標値、角度、速度、関節中心点、
関節モーメント、骨格表示、軌跡表示 etc.

■利用料金（１時間）300円（予定）

■用途 
・人間やロボット・機械の動きを3次元座標値と
して記録・表示する。付属の床反力計と同期
計測することで、関節に掛かる負荷を推定
し、作業動作や歩行の解析、製品の操作性、
身体負担の人間工学検証が可能。

三次元形状計測装置（アーム式:接触＋非接触）
■型番（メーカー名）
・Vectoron VMC6646Mpls

（東京貿易テクノシステム㈱）

■仕様
・接触式精度：0.03㎜（2σ）
・非接触式精度：0.07㎜（2σ）
・可動範囲：x軸3500、Y軸3500、ｚ軸3360㎜
・自由度：6軸
・ソフトウェア：Libella Queen（測定、評価等）、
SpScan（データ処理、サーフェス作成等）

■利用料金（１時間）300円（予定）

■用途 
・物体の3次元形状を接触式、非接触
式いずれの方式でも測定可能な機能
及び測定データの処理機能を有す
る。物体の3次元形状を測定し、
CAD図面との比較や検査に利用でき
るほか、測定した点群をもとにサー
フェスデータを作成可能である。

生体信号計測装置（筋電／視線）
【筋電部】
■型番（メーカー名）
・DL-5000／防水タイプ（ディケイエイチ）
■仕様
・計測チャンネル数：8ch　
・サプリングレート：2kHz以下
・センサ重量：9g　表示：動画と同期化
【視線部】
■型番（メーカー名）
・Tobii Technology アイトラッカーグラス２
■仕様
・角度視野：横56度、縦82度
・サンプリング周波数：30Hz
・軌跡、ヒートマップ表示、ジャイロセンサ内
蔵、音声計測可
■利用料金（１時間）300円（予定）

■用途 
・筋電計測部（無線式）：皮膚表面貼付したセンサか
ら筋電位を導出し、製品操作時の筋の活動量を
計測し、筋負担や筋疲労を解析する。
・視線計測部（グラスタイプ）：内蔵の小型カメラに
て、瞳孔の位置、角度を検出し、視線の動き、変
位、滞留時間など、注視している場所等を解析す
る。

■３次元動作・形状解析システム
　操作感・快適感・上質感等といったユーザの感性に訴求する製品設計が求められています。本装置において、製品使
用時のユーザ側の「動作・操作」「生理・認知」と、モノ側の「位置・形状」を計測し、両者を対応づけることで、
製品の操作性や使い心地の評価や設計に活かします。

写真提供：インターリハ㈱写真提供：インターリハ㈱

㈱ディケイエイチ㈱ディケイエイチ写真提供：トビー･テクノロジー㈱写真提供：トビー･テクノロジー㈱



導入機器の紹介   
設置場所 （地独）山口県産業技術センター

＜ 食品・感性分野向 ＞  山口県

味認識装置

におい識別装置
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■型番（メーカー名）
・TS-5000Z-YG
（㈱インテリジェントセンサーテクノロジー）

■仕様
・脂質膜型センサーにより基本味（苦味・旨味・
渋味・甘味・酸味・塩味）の数値化が可能。
・食品を口に含んだ瞬間の味と食品を飲み込んだ
後に残る持続性のある味の数値化が可能。
  
■利用料金（１試料）1,450円

■用途 
・苦味・旨味・渋味・甘味・酸味・塩味を数値
化し、商品企画や消費者のニーズ把握等に利
用可能。
・味の観点からの消費期限設定や味に係るク
レーム処理等の品質管理に利用可能。

■備考 
・測定試料によっては、センサーの持込みをお
願いする場合があります。

■用途 
・複合的な“におい”の違いを識別することに
より、商品企画や消費者のニーズ把握等に利
用可能。
・においの観点からの消費期限設定やにおいに
係るクレーム処理等の品質管理に利用可能。

■型番（メーカー名）
・フラッシュGCノーズHERACLESII 

（アルファー・モス・ジャパン㈱）

■仕様
・複合的な“におい”の違いを識別し、分類・同
定が可能。
・識別したにおいの定量が可能。
・試料間の類似性評価が可能。
  
■利用料金（１時間）1,210円



中国地域公設研究機関の開放機器
https://unit.aist.go.jp/chugoku/kaihou-kiki/index.html

　このデータベースは、産業技術連携推進会議中国地域部会の活動の１つとして行ってい
るもので、中国地域公設研究機関が保有する開放機器を統一様式で紹介しています。
　産業技術連携推進会議中国地域部会とは、産総研中国センターが世話役になり、中国地
域公設研究機関（以下6機関）と連携して、地域産業技術支援を目的として活動している
組織です。

リンク

参加機関

鳥取県産業技術センター
島根県産業技術センター
岡山県工業技術センター
広島県立総合技術研究所
山口県産業技術センター
広島市工業技術センター

取纏機関

産総研中国センター
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研究機関の紹介   独立行政法人

産業技術総合研究所  中国センター

循環型社会の実現に向けて、中国地域に豊富に存在する木質系バイオマスを活用して、ケミカル、マテリアル、及び
燃料を製造するためのバイオマスリファイナリー技術に重点を置いた研究開発を推進しています。得られた研究成果を
ベースに、地域企業への技術移転を図るとともに、国内はもとよりアジア及び他の諸国のバイオマス人材育成に取り組み、
持続可能な社会の実現に向けた新たな産業基盤構築に貢献します。

■技術相談
皆様が製品開発や改良などにおいて、技術的な課
題に直面された時、産総研公式ホームページの
技術相談窓口から産総研に相談いただけます。

■研究分野

●環境・エネルギー
●ライフサイエンス
●情報通信・エレクトロニクス
●ナノテクノロジー・材料・製造
●計測・計量標準
●地質

■共同研究
共通の研究テーマを設定し、一緒に研究開発を行い
ます。研究テーマに応じて、イノベーションコー
ディネータ等が最適な研究実施体制を構築します。

■受託研究
皆様から受託した研究テーマについて、産総研が
研究開発を行います。

■技術研修
研究者・技術者の方、学生の方は一定期間産総研で
技術を習得していただけます。

〒739ー0046　
広島県東広島市鏡山3ー11ー32
☎（082）420ー8245　ＦAX（082）420ー8281
ホームページ https://unit.aist.go.jp/chugoku/mon/tc.html
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問合わせ先

