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研究開発の経緯
・大腸菌Ｏ－１５７の風評が食品業界を襲う中、モ
ズクの安全性を調べるため研究を行った結果、モ
ズク由来 のフコイダンがＯ－１５７に対する抗菌
性があり、研究を進めた結果、抗ガン剤の副作用
抑制にも効果があることがわかった。このモズク
由来のフコイダンを商業ベースにのせるため、以
前から交流のあった（財）鳥取県産業振興機構か
らこの補助金の話を 聞いたときに活用することと
した。

従来技術の課題
・アルギン酸を含む高分子の状態でのモズク由来
フコイダンの工業的な抽出方法をパイロットプラ
ントを用いて確立すること。

新技術による課題解決
・新規設計の「ろ過装置」の開発や条件の検討によ
り解決。

株式会社海産物のきむらや
－もずくを利用した高機能健康食品－

（平成16年度創造技術研究開発費補助金）

抗ガン剤の副作用抑制に効果のあるフコイダン！！
海外展開によるユーザーの拡大を目指す！！

会社概要

設立：昭和６１年２月

本社：鳥取県境港市渡町３３０７

代表者：代表取締役社長 木村 隆之

資本金：３１８５万円

従業員：７０名

連絡先：ＴＥＬ ０８５９－４５－６５５５

ＦＡＸ ０８５９－４５－６５６１

成功の要因
・アルギン酸を含む高分子フコイダンは高粘度のた
め、精製するのは困難であったが、新規設計の「ろ
過装置」開発、ろ過及び送液時のフコイダンの圧力
や温度の調整により解決。

研究開発の内容

１

今後の事業展開

・現在、海外展開は行っていないが、来年以降、米国
や欧州、中東などを視野に入れ海外展開を図ってい
く予定。米国ではサプリメントとしてエビデンスを取り
たいと考えている 。

市場での競争力・インパクト
・通常の抗ガン剤は副作用を伴うので、副作用抑制剤
でもあるこの商品はインパクトはあるが、当面健康食
品としての販売となる。
現在も、公的機関と共同研究をしてエビデンスを取り
ながら販売基盤を拡大しているが、主に口コミや研究
発表によるところが大きい。

市場規模
・市場規模は非常に大きく数百～数千億はある。

知的財産権（本研究開発による特許出願等）
・薬剤の副作用抑制剤（特許第4034146号）
・モズク由来フコイダン含有剤（特許第4589900号 ）

補助事業の活用利点

・今回の事業で、高分子状態でのフコイダンの抽出精
製技術を確立したため、この技術を用いることにより
様々な分子量のフコイダンを量産する基礎技術とす
ることが出来た。

他の研究開発支援制度の利用状況
・平成１８年度都市エリア産学官連携促進事業
（文部科学省）

・平成２２年度イノベーションシステム整備事業
（文部科学省）

・平成２２年度ものづくり事業化応援補助金（鳥取県）

高分子フコイダン

フコイダン生産プラント

製品概要

※フコイダンとは褐藻類（かっそうるい）（モズク、コンブ、
ワカメ、ヒジキなど）にしか含まれない硫酸基を含む
多糖類であり、ヌルヌル成分。
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研究開発の経緯

・ 初は、ヨーロッパの製造会社に日本での製造権
の譲渡を申し込んだが断られ、島根大学の堀江博
士に製品化を打診し、そこから島根大学の生物資
源科学部との共同研究を開始し、そのファースト
ロットがうまくいったため、事業化の研究をして行こ
うと言う事でこの補助金にも応募する事になった。

従来技術の課題

・当時のベータグルカン抽出方法は化学薬品を使う
方法が主流で、純度は85%程度が限界だった。

新技術による課題解決
・化学薬品を使用せずにパン酵母からアルカリ電解
水でベータグルカンを抽出する事に成功し、 終的
には世界 高水準となる純度93.5%のベータグル
カンを抽出する方法を確立した。

株式会社アルプロン
－酵母細胞由来高純度β（ベータ）グルカンの抽出方法を開発－

（平成16年度中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発事業）

化学薬品を使用することなくパン酵母から世界 高水準となる純度９３．５％の
ベータグルカンを抽出する方法を確立

成功の要因
・活性や純度といった品質面が研究開発の初期にか
なり高い数値が得られていた点が大きかった。

会社概要

（株）アルプロン

設立：平成１３年２月

本社：東京都千代田区一番町１１－１

代表者：代表取締役 坂本 雅俊

資本金：６３８０万円 従業員：３名

連絡先：ＴＥＬ ０３－５２１５－００８１

ＦＡＸ ０３－３２３８－１７８０

アルプロン製薬（株）

設立：平成１７年１０月

本社：島根県雲南市加茂町南加茂１２０４－１

代表者：代表取締役 坂本 宏允

資本金：６０００万円 従業員：５名

連絡先：ＴＥＬ／ＦＡＸ ０８５４－４９－８２８６

研究開発の内容

３

補助事業の活用利点
・数千万単位の大きな投資が必要であった開発初期に、
２／３もの高い補助率で助成を受けられた。

・申請、報告、事後のフォロー等で、その他の助成金や
セミナーに関する情報を入れてもらえた。

・本事業による助成を受けた事により、販売時にお客様
に安心感を与える事が出来た。

他の研究開発支援制度の利用状況

・平成１７年度島根県健康食品機能性等検証試験補助
事業
・平成１９年度島根県食品の安全性等検証試験補助金

本研究開発による売上状況（βグルカン製品）
平成１９年度 ５．３百万円
平成２０年度 ７．３百万円
平成２１年度 ５．２百万円
平成２２年度 ５．８百万円

知的財産権（本研究開発による特許出願等）
・酵母由来グルカンの製造方法（特開2006-166737 ）

（WO2005/078114 ）

今後の事業展開
・島根県に産業を起こすという思いもあり、平成17年12
月にアルプロン製薬（株）を起ち上げ、（株）アルプロン
で携わってきたことを全て委託してベータグルカンの製
造・研究及び販売（近隣県）を行っている。なお、（株）ア
ルプロンは通信販売、代理店販売を行っている。

