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はじめに 

 

 

人口減少、首都圏への人材流出が進む中、地方が成長する活力を取り戻すことは我が国

にとって最重要課題です。そのために地域経済に新たな付加価値を生み出す核となる企

業・事業の集中的育成等により、雇用の場の確保・拡大を図り、地域経済の維持・活性化

を促進していくことが求められています。 

そうしたなか、経済産業省では、「平成 27 年度戦略産業支援のための基盤整備事業（戦

略分野コーディネータ事業（医療機器分野））」を実施し、特に「介護・福祉機器」に焦点

を当て、公設試験研究機関（公設試）や産業支援機関、大学等と連携をとりつつ、中堅・

中小企業の育成および強化を推進しています。 

その一環として、公設試が保有する技術シーズを中堅・中小企業が積極的に活用し企業

の競争力強化を図るため、公設試の技術シーズを収集した「【介護・福祉機器】公設試験研

究機関技術シーズ集」を作成致しました。 

 本技術シーズ集には、各公設試の相談窓口、介護・福祉機器開発に活用できる機器利用

（依頼試験）の内容、支援・共同開発の成功事例、要素技術（技術シーズ）を掲載してお

りますので、機器利用、技術相談、共同研究等を行う際の、参考資料としてご活用いただ

けましたら幸いです。 

 本技術シーズ集の作成にあたり、ご協力いただきました全国の公設試ならびにご助言を

いただきました関係機関の皆様に心よりお礼申し上げます。 
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公設試験研究機関技術シーズ調査方法 

 

調査期間：平成 27 年 10 月 19 日～11 月 11 日 

 

調査対象：各公設試の HP で福祉関係の表示がある施設、リハビリセンター、産業技術連携

推進会議医療福祉技術分科会編『医療技術・福祉技術分野における地域公設試

験機関の取組に関する現状調査アンケート 集計結果』での回答機関 

     計 68 機関 

 

調査方法：各機関へ質問票を郵送し、Eメールにて回収 

 

回答結果：37 機関（該当なしを含む） 

回収率 54.4％ 

 

回答内訳： 

 

 

 

 

 

 

本書の活用のポイント 

 

本書では、上記方法により収集した各公設試の介護・福祉機器開発に関連する情報を掲載

しています。機器利用、技術相談、共同開発など、目的に応じて参考資料としてご活用く

ださい。 

 

１．技術キーワード索引 

各公設試に関する情報を「技術キーワード」により分類しています。 

２．各公設試情報 

 各公設試について、下記項目に関する情報を掲載しています。 

①相談窓口：医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口。 

②機器利用情報：介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容。 

③支援・共同開発の成功事例：介護・福祉機器開発支援もしくは共同開発の成功事例。 

④要素技術（技術シーズ※）：マッチング可能な要素技術（技術シーズ）の情報。当該分

野に転用可能な要素技術（技術シーズ）を含む。 

※技術シーズ：地域内外問わずに中堅・中小企業に提供できる独自の研究成果を意味します。 

相談窓口 32 機関 

機器利用情報 30 機関 

支援・共同開発の成功事例 24 機関（39 件） 

要素技術（技術シーズ） 15 機関（15 件） 
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テーマ 機関名 ページ