産総研中国センターでは、地域産業の活性化に資するべく、中国経済産業局や中国地域の公設研とも連携してイノ
ベーション創出活動を展開していますが、2012年に発足した「産総研中国センター友の会（産友会）」の会員中小企
業の課題を抽出し、それを各地域の産総研シーズとマッチングして共同研究を推進しているところです。さらに、産技
連中国地域部会の企画分科会に「炭素繊維複合材料研究会」、「環境発電研究会」や「感性・人間工学研究会」を立ち
上げるとともに、中国地域産総研技術セミナー、技術交流サロン等を開催しております。

中国産学官連携センター

木質・草本バイオマスから、化学品原料、機能性複合材料、液体燃料を製造する研究開発に取り組んでいます。

主な取り組み

ＢＴＬプラント セルロースナノファイバー

広島 三原

東広島

タクシー
　　10分

タクシー
15分

路線バス
15～20分

路線バス
15分

タクシー35分

徒歩５分
水源地前

山陽新幹線

山陽本線

広島
空港

呉

西条 白市

中国
センター

東広島駅

広島空港

至 岡山

至 三原

山陽新幹線

山 陽
 本 線

山陽自動車道

至 広島

至
 広
島

西条IC 白市駅

広島駅 三原駅

中国センター

375

西条駅

水源地前

広島大学
産学・地域連携センター

酒類総合研究所

広島サイエンスパーク入口

広島テクノプラザ
375

中国地域の企業群

福島再生可能エネルギー研究所

臨海副都心センター

産友会
北海道センター

東北センター

◆東京本部

◆つくば本部
　つくばセンター

九州センター
四国センター

関西センター
中部センター

中国センター

産総研の広範な研究成果、バイオマス
研究に関する技術シーズ及び地域の中
小企業の皆さんからの技術相談等を
ホームページから受け付けています。
お気軽にご相談下さい。

中国センター

ACCESS

産総研中国センター友の会（産友会）ネットワーク



研究機関の紹介   地方独立行政法人

鳥取県産業技術センター 他の開放機器の例

平日（月曜日～金曜日）（国民の祝日及び12月29日から1月3日を除く）
午前8時30分から午後5時15分まで（機器利用は原則として午前9時から午後5時まで）

なお、緊急案件については、時間外・休日の対応も可能ですので、事前にご相談ください。

■利用日時

当センターではワンストップ窓口を設けています。
下記まで、お気軽にご相談ください。

ご利用方法等でよくある質問をまとめたFAQのほか、研究内
容、業務内容、各種の技術情報を発信しています。是非、最新
の情報をお確かめください。

●定款・計画・規則など
産業技術センターの事業計画、事業報告や各種規則・規程
等を公開しています。

●研究報告書
研究成果を報告書としてまとめています。（年１回発行）

●とっとり技術ニュース
研究の概要、技術解説、支援事例などをわかりやすく紹介
しています。（随時発行）

電子・有機素材研究所 小谷（こだに） ☎0857ー38ー6200
機械素材研究所 門脇（かどわき） ☎0859ー37ー１８１１
食品開発研究所 野口（のぐち） ☎0859ー44ー6121
企画総務部企画室 山田（やまだ） ☎0857ー38ー6200

理事

監事

顧問

理事長

企画総務部

企画室

 

電子・有機素材研究所

機械素材研究所

食品開発研究所
  

総務室

総務担当

応用電子科

有機材料科

発酵生産科

産業デザイン科

総務担当

機械技術科

計測制御科

無機材料科

総務担当

食品加工科

アグリ食品科

バイオ技術科

●予算、人事、財産管理、一般庶務　他
●広報、技術情報、評価
●人材育成、研究企画、産学金官連携
●発明、環境ISO

●財産管理、一般庶務　他

●電気電子技術
●電子製品・部品等の信頼性評価
●エネルギー利用技術

●各種有機材料の複合化技術、機能化技術
●各種有機材料の評価技術、バイオマス変換

●酒類・発酵食品のブランド化
●酒造・発酵技術

●製品デザイン
●コンピュータデザイン設計
●木質系材料の加工技術

●財産管理、一般庶務　他

●精密加工技術
●製品設計評価技術
●自然エネルギーの利用技術

●精密計測技術
●システム制御技術

●表面処理技術、新素材応用技術
●各種無機材料の評価技術
●各種無機材料の環境・リサイクル技術

●財産管理、一般庶務　他

●食品加工技術
●食品の流通保全・品質評価技術

●県産資源（農産物）の利用技術
●食品素材、美容・健康食品の開発技術

●バイオテクノロジー応用技術
●細胞等を用いた機能性評価技術

鳥取施設
●理事長、理事
●企画総務部
●電子・有機素材研究所
〒689－1112
鳥取市若葉台南七丁目1番1号
☎  0857－38－6200
FAX 0857－38－6210

米子施設
●機械素材研究所
〒689－3522
米子市日下1247
☎  0859－37－1811
FAX 0859－37－1823

境港施設
●食品開発研究所
〒684－0041
境港市中野町2032番地3
☎  0859－44－6121
FAX 0859－44－0397

■ホームページ

〒689ー1112　鳥取市若葉台南七丁目1番1号 
☎（0857）38ー6205（企画総務部 企画室） ホームページ https://www.tiit.or.jp/ 

●顕微レーザーラマン分光装置
機械部品、電気・電子製品に用いられる各種金
属材料、無機材料及び有機材料の非破壊分析
や、製品不良の原因となる微小異物、埋没異物
の分析をサポートします。
メーカー：日本分光（株）
型　　式：NRS7100
公益財団法人JKA 自転車等機械工業振興補助事業 
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利用案内

問合わせ先

組織体制 （平成26年4月1日現在）

電子・有機素材研究所
（鳥取施設）

●全自動分極装置 
コンピュータ制御で分極曲線等を自動的に測
定します。金属材料やめっき、塗装などの表面
処理を施した試料について、電気化学的な腐
食評価試験等をサポートします。
メーカー：北斗電工（株）
型　　式：VMP3