市場での競争力・規模等
・市場規模は数百億円。
・ベータグルカンの国内販売は当社以外に3～4社あるが

全て海外製品（ドイツ、ノルウェー、アメリカ）を輸入販売
するのみで製造はしていない。

製品概要

還元状態高純度βグルカン
健康食品「ピュアホワイト」

高速冷却遠心機（平成16年
度補助事業にて購入）
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製品概要

会社概要

設立：昭和４８年７月
本社：岡山県真庭市下市瀬１１００番地
代表者：代表取締役社長 屋敷 和史
資本金：４０００万円 従業員：１８２名
売上高：１９億５５００万円
連絡先：ＴＥＬ ０８６７－５２－１３５１

ＦＡＸ ０８６７－５２－１３５３

研究開発の経緯・内容

電子機器用マグネ筐体の製造を取り巻く環境は、低価格品
の攻勢により非常に厳しく、高品質・低コスト化が課題と
なっている。この課題を解決するため、三つの研究開発を
実施した。

①チクソモールド成形における金型設計へのシミュレーショ
ン技術の構築
②マグネ合金筐体の仕上げ加工の自動化・省人化

③導電性陽極酸化皮膜の高機能化及び皮膜上へのメッ
キ・塗装技術の開発

従来技術の課題
①金型設計と試作時間に６週間程度必要、短縮化
②仕上げ加工が手作業で自動化が困難
③マグネ筐体の塗装不良率を改善

新技術による課題解決
①各種条件からのシミュレーション技術、解析結果のＤＢ化
②バレル研磨＋化学研磨のハイブリッドプロセス
③導電性陽極酸化皮膜の高機能化、量産化技術

成功の要因

共同体メンバーで用途、ニーズを先取りした技術開発がで
き、チームとしてそれぞれの得意分野で力が発揮できた。

マグネ合金筐体（携帯電話、カメラボディ部品）

アーク岡山株式会社
－マグネシウム合金製筐体製造プロセスの改良による革新的品質向上、低コスト化－

（平成15・16年度地域新生コンソーシアム研究開発事業）

新たなシミュレーション技術の構築及び自動化技術の開発し、生産効率を革新的に向上
世界初の導電性陽極酸化処理やメッキ等の新たな表面処理技術を確立

５

研究開発の内容

委託事業の活用利点

他の企業等とコンソーシアムを組むことで、用途・ニー
ズを先取りした技術開発が可能となった。チームとして
それぞれの得意分野を活かした技術開発ができた。

きっかけとなった「岡山県工業技術センター」のコー
ディネータのアドバイスで様々な支援制度の活用を行
い、社内の研究開発力の向上に繋がった。

本研究開発による売上状況

平成２１年度までの累計売上高：３２億円

マグネ合金部門ではトップ５に入っている

知的財産権（本研究開発による特許出願等）
関連特許で２件取得
（特許４４１８９８５、特許４６１６５７３）

今後の事業展開

部品の軽量化という観点ではマグネ合金素材
は優れており、軽量化が必要な筐体等新規の
製品を提案している。

弱電業界をターゲットに働きかけをしていく方針。

素材加工技術を活かすことでいろいろな製品の
提案が可能。

チクソモールド成形装置

６



 

会社概要

研究開発の内容

設立：昭和４７年２月
本社：岡山県井原市木之子町６１８６
代表者：代表取締役社長 池田 俊夫
資本金： １３億９５２４万円 従業員：３５２名
売上高：１０８億２１００万円 （平成２２年度連結）
連絡先：ＴＥＬ ０８６６－６２－０９２３

ＦＡＸ ０８６６－６２－０９４８

研究開発の経緯

液晶パネル部品であるカラーフィルターの大型化に
対応するため、スリットコート技術によるカラーフィル
ター塗布装置（Ｇ７．５世代対応）の新規設計及び検
証を実施。

従来技術の課題
・大型基板に対しても高精度の塗膜が得られること
・色替え時などのダウンタイムを減少させること
・洗浄液削減を確保する技術開発

新技術による課題解決
・均一塗布制御技術の開発

広幅のガラス基板に均一にレジスト（感光剤）を塗
布するため、ノズルの先端位置制御技術の開発
・塗布時間をトータルで短縮

レジストの種類を替える際などの時間短縮のため、
１つのステージに対してノズルを２個とする塗布機
構・方式を技術開発。

併せて、待機ノズルが塗布ノズルに悪影響を及ぼさ
ないように制御技術を開発。

・大型石製ステージの技術開発

装置の大型化に対応すべく、重量の低減・製造・運搬
を考慮する一方、必要な石の剛性を確保できる形状
の開発

・塗布ノズルを装着して石製ステージ上を走行する、
ガントリー機構技術の開発
ノズル走行時の振動防止技術を開発。
・塗布ノズル吐出調整機構部の技術開発

タツモ株式会社
－次世代（Ｇ７．５世代）用スリットコータ装置（液晶用カラーフィルター塗布装置）の開発－

（平成16年度新規産業創造技術開発費補助金）

時代のニーズに応じたタイムリーな技術開発
本研究による累計売上高約６０億円

７

補助事業の活用利点
通常の新製品開発では、客先から依頼後、ある程度煮
詰まってから、テスト機を製造するが、補助金により前
もって開発準備が出来たこと、開発時間が取れたこと
が大いに役立った。

他の研究開発支援制度の利用状況
（平成２２年度新規産業創造技術開発費補助金）
球状シリコン太陽電池モジュールのＲｔｏＲ一貫製造プ
ロセス、装置の開発（経済産業省）

本研究開発による売上状況
平成１７年度以降の累計売上高：６０億円程度

成功の要因
フラットパネルディスプレイ市場の急速な拡大に伴い、
大型の製造装置を有した新鋭ラインが各国で求められ
ていた。
これを背景に、時代のニーズに応じた、タイムリー＆確
実な技術開発を実施したことが成功の要因となってい
る。