経済産業省 地域企業立地促進等共用施設整備費補助金 

機械素材研究所
（米子施設）

●におい識別装置 
においの強さや質を数値化することによって、
食品分野での商品開発、品質管理、官能評価試
験をサポートします。 
メーカー：（株）島津製作所
型　　式：FF-2020

経済産業省 地域企業立地促進等共用施設整備費補助金 

●清酒製造試験システム 
酒造場の約１/10スケール（最大製成量300
ℓ）の仕込みが可能な酒造ミニプラントで、新商
品開発の試作試験や酒造技術者のための技術
研修をサポートします。 
仕込量：総米10～150kg 

経済産業省 地域企業立地促進等共用施設整備費補助金  

●ハイブリッド型液体クロマトグラフ
　質量分析計 
未知の機能性成分の特定や微量成分の分析等
を行うことが可能です。食品分野において、成
分含有量や機能性成分特定をサポートします。
メーカー：日本ウォーターズ（株）
型　　式：ACQUITY UPLC H-CLASS
　　　　　Xevo® G2-S Q-TOF

経済産業省 地域企業立地促進等共用施設整備費補助金 

●音響分布解析装置 
電子機器等の騒音の発生が疑われる場所の周
辺をマイクの集合体で探査することにより、騒
音の発生源を特定する装置です。音の分布を
測定対象物に重ねて表示することが可能で、異
音、騒音を伴う不良解析をサポートします。
メーカー：ブリュエル・ケアー
公益財団法人JKA 自転車等機械工業振興補助事業

●酸素窒素水素分析装置 
金属やセラミックス、CFRP等素材中の酸素、
窒素、水素の含有量を広範囲に高精度で定量
分析する装置です。各種材料のJIS規格等へ
の適合確認、品質管理や生産技術の高度化、製
品開発をサポートします。
メーカー：LECOジャパン（合）
型　　式：ONH836
経済産業省 地域新産業創出基盤強化事業（中国地域） 

●オラック（ORAC）測定システム
食品等に含まれる酸化を防ぐ能力である抗酸
化能の測定が可能です。全自動で試料を溶媒
抽出し、マイクロプレート上で試料の抗酸化活
性評価（酸素ラジカル吸収能力法）をサポート
します。
メーカー：テカンジャパン（株）
型　　式：インフィニットM200 Pro 

経済産業省 地域企業立地促進等共用施設整備費補助金 

食品開発研究所
（境港施設）

●炭素硫黄同時分析装置 
金属やセラミックス、CFRP等素材中の炭素、
硫黄の含有量を広範囲に高精度で定量分析す
る装置です。各種材料のJIS規格等への適合
確認をはじめ、品質管理や生産技術の高度化、
製品開発をサポートします。 
メーカー：LECOジャパン（合）
型　　式：CS844 
経済産業省 地域新産業創出基盤強化事業（中国地域） 

「産業技術に関する試験研究及びその成果普及」と「ものづくり分野における技術支援、人材育成」を推進します。 
企業の皆さまの研究室です。技術のホームドクターです。お気軽にご相談ください。



研究機関の紹介   島根県産業技術センター 他の開放機器の例

所長 

技術顧問 

副所長（事務）

副所長（技術）  

島根県産業技術センター（本所） 
〒690－0816
島根県松江市北陵町１番  
☎  0852－60－5140
FAX 0852－60－5144

浜田技術センター（支所）  
〒697－0006
島根県浜田市下府町388－3 
☎  0855－28－1266
FAX 0855－28－1267

〒690ー0816 松江市北陵町１番地　島根県産業技術センター研究企画スタッフ　
☎（0852）60ー5141　FAX（0852）60ー5144　ホームページ  http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/kikan/shimane_iit/ 
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問合わせ先

■技術部案内

■先端技術イノベーションプロジェクト 

組織体制

技術支援

（平成26年4月1日現在）

●電波暗室（３ｍ法）
18GHzまでSVSWRでの性能を確認しています。また、プロジェクタがあり、対
策効果が暗室内で検証可能です。エア、水道を用意し、様々な計測対象を実動時
と同じ状態で評価できます。
メーカー：リケン

利用料金（1時間）：3,070円 

●レーザーフラッシュ型熱伝導率測定装置
熱拡散率を測定する装置です。比熱はDSC等で予め測定しておくことが望まし
いですが、比較法により測定することも可能です。熱伝導率は、密度、比熱、熱拡
散率の積から求め出します。
メーカー：NETZSCH
型　　式：LFA457Microflash

利用料金（1時間）：1,540円 

●電界放出形走査電子顕微鏡
細く絞った電子線を材料表面に走査させることで、試料表面の形態を拡大観察
することができます。また、その際試料から放出されるX線を測定することで、近
傍の組成分析ができる装置です。
メーカー：エスアイアイ・ナノテクノロジー
型　　式：SIGMA

利用料金（1時間）：2,840円 

●マイクロエックス線CTシステム
機械金属製品から電子機器、半導体部品まで、小型の製品であれば、ほとんど全
ての物をμm単位の空間分解能で内部の検査や解析を非破壊で行うことが可能
な装置です。
メーカー：東芝ITコントロールシステム
型　　式：TOSCANER-32250μhd/TOSCANER-30900μC3

利用料金（1時間）：5,500円 

●広角エックス線回折装置
結晶に単色X線を照射し、結晶格子面で回折されたX線の角度と強度を観察す
る装置です。未知物質の同定、多形の判別、構造未知物質の構造解析などに使
用します。
メーカー：リガク
型　　式：RINT2000PC

利用料金（1時間）：1,730円 

●複合サイクル腐食試験機
塩水噴霧試験、キャス試験、サイクル試験などの腐食促進試験や耐食性試験を
する装置で、塩水等溶液の噴霧や乾燥、湿潤などの各種試験条件を、任意の順
序、時間で組み合わせて設定することができます。
メーカー：スガ試験機
型　　式：CPY-90A

利用料金（1時間）：240円 

●ＦＥ－ＳＥＭ（ナノ材料評価・解析装置）
様々な材料の表面を数十万倍の超高倍率、超高分解能で観察できる装置です。
電界放出形電子銃による電子線を観察プローブとして用いることにより、1nm
の分解能で材料の表面を観察できます。
メーカー：日立ハイテクノロジーズ
型　　式：S-4800タイプⅡ

利用料金（1時間）：3,830円 ●材料技術科
●環境技術科
●生物応用科 
●生産技術科 
●電子・電気技術科
●情報・ヒューマンアメニティ科
●無機材料・資源科
●食品技術科
●農林水産素材加工科
●機械・電気・環境科

木材等をはじめとする有機材料及び無機材料に関する分野
新たな環境浄化用材料・技術の開発及び新規機能性材料に関する分野
生物資源を利用した食品製造等（原料及び製造）に関する分野
機械・金属加工等の生産技術及び金属材料に関する分野
組込み技術、電子関連計測及び電子デバイスに関する分野
福祉機器・産業デザイン・ＲＰ技術に関する分野
無機材料全般に関する分野
食品の品質評価や試験に関する分野
農林水産物の加工利用に関する分野
機械金属・電子電気等に関する分野

県内企業と密接に連携して、県内において事業化が可能なテーマについて研究・開発に取り組み、オンリーワンの新製品・新技
術を創出することにより、県内企業の市場競争力の向上と、雇用の創出及び製造品出荷額の増を目指します。

表示されている利用料金は、島根県内企業向け料金です。
（島根県内に支店、出張所、事務所等が設置されている場合は、表示料金でご利用いただけます。）

技術部長 

プロジェクト推進部長 

浜田技術センター長 

●総務調整課　　　　　　　●総務係 
　　　　　　　　　　　　　●業務調整係 
●研究企画スタッフ 
●戦略機動スタッフ 

●材料技術科 
●環境技術科 
●生物応用科 
●生産技術科 
●電子・電気技術科 
●情報・ヒューマンアメニティ科

●特殊鋼・素形材加工技術強化プロジェクトチーム 
●溶射・気相成膜発展技術開発プロジェクトチーム 
●レアメタル代替技術開発プロジェクトチーム 
●次世代パワーエレクトロニクス技術開発プロジェクトチーム 
●熱・シミュレーション応用技術開発プロジェクトチーム  
●ヒューマンインターフェイス技術開発プロジェクトチーム 
●有機フレキシブルエレクトロニクス技術開発プロジェクトチーム 
●高齢化社会対応の機能性素材開発プロジェクトチーム  
●感性数値化・食品等高付加価値化プロジェクトチーム

●無機材料・資源科 
●食品技術科 
●農林水産素材加工科 
●機械・電気・環境科 

●
●
●
●
●
●
●
●
●

■利用頻度の高いもの

特殊鋼・素形材加工技術強化プロジェクト
溶射・気相成膜発展技術開発プロジェクト
レアメタル代替技術開発プロジェクト
次世代パワーエレクトロニクス技術開発プロジェクト
熱・シミュレーション応用技術開発プロジェクト
ヒューマンインターフェイス技術開発プロジェクト
有機フレキシブルエレクトロニクス技術開発プロジェクト
高齢化社会対応の機能性素材開発プロジェクト
感性数値化・食品等高付加価値化プロジェクト

特殊鋼、鋳鉄産業を対象に、高能率な切削加工技術を開発します。

環境・エネルギー産業向け材料の高機能化や新材料の開発を行います。

「レアメタル」の代替技術の研究と製品開発を行います。

耐ノイズ・耐熱性及び省エネ効果の高い次世代パワーエレクトロニクス製品を開発します。

シミュレーション技術を活用した高付加価値な製品開発を企業と共同で行います。

情報機器を使いやすくするためのハードウェア及びソフトウェアを開発します。

有機材料を使った新しいエレクトロニクス技術に関する研究開発に取り組みます。

アンチエイジングをキーワードにした機能性素材を開発し、製品化を行います。

センサーを用いて県産食品のおいしさを科学的に裏付けし、高付加価値化を図ります。



研究機関の紹介   
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依頼試験・設備利用

技術相談・情報提供

研究開発

問合わせ先

岡山県工業技術センター

「研究開発」、「依頼試験・設備利用」、「技術相談・情報提供」を業務の三本柱として、地域企業のものづくり技術の創
成と支援に貢献します。

保有技術   　：無機粉体、洗浄殺菌、発酵

共同研究分野：ナノ粒子、バイオマス微粒子
　　　　　　　化学的洗浄、空間除菌、発酵食品

■提案公募型研究開発事業
国等の資金を活用して実施する研究開発事業

■実用化技術開発事業
工業技術センターの技術シーズを活用し、企業が必要とする実用化技術開発を実施する共同研究事業。年度始めに公募を行います。

■受託研究
企業等の依頼によって実施する研究

■依頼試験分析
試験、分析、測定等を受託します。（有料）

      具体例

　「化学系」：無機粉体の機器分析、食品混入異物鑑定、清酒の成分分析、麹の酵素力価評価、繊維製品の引張試験

　　　　　　　ガス分析、繊維・高分子材料の組成分析・構造評価　等

　「機械系」：金属材料の組成分析、組織観察、強度試験、硬さ試験、塩水噴霧試験、環境耐久性評価、薄膜評価

　　　　　　　応力解析、強度解析、防音材料評価、温度測定、振動耐久性能評価、不要電磁ノイズ測定　等

■設備の開放利用
各種評価機器や試験機器が利用可能です。基本的な使い方は職員が指導します。（有料）

技術分野

研究成果の実用化例

【 新素材・食品分野 】 
保有技術   　：表面改質、ゴム・プラスチック複合材料、染色加工

共同研究分野：プラスチック自動車部材、制振ゴム
　　　　　　　高分子人工関節、インジゴ

【 繊維・高分子分野 】 

化学系

保有技術   　：表面処理、レーザ加工、精密加工
共同研究分野：ステント、高張力鋼、マグネシウム合金
　　　　　　　人工関節、金属・樹脂接合

【 金属・精密加工分野 】 

保有技術   　：音響・振動制御、熱設計、電磁波計測

共同研究分野：吸音消音材料、電子機器冷却設計、電磁波シールド

【 計測制御・機械分野 】 

機械系

〒701ー1296　岡山県岡山市北区芳賀5301
☎（086）286ー9600　メール kougi-info@pref.okayama.jp
ホームページ http://www.pref.okayama.jp/sangyo/kougi/