今後の事業展開
装置の需要がＧ８サイズ基板以上に移行しているた
め、更なる次世代装置の開発に注力していく。

製品概要

スリットコータ装置
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研究開発の経緯
・当時、パートナー会社と酸化モリブデンを使用した
避雷器の開発を検討しており、その時に中小企業
振興財団からこの制度の情報提供をもらい申請す
る事になった。

従来技術の課題
・従来の通信用避雷器では、応答スピードが遅く、静
電容量も大きく高周波帯域に使用できない。
そのため、新素材として酸化モリブデンを使用する
ことにしたが、放電耐量の増大方法の検討が必要
であった。

新技術による課題解決

・酸化膜と耐量の問題も実験を重ねることで解決し、
モリブデン素材を使用した高速応答、低静電容量、
高耐量を兼ね備えた避雷器の開発を行った。

山陽電子工業株式会社
－モリブデンを生かした高速応答性、低静電容量の避雷器－

（平成17年度中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発事業）

モリブデン同軸用避雷器は「岡山・わが社の技」に認定！！
高速応答、低静電容量、高放電耐量を兼ね備えたモリブデン避雷器を開発！！

成功の要因
・実験を通じて検証を重ねるごとにいろいろな課題に
ぶつかったが、新しいアイデアを入れたり、それぞ
れの素材の特性を生かす事ができた点が成果に繋
がった。

会社概要

設立：昭和３８年８月

本社：岡山市中区長岡４番地７３

代表者：代表取締役社長 西川 貴生

資本金：４億３０００万円 従業員：９９名

売上高：４８６０万円

（平成２１年度 同軸用・通信用避雷器のみ）

連絡先：ＴＥＬ ０８６－２７９－４１００

ＦＡＸ ０８６－２７９－６６３３

研究開発の内容

９

補助事業の活用利点
・基礎的な研究から初めて、製品試作まで出来たのは、
資金的な支援があったことが大きな要因。

・補助事業を通じて岡山大学等の協力も得られ、専門外
のところに技術支援を頂いたり、調査協力をしてもらえ
た。

他の研究開発支援制度の利用状況
・平成１５年度創造技術研究開発費補助金
「省電力型の医療用酸素濃縮装置の開発」

本研究開発による売上状況（同軸用、通信用避雷器）
平成１８年度 １２．１百万円
平成１９年度 ３１．９百万円
平成２０年度 ３２．９百万円
平成２１年度 ４８．６百万円

知的財産権（本研究開発による特許出願等）
・避雷素子及びその製造方法（特開2007-242242 ）
・同軸用避雷器（特開2007-242354 ）

今後の事業展開
・モリブデン避雷器については「同軸用」、「信号用」を中
心に道路・鉄道関係の他に現在雷対策を行っていない
水道関係などの公共施設等をターゲットとして提案を
行っていきたい。

市場での競争力・規模等
・電源用避雷器は大手メーカーが主力で行っているため
競合は難しいが、モリブデン素材を使用した製品はあま
りないため、その辺をＰＲしていきたい。

・需要はあるが業務用のためコスト的には難しい。また、
大手メーカーが５～６社あり、同社のシェアとしては、
数％に留まっている。

通信用避雷器

ＦＴ用同軸避雷器
（CAＴＶ業界向け）

電源用避雷器

製品概要
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会社概要

研究開発の内容

設立：平成１７年４月
本社：岡山市北区野田３－１６－２４
代表者：代表取締役 佐藤 卓也
資本金：５００万円 従業員：５名
売上高：６３６万円 （平成２２年度）
連絡先：ＴＥＬ ０８６－８０５－４４５５

ＦＡＸ ０８６－８０５－４４５６

研究開発の経緯
・平成１６年度に（財）岡山産業振興財団の「ベンチャー
ビジネスプランコンテスト」で糖尿病性壊疽治療普及
のために医療用無菌マゴットの供給事業が 優秀賞
を受賞したことがきっかけで、同財団からこの補助制
度を紹介された。
発案は岡山大学の三井先生で、無菌マゴットの大量
生産技術を研究、事業化するために、会社を一緒に
設立した。

従来技術の課題
・マゴットを常温で保存していたため、受注生産であっ
た。ストック出来ない。
常温では４日間しか保存できず、受注から出荷まで５
～６日程度かかっていた。

新技術による課題解決
・マゴットを低温保存し１０日間の保存が可能。
・注文から２～３日程度で病院に到着。

株式会社ＪＡＰＡＮ．ＭＡＧＧＯＴ．ＣＯＭＰＡＮＹ
－糖尿病性壊疽治療（マゴットデブリートメント治療）で用いるマゴットの量産化－

（平成18年度中小企業・ベンチャー挑戦支援事業）

糖尿病性壊疽による足の切断から救う治療で用いるマゴット（医療用無菌）
の量産化技術の確立

成功の要因
・ロット数、温度など様々なパターンでデータを何度も
取りベストな条件を探り出せた。

補助事業の活用利点
・ベンチャー企業は資金が乏しいため、研究開発が
中々前に進められないのが現状であるが、今回の
補助事業を活用した研究開発により、マゴットや卵
の冷蔵保存が可能となり、現状では注文生産してい
たものが、冷蔵保存による各成育ステージの在庫を
持つことができ、タイムリーな出荷が可能となった。

本研究開発による売上状況
平成２２年度までの累計売上高：３７百万円

研究開発の内容

１１

知的財産権（本研究開発による特許出願等）
・壊疽部分にマゴットを設置するためのテーピング材
（治療専用ドレッシング材）を岡山大学と共同で開発し
特許出願、現在公開中（特開２００９－０６６０４０）

今後の事業展開
・現在は国内での治療実績施設（病院）を拡大すること
に努めている。全ての都道府県に１病院以上を目標、
現在は３８都道府県の病院で実施。
健康保険の適用が鍵であるが、認可にはまだ５～６年
はかかる見込み。
また、今回の補助事業で技術開発した低温保存技術
を応用して、農業用授粉ハエを使用した事業を開発中。