マグネシウム合金製造技術
【パソコンLet‘s Note筐体】

複合材料技術
【人工膝関節】

精密加工技術
【冠動脈用「ステント」】

放熱設計技術
【LED灯ろう】

●粒度分布測定装置
サンプルの粒度分布を測定評価
します。（940円/1時間）

●フーリエ変換赤外分光分析装置
高分子の化学組成を判別します。
（5,430円/1時間）

●X線マイクロアナライザー
微小部の元素分析と表面観察を
行います。（12,320円/1時間）

ミクロものづくり大学 リサーチパーク研究展示発表会 出前講座

●無響室
機器の音響特性を測定評価します。
（5,350円/1時間）

■技術相談
技術開発、商品開発や工程改善、新技術の動向など製造技術全般に関する相談に応じています。
必要な場合は現地指導も行います。（無料）

   　内容例
新素材・食品分野：無機粉体の利活用方法、素材成分の分析方法、バイオマスの利活用方法、ナノ粒子の開発法
　　　　　　　　　微生物の混入防止法、食品の製造法、電池特性の改善
繊維・高分子分野：フィラーの表面処理方法、ゴム・プラスチックとの混練・複合化方法、廃材のリサイクル
　　　　　　　　　微小異物の同定、繊維製品の染色・洗い加工、藍染、草木染め
金属・加工分野   ：材料や製品の評価法・加工法、部品の腐食・摩擦摩耗欠損原因、金属組成の分析方法、メッキ処理
　　　　　　　　　3次元CADデータ評価、非接触3次元測定
計測・機械分野   ：防音材料の評価、装置の騒音評価、機械や梱包材の振動耐久試験、制振性評価、製品の放熱技術
　　　　　　　　　機械部品の寸法測定、強度解析評価、電磁波シールド吸収、電磁ノイズ耐性試験

■技術者養成
分析試験や機器取扱方法などの各種技術習得のため研修生を受け入れます。このほか、「研修学生受入」を行っています。（有料）

■技術情報の提供
各種講習会の開催、研究成果発表会の開催、研究報告書・情報誌・メールニュース等での情報発信を行っています。（無料）

■出前講座
工業技術センターの職員が企業に出向き、ものづくり基盤技術の解説、材料の評価方法、研究成果の紹介など（約40テーマ）を

わかりやすく紹介します。（無料）

その他、各種評価機器・試験機器を整備しています。（使用料 1時間当たり数百円～2万円）
表示されている利用料金は、岡山県内企業向け料金です。

他の開放機器の例
■代表的試験研究施設・機器
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技術支援

組織体制 （平成26年4月1日現在）

●赤外顕微鏡
　（FT－IR）

●ここがポイント
迅速に、しかも非破壊で分析できます。

プラスチック片や繊維など有機物の
分析に用います。また、工場内での
原材料の使用状況から、その異物が
生産のどの段階で混入したのかを
追及し、今後の防止策を立てるのに
役立てていただけます。食品をはじ
め、各種製造業で使われています。

食品工業技術センター

●回流水槽

●ここがポイント
中国地方でこの設備を保有している公設試はなく、安価での使用が可能です。

海洋構造物のモデル試験装置で
す。船型・船底塗料による抵抗低減
試験、車ドアミラー周辺の流れ観
察、サーフボードのフィン形状試験、
小型水流発電のプロペラ形状試験
などに用いられています。これまで
に、造船関連企業、塗料造船業等で
使われています。

西部工業技術センター

●炭素繊維オートクレーブ装置

●ここがポイント
最高成形温度が３０℃と高く、熱可塑性CFRPなど先端素材を用いた成形ができます。
また、缶内寸法がФ１０００mm×L１１００mmと大きいのが特徴です。

型上に積層したプリプレグをバッグ
真空引きをしながら高温・高圧下で
加熱硬化することで欠陥の少ない
高品質な炭素繊維強化プラスチッ
ク（CFRP）を成形できます。新製品
の開発や、従来品の補強や改良の
試作を検討されている事業者の方
にご利用いただけます。

西部工業技術センター

●三次元測定器

●ここがポイント
ミクロン単位の精度で測定ができ、仮想の点や面を使った計算や評価ができます。
評価は歯車でもできます。

金型や機械器具など複雑な形状を
持つ物体の三次元の寸法測定がで
きます。高い精度が要求される部品
や製品の検査などに役立つので、自
動車部品や機械部品、金属製品、電
子部品等の様々な製造業の方に使
われています。

西部工業技術センター生産技術アカデミー

●非接触三次元デジタイザ（VIVID）、
　ラピッドプロトタイピング装置（FDM）

●ここがポイント
VIVIDで実物をコンピュータに取り込んでFDMで造形すれば、三次元コピーを行うことも
できます。

VIVIDは立体形状を三次元でコン
ピュータに取り込むことができ、
FDMはコンピュータ内のデータを
そのまま三次元の立体として実物
化することができます。設計から試
作の時間が大幅に減少できるため、
設計部門を持つ企業などで活用で
きます。

西部工業技術センター生産技術アカデミー

●Ｘ線ＣＴ検査装置

●ここがポイント
ＣＴ以外にも、微小部のＸ線透過撮影もでき、微小な欠陥を検出することができます。
装置の利用については職員がサポートします。

Ｘ線が物体内部を透過する性質を
利用して、測定対象となる製品、小
物部品を破壊することなく内部構造
を観察できます。主に製品の内部構
造や欠陥の観察に利用できるので、
自動車部品、機械部品、電子部品等
の様々な製造業の方に使われてい
ます。

西部工業技術センター生産技術アカデミー

●核磁気共鳴装置
　（NMR）

●ここがポイント
公設試でNMRを設置し、企業の方に使っていただけるように開放しているところは少ない
ので、気軽に使っていただけます。

有機化合物の分子構造を解析する
ことができ、有機分子に関する種々
の情報を得られ、標準物質のない化
合物についてもある程度の構造情
報が分かります。溶媒に可溶であれ
ば無機原子の測定もできるので、無
機材料を扱っている企業の方にも
使っていただけます。

東部工業技術センター

●LED関連装置

●ここがポイント
蛍光量子効率の測定器や、ライトツールズなどの照明設計ソフトなどＬＥＤ照明の開発に必
要な機器も保有しています。

照明器具やフラットパネルなどの
様々な光の量（照度、輝度、全光束、
色度など）を測定できます。LED電
球などの様々な照明器具やトンネ
ル内にある道路標識の評価などに
利用されています。２ｍの積分球な
ど国内では数少ない測定器である
ため、全国の事業者から利用されて
います。