製品概要

マゴット治療専用
カバードレッシング材

治療用無菌マゴットの
容器

傷の周りを保護材でカバーする 清潔なハケでマゴットを容器から
傷に移しかえる

マゴットが成長しても動けるように隙間を
もたして、専用ドレッシングを接着する

マゴットの脱走を防ぐために、ドレッ
シングの周りをテープで塞ぐ

マゴット治療方法（マゴット専用ドレッシング材を使用した場合）

浸出液を吸収するために紙おむ
つでカバーする

１週間に２回マゴットを取替え、約
２～４週間この治療を継続します
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会社概要

設立：大正９年３月
本社：岡山県井原市東江原町１０７６
代表者：代表取締役社長 川井 眞治
資本金：２０００万円 従業員：６０名
売上高：７億５０００万円

連絡先：ＴＥＬ ０８６６－６３－０１１１
ＦＡＸ ０８６６－６３－１６０２

研究開発の経緯

中国をはじめとした大量生産で作られる製品との差
別化を図ることを目的とした。従来までの製品には
ない新規性のある製品をつくり、高付加価値を付け
ようと考えたことからグラデーション・ファイバーの開
発を開始した。

従来技術の課題

従来の設備機器では染色工程を簡単には見直すこ
とができず、一本の糸を数種の色で染めることがで
きなかった。

新技術による課題解決

デニム用糸染色機を新たに設計・試作し、糸の酸化
工程の制御技術を確立させることで高級ジーンズ
向けデニム・ファイバー染色技術を開発した。

従来にない色相と色落ち感を有する高級デニム製
品の製造技術を確立させた。

日本綿布株式会社
－グラデーション構造を有する高級デニム・ファイバーの実用化開発－

（平成18・19年度新規産業創造技術開発費補助金）

一貫した生産体制の整備により、他社ではまねできない高品質のデニム生地を開発
今後５年間で１０億円の売上を目指す

成功の要因
一貫した生産（「染める」、「織る」、「仕上げる」）を社内
で全て行うことができる体制を整えていたこと。
試験機とのデータの相違の問題もあり、 初からデー
タを取り直すこともあったが、いろいろと条件を変えて
試し、何度も試行錯誤を繰り返したこと。

１３

研究開発の内容

補助事業の活用利点

岡山県工業技術センターと組んで、基礎実験（染料の
選択、数値の検証）を行うことができた。

他の研究開発支援制度の利用状況
平成２０年度地域資源活用売れる商品づくり支援事業

「世界初のグラデーションデニム・ファイバーによる高
付加価値デニム生地の製造販売」

市場での競争力・インパクト
国内外の有名ブランドと組んで事業展開を行っている。
また、グラデーション・ファイバーは当社独自の商品で
あり、他社にはまねできない品質であるため、市場で
の競争力・インパクトは高い。

今後の事業展開

グラデーション・ファイバーを使用したデニム生地につ
いては既にメーカーから早く実用化して欲しいとの要
望がきており、一刻も早く販売までこぎ着けたい。

お客様のニーズにあったデニム生地（色落ちしたとき
にお客様が望む色相となること）を作っていきたい。

現在も海外メーカーへの販売を行っているが、今後は
海外での売上の割合を増やしていきたい。

製品概要

グラデーション・デニム

デニム用糸染色機
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会社概要

研究開発の内容

設立：平成３年４月
本社：広島県東広島市安芸津町三津４４２４番地
代表者：代表取締役 新宅 悦雄
資本金：１０００万円 従業員：３３名
連絡先：ＴＥＬ ０８４６－４５－０１１６

ＦＡＸ ０８４６－４５－０１５０

研究開発概要

足底部を畦編み（あぜあみ）にすることにより保温性
と透過性の両方の機能を持つ高保温靴下の提供を
目的とした編機の開発。
研究開発の経緯

畦編み靴下は、糖尿病患者等のつま先の冷えを解
消する事を目的に、開発を始めたもの。支援機関の
コーディネーターから補助金を活用してみないかと進
められ、アドバイスを受けながら補助金に応募した。

補助金応募は初めてだったので、提案書の作成が
大変だった。

コーディネーターからは、コンパクトにまとめること、
専門用語を使わないこと（補助金の審査員は靴下の
専門家ではない。素人にも分かりやすい表現ぶり）に
ついて、アドバイスしてもらった。
研究開発内容

既存の装置の改良版（手動）をベースに、全自動の
靴下編機を開発した。機械の改良、コンピュータ制御
による自動化を実施し、従来の機械では不可能で
あった、つま先部分までの畦編みを全自動で行うこと
が可能となった。

株式会社コーポレーションパールスター
－裏地付高保温靴下編機の開発－

（平成16年度中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発事業）

原点は補助事業で開発した「畦編みの編機」 ～ 医療・介護用靴下への展開 ～
脱下請けによる自社ブランドの構築

補助事業の活用利点

補助金活用により、リスクを伴う研究開発にチャレンジ
する勇気が出たこと。

補助金を受けたことにより信用力がつき、メインバンク
以外の銀行からも融資が受けられたこと。

他の研究開発支援制度の利用状況

（平成２１年度補正予算 ものづくり中小企業製品開発
等支援補助金（実証等支援事業））

・転倒予防靴下（薄手ハイソックスタイプ）による浮腫と
疲労度・ストレスに関する実証（経済産業省）

・バイオメカニカメクスによるスリッパ型室内シューズの
機能評価（経済産業省）
（平成２１年度ＪＳＴ受託研究）ストラップ付足矯正靴下

ほか

１５

市場での競争力

医療・介護用の靴下としての注目度、大学との共同研
究開発としての製品信頼度、靴下でリハビリという意外
性により、マスコミ等から取り上げられることも多い。
・もうけの花道（当局ＨＰ）
・情熱企業（テレビ新広島 平成22年Ｏ．Ａ）
・夢の扉（ＴＢＳ系で平成23年2月全国放送）

・通販生活（カタログ販売）2011春号に「外反母趾対策
靴下」掲載

成功の要因
産学連携による自社ブランドの確立

トピック
テーマ名「畦編み技術の開発により、靴下でリハビリ患
者及び高齢者のＱＯＬ向上に貢献」により、第４回もの
づくり日本大賞優秀賞を受賞

本研究開発による売上状況
平成１７年度以降の累計売上高：２１００万円程度

知的財産権（本研究開発による特許出願等）
意匠登録権；踵畦編形状（５件）
特許出願中：踵畦編編成方法

今後の事業展開

当社の開発企画力の原点は、本補助事業で開発した
「畦編みの編機」。これが全ての基礎となっている。

畦編み靴下自体は、そんなに売れてはいないが、そこ
から、「転倒防止靴下」「外反母趾対策靴下」へと展開し
ていった。

これからは、「熟練度のあるものづくり」が生き残れる道
だと思っている。

また、「やりがいのある仕事」人に喜んでもらえる商品を
作ること、「脱下請けによる自社ブランドの構築」に今後
とも取り組んでいく。

製品概要

２重式あぜ編み（凹凸編み）靴下
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トピック
テーマ名「畦編み技術の開発により、靴下でリハビリ
患者及び高齢者のＱＯＬ向上に貢献」により、第４回も
のづくり日本大賞優秀賞を受賞（平成２３年度）



 

研究開発の内容

設立：昭和８年１１月
本社：広島県大竹市明治新開１－４
代表者：取締役社長 戸田 俊行
資本金：５５億６２１１万円 従業員：４００名
売上高：連結３６８億円（平成２１年度実績）
連絡先：ＴＥＬ ０８２７－５７－００５５

ＦＡＸ ０８２７－５７－００６６

研究開発概要

粒子20nmの新規ナノ顔料を均一に分散させた、帯電
性を持つデジタルインキを用いて、従来にはなかった
優れた色彩を持つ、高速・高画質のオンデマンド印
刷技術を開発。

研究開発の経緯

ナノ粒子の合成と機能化技術に関するプロセス工学
研究の第一人者である広島大学奥山喜久夫教授が
関連企業に声をかけられたもの。
理論解析（広島大学）
素材開発（戸田工業（株）、サカタインクス（株））
分散機開発（寿工業（株））
印刷機開発及び市場開拓（三菱重工業（株））

戸田工業株式会社
－ナノ粒子を用いる高速高画質オンデマンド印刷技術の開発－

（平成16・17年度地域新生コンソーシアム研究開発事業）

高速高画質オンデマンド印刷用に使用できる高着色力を持つハイブリッド型ナノ顔料
の開発本研究による累計売上高約２億円

会社概要
共同研究体の概要

（管理法人：財団法人中国技術振興センター）
（現：（公財）ちゅうごく産業創造センター）
開発期間：平成１６～１７年度
研究代表者：戸田工業（株）創造本部部長 浦井智明
メンバー：広島大学、戸田工業（株）、寿工業（株）、

サカタインクス（株）、三菱重工業（株）

研究開発目標（戸田工業（株））

【ハイブリッド型ナノ粒子顔料（20nm）の大量製造技術】
着色力が通常の顔料の１．２倍となるナノ粒子顔料の合
成条件を見出す。また試作条件把握後の大量製造技
術も確立する。

成果概要
14nmのシリカナノ粒子(コア粒子）に顔料成分をコーティ
ングする。（これをハイブリッド技術と呼んでいる）
課題は濃度向上。インキにすると色が薄くなってしまう
ので、印刷インキの濃度を向上させるため、着色能力を
向上させる必要があった。
コア粒子に対する顔料成分のコーティング量を検討し、
コア粒子に対し、100%→500%までアップさせることに成
功した。コーティング量200%で原料として使えるレベルと
なった。

１７

委託事業の活用利点
・共業者の発掘（協力関係の構築）
・異業種交流による精度の高い豊富な情報入手と
用途、販路の拡大

他の研究開発支援制度の利用状況

（平成２３年度第３次補正予算における地域イノベー
ション協創プログラム補助金）

非晶質アルミノケイ酸塩粒子による放射能汚染土壌の
除染システムの開発

本研究開発による売上状況
平成２０年度以降の累計売上高：２億円程度

知的財産権（本研究開発による特許出願等）
特開２００７－３９７４
公開日 平成１９年１月１１日
出願人 サカタインクス（株）、戸田工業（株）

タイトル「液体現像剤の製造方法およびその製造方法
により得られた液体現像剤」

成功の要因
・ハイブリッド型ナノ粒子顔料の適正な用途開発。
・ターゲットとなる顧客の発掘。
・顧客の使用用途に応じた臨機応変なカスタマイズ。

今後の事業展開
・化粧料用にカスタマイズされたハイブリッド型ナノ顔料
の設計と展開

・路面表示材料用にカスタマイズされた同顔料の設計
と展開

・シェルに金属材料等導電性をもつ素材を使用した
ナノ導電材料の合成

製品概要

製品名：デジットカラー

ナノシリカ粒子（約１５nm）をコアとし、シェル層にカーボンブ
ラックもしくは有機色材をコーティングしたナノサイズ複合顔
料であり、鮮やかな発色と優れた着色透過性を有する。
有名メーカーの口紅等、化粧品にも展開。

デジットカラーサンプル
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株式会社日本製鋼所広島製作所
－光導波路、化学チップ、ディスプレイ素子等の三次元薄肉大面積超微細加工製品を

製造するための超微細転写・超低圧成形プロセスの開発－
（平成15・16年度新規産業創造技術開発費補助金）

製品概要

会社概要

研究開発の内容

設立：昭和２５年１２月
本社：東京都品川区大崎１丁目１１番１号
広島製作所：広島市安芸区船越南１－６－１
代表者：代表取締役 社長 佐藤 育男
資本金：１９６億９４２３万円 従業員：２０６２名
売上高：１７９３億２５００万円
連絡先（広島製作所）：ＴＥＬ ０８２－８２２－３１８１