東部工業技術センター

ここで紹介している設備はごく一部です。その他の開放機器については、
お気軽にお問合わせください。

〒730ー8511　広島県広島市中区基町10番52号
☎（082）223ー1200（企画部） ホームページ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-soken/

問合わせ先

●企画部
横断的・融合的研究の推進、研究課題の外部評価、知的財産の活用等

●総務企画部／●保健研究部／●環境研究部
人の健康に係わる病原微生物・化学物質等保健衛生技術やリサイクル等の環境技術に関する技術支援と試験研究

●技術支援部／●生物利用研究部／●食品加工研究部
食品加工技術や微生物・酵素利用技術に関する技術支援と試験研究

●技術支援部／●材料技術研究部／●加工技術研究部
プラスチック、金属、炭素繊維複合材料等の加工技術に関する技術支援と試験研究

●製品設計研究部／●生産システム研究部／●産業用ロボットプロジェクトチーム
製品の設計、製造技術の高度化・システム化に関する技術支援と試験研究

●技術支援部／●材料技術研究部／●加工技術研究部／●LEDプロジェクトチーム
プラスチック・繊維等の材料技術、金属・木材等の加工技術、LED・光計測技術に関する技術支援と試験研究

●総務部／●技術支援部／●栽培技術研究部／●生産環境技術研究部／●果樹研究部
農作物の生産性・品質向上技術や省力化技術に関する技術支援と試験研究

●総務部／●技術支援部／●飼養技術研究部／●育種繁殖研究部
付加価値の高い畜産物の生産に向けた飼養管理や育種改良に関する技術支援と試験研究

●総務部／●技術支援部／●水産研究部
水産増養殖、資源管理、環境保全関連技術に関する技術支援と試験研究

●技術支援部／●林業研究部
森林・林業技術及び木材加工技術に関する技術支援と試験研究

・一般的に使用されている技術のようだが、
　初めてでやり方がわからない

・製品の性能評価をしてほしい
・成績証明書がほしい

・自社にない機器を用いた測定や加工をしたい

・課題解決や製品開発に必要な研究をしたいが、
　自社では難しい

・技術的な問題が発生したが、どう解決すれば
　よいかわからない

・社員に研究をさせたいが、指導者がいない
・社員の技術研修をしたいが、自社では難しい
・インターンシップ受入をしてほしい

広島県立総合技術研究所

 保健環境センター

 食品工業技術センター

 西部工業技術センター

 　　生産技術アカデミー

 東部工業技術センター

 農業技術センター

 畜産技術センター

 水産海洋技術センター

 林業技術センター

たとえばこんな時･･･ 次の制度などがご利用いただけます
●技術指導（無料（現地指導は旅費等を要す））
・公知の技術等に基づいた技術指導を行います。

●依頼試験（有料）
・企業等の依頼に応じ、試験、調査、分析を行います。

●設備利用（有料）
・研究所の各種試験機器や加工設備等が利用できます。

●受託研究（有料）
・企業等の委託を受けて研究を実施します。

●技術的課題解決支援事業（ギカジ）（有料）
・企業等からの依頼に対して、研究所が調査・分析等の手法によりその課題解決に向けて検討し、
　技術指導や技術支援レポートの交付等を行います。

●人材育成支援
ア　企業等研究員受入制度（1日7,000円／人）
　・一定期間、研究所で研究員の指導を受けながら研究等を行いたい方を受け入れます。
イ　技術者研修（実費相当額）
　・技術に関する専門知識等について、講義及び実習により研修を実施します。
ウ　依頼研修（無料）
　・地方公共団体、大学、高等学校、農業協同組合等からの依頼に基づき研修生を受け入れます。

他の開放機器の例

工業、食品製造、農林水産業及び保健環境といった複数の技術分野を統合した広島県立総合技術研究所は、これら分野
の横断・融合により「県内の中小企業者や農林水産事業者のイノベーション力の強化」と「県民生活の安全・安心」に
向けた研究開発・技術支援を行っています。



（公財）JKAオートレース

地域新産業創出基盤強化事業（中国地域） 地域新産業創出基盤強化事業（中国地域）

（公財）JKAオートレース
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■平成26年度開放機器

山口県産業技術センターでは、各種の試験・計測機器をはじめとする多くの研究機器を保有しております。
企業の皆様に開放しておりますので、自社製品の品質管理や製品開発等に幅広くご活用していただけます。
どうぞお気軽にご利用ください。

地方独立行政法人

山口県産業技術センター

組織体制 （平成26年4月1日現在）

役員3名　研究員41名　事務職6名　嘱託職員等　25名

「ものづくりのパートナー、もっと迅速に、もっと地域貢献」をスローガンに、当センターの長い歴史の中で積み上げ
てきた企業等との信頼関係や技術ポテンシャルを活かしながら、「中核的技術支援拠点」として、地域経済の持続的発
展に寄与してまいります。

技術相談室に専任職員を置き、企業の皆様の技術力向上、新製品開発、生産性向上のため、材料、加工、電子、計測・
分析、食品、デザイン等、幅広く産業技術に関する相談をお受けしています。
電話やメール（soudan@iti-yamaguchi.or.jp）での相談も受け付けております。
［ 受付 ］ 随時
［ 費用 ］ 無料（機器を使用：有料）

■技術相談

技術支援

副
理
事
長

監
事

企
業
支
援
部

経
営
管
理
部

理
事
長

〒755ー0195　山口県宇部市あすとぴあ四丁目1番1号
☎（0836）53ー5050　FAX（0836）53ー5070
メール info@iti-yamaguchi.or.jp　ホームページ http://www.iti-yamaguchi.or.jp/

問合わせ先

総務・人事グループ

経営企画グループ

産学公連携室

技術相談室

加工技術グループ

設計制御グループ

電子応用グループ

材料技術グループ

環境技術グループ

デザイングループ

食品技術グループ

イノベーション推進センター

経理、人事、機器・施設管理などを担当し、企業支援の円滑な推進を支えます。

運営計画、予算、企画調整、情報発信などを担当し、企業支援の円滑な推進を
支えます。

企業ニーズの発掘から事業化までをコーディネートするとともに、産学公連携によ
る新事業の展開に努めます。新事業創造支援センターの入居手続きも行います。

新製品開発、生産性向上、不具合発生などの技術課題の解決を支援する総合
相談窓口です。開放機器・依頼試験の受付や技術研修の手続きも行います。

機械加工（切削・研削・放電）、設計生産支援（ＣＡＤ・ＣＡＭ・ＣＡＥ）、評価（精密測
定・騒音振動測定）などに関する技術支援・研究開発を行います。

電子計測、自動制御、電子回路、構造解析、熱流体などに関わる技術支援・研究
開発を行います。

光応用技術、画像処理、電子機器の環境影響（EMCなど）に関する技術支援・研
究開発を行います。

有機材料、金属、セラミック等の工業用素材・製品及び原材料に関する技術支
援・研究開発を行います。

環境（水質浄化、プラスチックのリサイクル）、エネルギー（バイオマス利用）、資
源（未利用資源、廃棄物利用）に関する技術支援・研究開発を行います。

多彩なデザイン（発想→企画→計画→設計）手法を駆使し、地域資源による山
口ブランドの創造・継承に関する技術支援・研究開発を行います。

地域資源を活かした食品や地域ブランドを高める食品の創出に向けて、食品の
製造・保存などに関する技術支援・研究開発を行います。

「医療関連分野」と「環境・エネルギー分野」における県内でのイノベーションを
促進するため、県内企業及び大学等のニーズ・シーズの発掘から事業化に至る
までの技術開発プロジェクトをプロデュースします。

●樹脂積層式造形機

用　　途
高強度の樹脂モデルの作成

仕　　様
ワークサイズ：355×406×406㎜
造形精度：0.1/100㎜＜0.1%＞
積 層 厚：0.254㎜
積 層 幅：0.4064～0.9814㎜
造形材料：ポリカーボネート
STLデータ、並びにツールパスデータ
編集機能付き

メーカー　　Stratasys

型　　式　　FORTUS 400mc

利用料金　（1時間）：3,310円 

表示されている利用料金は、山口県内企業向け料金です。

●三次元デジタイザー（光学縞投影）

用　　途
光学式の縞模様を投影し、対象物の三次元形状を非接触で測定

仕　　様
解　像　度：800万画素
測 定レンズ：測定物のサイズに応じて
　　　　　　　以下の４種を切換可能
75㎜レンズ：80×60×40㎜
150㎜レンズ：140×105×80㎜
300㎜レンズ：325×240×200㎜
600㎜レンズ：565×425×350㎜
回転テーブル
φ800㎜（耐荷重：150kgf）

メーカー　　Steinbichler Optotechnik GmbH

型　　式　　COMET L3D-8M

利用料金　（1時間）：660円 

●高温GPC

用　　途
樹脂などの平均分子量・分子量分布の測定

仕　　様
測定温度：40～220℃
検 出 器：RI
試　　料：10mg/10ml
測定時間：40min/試料
溶 離 液：ODCB、THF

メーカー　　東ソー（株）

型　　式　　HLC-8321GPC/HT

利用料金　（1時間）：3,100円 

●大型複合環境試験機（振動試験機＋恒温槽同時使用）
用　　途
振動及び温湿度サイクルの環境試験
仕　　様
振動試験
加 振 力：22.0kN
振 動 数：5～2000Hz
ランダム・サイン・ショック（衝撃）
垂直テーブル（800㎜×800㎜）
水平テーブル（800㎜×800㎜）
サイコロ治具（200㎜×200㎜×200㎜）
恒温恒湿槽
構内寸法：W100×H100×D100㎝
温度範囲：ー70～150℃
湿度範囲：20～98%RH
昇温時間：ー40～+150℃　95min
降温時間：+150～ー40℃　190min
メーカー　　エミック
型　　式　　振動試験機：F-22000BDH／恒温槽：VC-102DAMYS
利用料金　（1時間）：1,380円

●電子回路基板加工機

用　　途
ガーバーデータ（基板加工データ）から、電子回路基板を作成する。
ミリング（削りだし）加工による基板製作に加え、スルーホール加工、
はんだレジスト加工などが可能

仕　　様
基板加工
加工範囲：220×300㎜
繰返精度：±0.001㎜
工具交換：自動
スルーホール加工
はんだレジスト加工

メーカー　　LPKF Laser & Electronics K. K.

型　　式　　ProtoMat S63A、ProConduct

利用料金　（1時間）：600円 

●その他の機器
ロックウェル硬度試験機
利用料金　（1時間）：520円 

試料自動埋込機
利用料金　（1時間）：450円 

ヘンシェルミキサ
利用料金　（1時間）：390円 

真空乾燥機
利用料金　（1日）：1,450円 
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利用案内

●デジタル計測顕微鏡（Ｊ）
光学顕微鏡像をデジタル画像として
取り込み、モニター上で高精度・高倍
率の観察ができる装置です。試料表
面の異物や欠陥の拡大観察、２点間距
離や平行線間距離、面積等の計測等
が可能です。

●電子線マイクロアナライザー（地） ●非接触式三次元測定機（Ｊ） ●三次元設計支援システム（Ｊ）
試料表面に電子線を照射することで、表面の構
成成分が分析できます。金属材料中の介在物や
腐食部分の成分分析に利用できます。

構造解析と流体解析の連成解析ができます。不
具合発生時の原因究明、製品設計時の性能予測
に利用できます。

測定対象物の形状を点群座標データとして取り
組むことができる機器です。リバースエンジニア
リングに利用できます。

●10kN精密万能試験機（Ｊ）
ゴム・プラスチック・金属等の各種材料
及びそれらの製品、部品等の機械的
特性（引張、曲げ、圧縮特性等）を調べ
る装置です。

●サーマルショック試験機（Ｊ）
各種材料・製品を「高温」「低温」、又は
「高温」「常温」「低温」の環境に放置
し、繰り返し温度変化を短時間に与え
ることにより、試験品の信頼性・耐久性
を評価・確認する装置です。

〒730ー0052　広島市中区千田町三丁目8番24号
☎（082）242ー4170　 ホームページ http://www.itc.city.hiroshima.jp