ＦＡＸ ０８２－２８５－２０３８

研究開発の経緯

平成１４年度から、高付加価値の樹脂製品を調査し、
その新たな製造装置を開発しようとしていた。社内で
も細々と行っていたところ、本事業が応募用件にマッ
チしていたため申請を行った。

従来技術の課題
従来の装置は、作製できるμｍ・ｎｍ台の微細形状の
品質や生産性及び経済性等に課題があった。

新技術による課題解決

熱ナノインプリントと比べて、作製できる微細形状の
品質及び生産速度が飛躍的に向上した。

成功の要因
補助金により試作1号機を製作でき、顧客ＰＲやヒヤ

リングを早期に開始できた。工法が新しいため、学会
発表や展示会出展を行い普及に努めた。また補助
金をもらったからには、あきらめずに事業化が実現す
るまで根気強く研究開発を続けた。

微細転写性、薄肉大面積化、生産性及び経済性に優れた溶融微細転写 Ｒプロセスの確立
医療・バイオ、光学素子、新エネルギーなどの有望成長分野での有効活用を図る

溶融微細転写装置MTMⅡ130-30
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補助事業の活用利点
補助金の交付を受けたことで、従来の手作りの試験
から脱し、本格的な試作機の開発を実現できた。また、
本補助事業を起点にして社内プロジェクトが開始され、
研究開発を中断せず持続でき、技術を完成できた。

他の研究開発支援制度の利用状況
（財）機械システム振興協会助成金（平成１７～１８年度）

表彰等
nanotech2008大賞(微細加工技術部門)（平成２０年）
（社）ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形加工学会青木固技術賞（平成２１年）
（社）ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形加工学会論文賞（平成２２年）

本研究開発による売上状況
溶融微細転写装置の製品価格 数千万円／台
現在のところ数台の販売実績がある。
医療・バイオ関連製品を開発する目的で導入された。
今後は年間数億円以上の売上を目指す。

知的財産権（本研究開発による特許出願等）
基本特許は世界各国で取得。
現在数十件の特許出願中（成立した特許は十数件）

市場での競争力・インパクト

従来の熱インプリントや射出成形では作製できない
高品質でアスペクト比[高さ／(幅又は直径）]の高い

（１０以上）微細形状を作製可能。この技術は他企業
にはないため国際的な競争力・インパクトは高い。

今後の事業展開

大面積化や、プラスチック以外の素材（ガラス、シリコ
ン等）への展開を検討して行きたい。ナノ成形技術は
１０年前の市場予測よりも市場形成が遅れているが、
今後も引き続き技術の高度化を進め、新規市場の創
成に有効に活用されるよう普及を図って行きたい。

ナノホールアレィ成形体（隔壁幅45nm×
高さ380nm×穴径φ250nm）
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会社概要

研究開発の内容

設立：昭和２８年３月
本社：広島県安芸郡府中町新地１－１４
代表者：取締役社長 藤田 均
資本金：２億９０００万円 従業員：１１４２名
売上高：４８７億１０００万円
連絡先：ＴＥＬ ０８２－２８２－８２１１

ＦＡＸ ０８２－２８２－８２２１

研究開発の経緯

自動車事故における、むち打ち症に対する予防・安
全性が社会的に要求されるようになり、自動車メー
カー（マツダ等）の新型車へのモデルチェンジの開発
項目として当社でも研究開発が開始されていた。

従来技術の課題

自動車事故における、むち打ち症に対する予防・安
全性が社会的に要求されるなか、従来の自動車シー
トにおける衝突時の衝撃の吸収緩和等に対する予
防・安全性のニーズが高まってきており、シートフ
レームの改良が課題であった。

新技術による課題解決

衝突による人体に及ぼす外部荷重を軽減させる構
造のシートフレームを開発し、むち打ち症の発生が
軽減されるようになった。

デ ル タ 工 業 株 式 会 社
－頚部傷害（むち打ち症）軽減シート設計理論の研究－
（平成１５年度中小企業経営革新等対策費補助金）

むち打ち症の原因である人体に及ぼす衝撃荷重を軽減するシートフレームの開発

補助事業の活用利点

衝突実験で必要な高額な試験体（ダミー）を補助しても
らうことで、衝突のツールによる規格化された試験実施
要領に基づき衝突実験を繰り返し実証試験を行うことが
可能となり、実用化につなげることができた。

他の研究開発支援制度の利用状況
・平成１８～１９年度地域新生コンソーシアム研究開発
事業

・平成２１年度ものづくり中小企業製品開発等支援補
助金（試作開発等支援事業）

２１

成功の要因

自動車業界での、将来を見据えた社会的な要求に今
回の研究開発事業のテーマ（目標）も合致したもので
あり、会社全体で開発を推進しているテーマでもあっ
たため業務の一環として対応できた点が大きかった。

本研究開発による売上状況
平成１９年度 １億２９７５万円
平成２０年度 １億３４１４万円
（売上げはシート中の骨組みフレームの売上げのみ）

今後の事業展開

性能はそのままで形を変えたニーズに対応した製品
作りをしていきたい。

製品概要

シートフレーム

作動状況表示

イメージ図
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会社概要

研究開発の内容

設立：平成１３年４月
本社：広島県呉市阿賀南2-10-1 ジャンプコアB棟4号室

代表者：代表取締役社長 山崎 拓哉
資本金：４２５０万円
連絡先：ＴＥＬ ０８２３－７３－４５６５

ＦＡＸ ０８２３－７３－４５６９
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.sekisou.com/

研究開発の経緯

世界で初めて金属板積層金型（薄い金属の板を積
み重ねて作る金型）を実用化させたが、積層板間の
結合に問題があった。積層板間の結合問題を解決
し、高温・高圧下で使用することを可能とする積層
金型の開発を行うことを目的とする。

従来技術の課題

積み重ねた金属の板を接合させるのに接着剤を利
用する等していたが、耐久性の面で問題があった。

新技術による課題解決

拡散接合（母材を密着させ、それらの融点以下の温
度条件で塑性変形をできるだけ生じさせない程度に
加圧して、接合面間に生じる原子の拡散を利用して
接合する方法）を採用することにより、問題の解決
を図った。