問合わせ先

企業の技術的課題の解決のため、センター職員や外部専門家が相談に応じます。

専門家（技術士、デザイナー等）が企業に出向き、技術的課題解決を支援します。

各種材料、製品の試験・検査・分析を行っています。なお、必要に応じて試験成績書を発行します。
《試験の例》
金属の引張試験、金属の硬さ試験、金属中微量元素の分析試験（定性、定量分析）、塗膜の促進耐候性
試験、製品の恒温恒湿試験、電子計算機による解析、製品の寸法測定、意匠図案の作成等

企業の試験・研究に必要な各種試験機器、工作機械の貸出を行っています。

最新の技術情報を提供するために、様々なテーマの講習会を実施しています。

企業の製品開発や人材の育成を支援するために、各種テーマの研究会を開催しています。
また、企業との共同研究を行っています。

●ホームページ／広島市工業技術センター　（公財）広島市産業振興センター技術振興部
　センターの事業案内や講習会・研究会等の情報を提供しています。 
●メールマガジン／産学官連携ネットワークニュース（随時配信）
　各種補助金や支援機関からの情報を配信しています。
●メールマガジン／広島市産業振興センターＮＥＷＳ（月１回配信）
　講習会の募集案内や事業の紹介等、タイムリーな情報を提供しています。
　※メールマガジンはセンターのホームページから配信登録ができます。

敷地面積／１０，１１７.2㎡
延床面積／６，７８９.86㎡

工業技術の指導、人材の育成等を行うことにより、中小企業の技術力の向上を図り、中小企業の振興及び発展に
寄与してまいります。

沿革
昭和１５年１０月　広島市工業指導所の業務開始
昭和２７年0４月　広島市工業指導所の名称を広島市工芸指導所と改称
昭和６２年０５月　広島市中区千田町三丁目８番２４号に新築移転
　　　　　　　　名称を広島市工業技術センターと改称

組織体制 （平成26年4月1日現在）

事業計画の立案／技術情報の収集・管理・提供／施設管理
共同研究等に関する情報提供／庶務に係ること

各種工業材料（金属材料、無機材料、高分子材料、木質系
材料等）の試験・分析、技術指導相談及び研究等
加工技術に関する試験、技術指導相談及び研究等

機械システム技術、電気・電子技術に関する試験、分析及
び技術指導相談、研究等

産業デザインに関する技術指導相談及び研究／デザイン
振興

■広島市工業技術センター

■公益財団法人広島市産業振興センター技術振興部

工業技術の指導、人材の育成等を行うことにより、中
小企業の技術力の向上を図り、もって中小企業の振興
及び発展に寄与するために設置しています。

平成１８年４月から、財団法人広島市産業振興センタ
ーを指定管理者として業務を行っています。

技術振興部

技術振興室

材料・加工技術室

システム技術室

デザイン開発室

技術指導相談（無料）

工業技術支援アドバイザー派遣

依頼試験（有料）

設備利用（有料）

技術者研修

情報発信

研　　究

依頼試験や設備を利用された
い方は、電話またはメールでお
問い合わせ下さい。
kougi@itc.city.hiroshima.jp

（経）経済産業省補助対象機器
（中）中小企業庁補助対象機器
（Ｊ）ＪＫＡ補助対象機器
（地）地域活性化交付金

示差走査熱量計（Ｊ）
エックス線回折装置（Ｊ）
赤外分光光度計（中）
炭素・硫黄分析装置（Ｊ）
示差熱熱重量同時測定装置
高周波プラズマ発光分光分析装置（Ｊ）
接触角測定装置（経）
蛍光エックス線分析装置（Ｊ）
電子線マイクロアナライザー（地）

分析機器 材料・組織試験機器

冷間静水圧プレス（Ｊ）
熱間静水圧プレス（Ｊ）
混練装置（Ｊ）
横型バンドソー（Ｊ）
試験用粉砕機
超音波振動ユニット（中）
精密加工機（中）
雰囲気炉（Ｊ）
NC旋盤（Ｊ）
遊星型ボールミル（Ｊ）
湿式試料切断機（Ｊ）

加工機器

シャルピー衝撃試験機
走査型電子顕微鏡（Ｊ）
５００kN万能試験機（Ｊ）
１０００kN万能試験機（Ｊ）
２５０kN精密万能試験機（経）
１０kN精密万能試験機（Ｊ）
熱機械分析装置（Ｊ）
疲労試験機（Ｊ）
加硫試験機（Ｊ）
実体顕微鏡システム（Ｊ）
デジタル計測顕微鏡（Ｊ）

反ぱつ弾性試験機（中）
繰返し荷重試験装置
高温顕微硬度計（経）
大越式迅速磨耗試験機（Ｊ）
微小硬度計（Ｊ）
超微小押し込み硬さ試験機（Ｊ）
ビッカース硬さ計

標準電圧電流発生器
アナライジングレコーダー
デジタルオシロスコープ
電子回路試験装置（Ｊ）
振動試験機（Ｊ）
振動計測システム（中）
騒音計
高速ビデオカメラ（Ｊ）
マイコン開発システム（Ｊ）
パワーアナライザ（Ｊ）

電子応用試験機器 表面物質・環境試験機器 デザイン機器

三次元CAD
三次元設計支援システム（Ｊ）
非接触式三次元測定機（Ｊ）
三次元曲面作成システム（Ｊ）
三次元造形機（経）

デジタルエンジニアリング機器

ガス・塩水腐食試験機
複合サイクル試験機（中）
屋外暴露試験機（中）
サーマルショック試験機（Ｊ）
ギヤー式老化試験機（中）
サンシャインウェザーメータ（Ｊ）
分光式色差計測システム（Ｊ）
変色光沢計測システム（Ｊ）
キセノンウェザーメータ（経）
大型恒温恒湿低温槽（経）

大型インクジェットプリンター（Ｊ）
コンピューターグラフィックシステム（Ｊ）
CADデジタルモックアップシステム（Ｊ）

精密測定機器

三次元測定機（Ｊ）
レーザー測長機（Ｊ）
表面粗さ輪郭形状測定機（Ｊ）
真円度円柱形状測定機（Ｊ）
万能投影機（Ｊ）
工具顕微鏡（Ｊ）

※依頼試験の手数料及び設備利用
の使用料は、「広島市工業技術セ
ンター（公財）広島市産業振興セ
ンター技術振興部ホームページ」
に掲載しています。

http://www.itc.city.hiroshima.jp/