また、拡散結合を行うために専用の拡散結合炉を
導入した。

株式会社積層金型
－金属板積層法による次世代樹脂成形金型の開発－
（平成16・17年度新規産業創造技術開発費補助金）

金型の内部に冷却水路を張り巡らせ、成型サイクルの短縮化を実現！

成功の要因
拡散結合に関する専門家がいなかったため、材質、
接合面、厚み等の組み合わせについて様々な方法を
試し、試作品を作成していくことにより 適な方法を見
つけていったことで課題を克服した。

拡散結合炉

２３

補助事業の活用利点

補助事業を通じて、今までの研究開発で問題となって
いた技術的課題の解決を図ることができた。

他の研究開発支援制度の利用状況
平成１４年２月～平成１６年８月
科学技術振興機構（ＪＳＴ）委託開発
「ハイサイクル樹脂成型用積層金型」

知的財産権（本研究開発による特許出願等）
特許第4188380
「積層金型の検査方法及び検査装置」
その他現在 ２件取得 １０件特許出願中

本研究開発による売上状況
平成１９年にホームページを作成してから引き合いの
数が多くなった。また、商談会への出品を通じて新規
の取引先を増やしていった。
平成２２年度までの累計売上高：約１億円

市場での競争力・インパクト
高機能の樹脂成型品を効率よく生産できるため、コス
ト引き下げ効果があり、潜在ニーズは大きい。

今後の事業展開
現在は300×300×200までのサイズを手がけている
が、今後は1000×1200×800までのサイズの金型を
作成できるようにしていきたいと考えている。

製品概要

インパネ部品の適用事例

適用部品 熱解析事例

ホット
スポット

効果
１．冷却時間５３秒を２５秒へ、サイクルタイム７５秒から４７秒へ（▼４０％）
２．部品精度の向上

２４



 

製品概要

会社概要

研究開発の内容

設立：昭和２５年７月
本社：山口県宇部市大字小串字沖の山１９８８番の１
代表者：代表取締役社長 片岡 信裕
資本金：４億９０００万円 従業員：２３４名
売上高：７３億円

連絡先：ＴＥＬ ０８３６－２２－０２７４
ＦＡＸ ０８３６－２２－０２７１

研究開発の経緯

スレート波板は耐久性、経済性に優れた建材であるが、
原料の1つである石綿の人体への影響が懸念されること
から、使用禁止の法制化が進められている。

このままでは、有用な建築材料（スレート波板）が市場より
駆逐される。石綿代替原料の探索、製造条件を確認し、ス
レート波板の無害化を達成し、環境問題を解決するため
研究開発を急いだ。

従来技術の課題

波形の形状を付ける加工技術、強度をアスベスト代替原
料で実現することが苦労した点。

新技術による課題解決
配合レシピの工夫により課題を克服した。

成功の要因

実験室レベルの試験装置ではなく、プラントベースの試験
装置が購入できたので、事業化に結びつきやすかった。

富士工場の製造ラインにプラントベースの試験装置を組
み込み、装置と人員を活用して無石綿製品の開発のス
ピードアップが可能となった。製造ラインを使用したことで
スムーズな事業化（量産化）が出来た。

ウベボード株式会社
－石綿（アスベスト）を使用しないスレート波板の開発－
（平成15・16年度新規産業創造技術開発費補助金）

工場、倉庫、簡易な建物などの屋根、外壁に使用する石綿スレート板の無石綿化
石綿を使用しない製品を開発し、環境・健康問題に貢献し、業界トップクラスのシェア確保

用途は工場、倉庫、畜舎、駅のホーム等の屋根・外壁として使用
有機繊維とポルトランドセメントを混合したノンアスベスト製品

大波スレートｎ

２５

補助事業の活用利点

プラントベースの試験装置は大規模となるため購入が
困難であったが、補助が受けられたことで、プラント
ベースの試験装置が購入でき事業化に結びついた。

又、研究・実験に必要な試験装置も購入できた。この
装置は現在も実験で使用している。（外観は下の写真
参照）

研究開発の経験を生かして、他の製品についての改
善に繋がった。

本研究開発による売上状況

平成２１年度までの累計売上高：５４億円

スレート波板の市場規模は約３０億円、
当該社のシェアは３０％程度

今後の事業展開

スレート波板の無害化についての研究開発は
ほぼ終了しているが、今後はコストダウン、高付
加価値商品の開発といった観点で研究を検討。

宇部工場では、無石綿化とともに、サイディング
ボードの生産を主力にしている。

凍結融解試験装置（一例）
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会社概要

研究開発の内容

設 立：平成９年６月
本 社：山口県宇部市小串７４－３
代表者：代表取締役 山本 貴士
資本金：１億８５０１万円 従業員：４０名
売上高：９億５５３５万円（平成２２年５月期）
連絡先：ＴＥＬ ０８３６－３７－６５８５

ＦＡＸ ０８３６－３７－６５８６

技術内容

コンクリート部材の耐久性・耐震性改善のためのコー
ティング補修部材の開発。

経済性に富み、施工性に優れた長期にわたって耐久
性を保持する新素材応用技術の開発。

研究開発の経緯

当社が構造物の外壁補修用に開発した「ホームメイ
キャップ工法」の「マット工法」（ガラス繊維と特殊塗料
を含浸させて強度を高める施工方法）の構造力学特
性を把握・改良し、耐震性にまで持って行きたいと考
え、補助事業を活用し、新素材応用技術に係る研究
開発を実施した。

従来技術の課題

工法についてはベースのものがあったが、耐震性とい
うかなりスペックが高いところを求めていたので、ガラ
ス繊維と特殊塗料の組み合わせに苦労した。ある程
度の水準まで行くのに、かなりの数のコンクリートの
供試体をつくり、試験を繰り返した。

①小型供試体による各種繊維選定の実証試験

各種繊維シートの押し抜き、せん断試験、付着試験を
実施。
②小型供試体によるハイブリッドシートの選定実証試験

①をクリアした繊維シートを複層化し、各種実験を実施
することにより、 適な繊維の組み合わせによるハイブ
リッド化した繊維を探る。
③大型供試体による試作ハイブリッドシートの実証試験

②をクリアした組み合わせについて、大型供試体を使
用して各種試験を実施し、実用に耐えうる強度（はく落防
止、耐震防災機能）が確保出来るかの検証を実施。

株式会社エムビーエス
－コンクリート構造物耐震防災に優れる高性能コーティング補修材の開発－
（平成18年度中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発事業）

スクラップアンドビルドから維持管理・補修・改修へ
本研究による累計売上高約３億円

２７

補助事業の活用利点

第三者機関において、製品の試験委託が出来たこと。
製品の信用度があがるため。

他の研究開発支援制度の利用状況

（平成２１年度補正予算 ものづくり中小企業製品開発
等支援補助金（試作開発等支援事業））

薄膜スケルトンはく落防災コーティングの試作開発（経
済産業省）

本研究開発による売上状況
平成２０年度以降の累計売上高：３億円程度

知的財産権（本研究開発による特許出願等）
コンクリート構造物表面の強化コーティング方法
（出願中：１件）

成功の要因
開発技術の公的機関の技術認定取得
「スケルトン耐震防災コーティング」（※ＮＥＴＩＳ登録）
※ＮＥＴＩＳ（国土交通省 新技術情報提供システム）

今後の事業展開

当該工法を開発し、平成２１年に第２京阪高速道路の工
事を受注し、実績を積んだところ。今後、市町村を含め本
格的に事業展開していく。

その他
【メンテナンス品質管理システム※】

構造物のメンテナンス履歴情報（点検記録等）をインター
ネットサイト上から確認出来るシステム。

本システムは、九州の住宅メーカーで採用。今後は住宅
だけにとどまらず、土木構築物に展開予定。
※本システムは、平成２１年度ものづくり補助金を活用。

製品概要

右：シート無
し

左：スケルトン耐
震防災コーティン

グ
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地域新生コンソーシアム研究開発事業の事業化状況
（平成９年度～１９年度に実施）

・ 実用化までに至った案件は３６．４％、事業化までに至った案件は３０．２％

＜用語説明＞

追加研究実施中：現在も研究を続けている。

実用化：製品の販売実績がない。

事業化：製品の販売実績がある。

中断：委託事業終了後に、かかる事業を中断している。

（単位；事業）

事業開始
年度

９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 総 計

追加研究 1 3 1 1 9 1 0 7 4 13 2 42

実用化 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 6

事業化 1 5 3 3 7 3 4 2 1 0 0 29

中断 0 1 1 0 3 7 4 1 1 0 1 19

合計 2 9 5 4 19 13 9 10 8 14 3 96

※件数は中国地域分。

２９

新規産業創造技術開発費補助金の事業化状況
（平成９年度～１９年度に実施）

・ 事業化までに至った案件は２８．３％

＜用語説明＞

追加研究実施中：現在も研究を続けている。

事業化：製品の販売実績がある。

中断：補助事業終了後に、かかる事業を中断している。

（単位；社）

事業開始
年度

９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 総 計

追加研究 9 4 0 3 6 2 2 2 5 3 2 38

事業化 6 0 1 3 0 4 4 2 0 1 0 21

中断 3 3 1 2 0 4 0 0 2 0 0 15

合計 18 7 2 8 6 10 6 4 7 4 2 74

※件数は中国地域分。

３０



 

28%

23%
26%

23%

追加研究実施中

実用化

事業化

中断

創造技術研究開発費補助金の事業化状況
（平成１１年度～平成１６年度に実施）

・ 実用化までに至った案件は２３％、事業化までに至った案件は２６％

＜用語説明＞

追加研究実施中：現在も研究を続けている。

実用化：製品の販売実績がない。

事業化：製品の販売実績がある。

中断：補助事業終了後に、事業を中断している。

（単位；社）

事業年度 １４年度補正 １５年度 １６年度 総 計

追加研究実施中 5 2 3 10

実用化 3 3 2 8

事業化 2 6 1 9

中断 3 4 1 8

合計 13 15 7 35

３１

※件数は中国地域分

中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち実用化研究開発事業の事業化段階

・ 実用化までに至った案件は２３．１％、事業化までに至った案件は２５．６％

＜用語説明＞

追加研究実施中：現在も研究を続けている。

実用化：製品の販売実績がない。

事業化：製品の販売実績がある。

中断：補助事業終了後に、かかる事業を中断している。

（単位；社）
事業年度 17年度 18年度 19年度 20年度 総 計

追加研究実施中 2 2 3 0 7

実用化 4 3 0 2 9

事業化 2 7 1 0 10

中 断 4 5 3 1 13

合 計 12 17 7 3 39

18%

23%

26%

33%

追加研究実施中

実用化

事業化

中 断

３２



 

主な理由

・社内事情による一時中断。社内体制が整えば再開する。

・景気の状況、市場の変化等により研究・開発を中断している。

・事業分野を取り巻く環境が大きく変わり、中長期にわたって改善の見込みがないと判断したため事業を中断。

・コストダウンが出来ない等により現在の製品と置き換えることは不可能と判断し中断。

・他の研究開発を優先しているため事業化検討は中断している。

・開発した製品に関して耐久性の問題があったため中断。

・会社の資金不足によりこの分野の事業から撤退。

・コストが非常に高いことから事業化を断念。

３３

事業化が中断した主な理由と割合
（平成１４年度～平成２１年度事業）

32%

24%

20%

16%

8% 会社の方向性

技術的要素

製品コスト

経費削減

その他

２０１２中国地域発イノベーション創出！
～技術開発支援プロジェクト 成功事例集～
平成２４年３月発行

お問い合わせ先
中国経済産業局地域経済部次世代産業課
〒７３０－８５３１
広島市中区上八丁堀６－３０
電話０８２－２２４－５６８０ ＦＡＸ０８２－２２４－５６４５

 