介護
高齢者のQOL向上のための、京都の伝統工芸による
美的感性価値の高い機能性介護食器の開発

京都市産業技術研究所 86

高齢者
様々な照明下での見やすい配色を照明シミュレーショ
ンを用いて決定する

静岡県工業技術研究所 73

人間工学 車椅子専用卓球台の開発 茨城県工業技術センター 28

ひとにやさしい・やきものづくりの支援 茨城県工業技術センター 29

腹部への圧迫力を低く抑え、かつ腰部の安定性と着
用快適性を向上させた腰用サポータの開発

富山県工業技術センター 56

楽に薬を飲む事が出来る「らくらくん」の開発と商品化 長野県工業技術総合センター 68

姿勢保持・矯正を目的とした新規ポジショニングクッ
ションの開発

静岡県工業技術研究所 72

衝撃吸収フローリングの歩行安定性評価 静岡県工業技術研究所 74

高齢者のQOL向上のための、京都の伝統工芸による
美的感性価値の高い機能性介護食器の開発

京都市産業技術研究所 86

介護施設における遠隔見守りシステムの開発 奈良県産業振興総合センター 96

高齢者ネイルケアで使い易い爪やすりの開発
広島県立総合技術研究所
西部工業技術センター

102

片手操作式歩行器の研究開発 宮崎県工業技術センター 112

福祉工学 高齢者介護施設における見守り技術の開発 兵庫県立工業技術センター 93

生体工学 片手操作式歩行器の研究開発 宮崎県工業技術センター 112

情報技術 介護施設における遠隔見守りシステムの開発 奈良県産業振興総合センター 96

支援技術
「シリコンゴム製自助具」の開発－触って気持ちのよ
いシリコンゴムを使用した「生活自助具（Ｑシリーズ）」
の商品化に向けて－

静岡県工業技術研究所 75

入浴介護
介護負担を軽減する入浴介助用昇降イス（入浴リフ
ト）の開発

三重県工業研究所 82

工芸 福祉食器シリーズ『てまる』 岩手県工業技術センター 18

陶磁器 福祉食器シリーズ『てまる』 岩手県工業技術センター 18

漆器 福祉食器シリーズ『てまる』 岩手県工業技術センター 18

木工 NC木工施盤
北海道立総合研究機構
森林研究本部　林産試験場

10

福祉食器シリーズ『てまる』 岩手県工業技術センター 18

嚥下
高齢者のQOL向上のための、京都の伝統工芸による
美的感性価値の高い機能性介護食器の開発

京都市産業技術研究所 86

視認性
様々な照明下での見やすい配色を照明シミュレーショ
ンを用いて決定する

静岡県工業技術研究所 73

歩行 衝撃吸収フローリングの歩行安定性評価 静岡県工業技術研究所 74

自助具
「シリコンゴム製自助具」の開発－触って気持ちのよ
いシリコンゴムを使用した「生活自助具（Ｑシリーズ）」
の商品化に向けて－

静岡県工業技術研究所 75

技術キーワード索引

＜支援もしくは共同開発の成功事例＞

技術キーワード
支援もしくは共同開発の成功事例
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姿勢保持
入浴用姿勢保持具の開発－入浴介護に優しいサ
ポートクッション－

静岡県工業技術研究所 76

Android
ICTを活用した県民の安全安心支援サービス先進モ
デル構築事業

青森県産業技術センター
工業総合研究所

14

クラウドコンピューティング
ICTを活用した県民の安全安心支援サービス先進モ
デル構築事業

青森県産業技術センター
工業総合研究所

14

音声案内 騒音に配慮した音声案内装置の開発 石川県工業試験場 60

騒音対策 騒音に配慮した音声案内装置の開発 石川県工業試験場 60

色・音マッピング 視覚障害者のための携帯型色認識装置の開発 石川県工業試験場 61

共感覚 視覚障害者のための携帯型色認識装置の開発 石川県工業試験場 61

バリアフリー 色弱シミュレータの開発 石川県工業試験場 62

シャワーキャリー シャワーキャリーの製品開発 滋賀県工業技術総合センター 84

デザイン
高齢者のQOL向上のための、京都の伝統工芸による
美的感性価値の高い機能性介護食器の開発

京都市産業技術研究所 86

介護施設における遠隔見守りシステムの開発 奈良県産業振興総合センター 96

高齢者のネイルケアで使い易い爪やすりの開発
広島県立総合技術研究所
西部工業技術センター

102

片手操作式歩行器の研究開発 宮城県工業技術センター 112

寝具 多層構造織物による寝具用クッション材 福井県工業技術センター 64

クッション 多層構造織物による寝具用クッション材 福井県工業技術センター 64

オーダーメイド型
世界初の水銀フリーフィルム型紫外光源オーダーメイ
ド皮膚治療器

兵庫県立工業技術センター 92

多層構造織物 多層構造織物による寝具用クッション材 福井県工業技術センター 64

義肢 義肢ソケット製作システムの開発 山梨県工業技術センター 66

設計支援 楽に薬を飲む事が出来る「らくらくん」の開発と商品化 長野県工業技術総合センター 68

熱画像
入浴用姿勢保持具の開発－入浴介護に優しいサ
ポートクッション－

静岡県工業技術研究所 76

ユニバーサルデザイン 色弱シミュレータの開発 石川県工業試験場 62

電気的安全性
「痛くない」歯科麻酔用電動注射器の開発・製品化－
オーラスター－

神奈川県産業技術センター 46

リハビリ補助機器（パワーアシストハンド）の製品化支
援

神奈川県産業技術センター 47

水銀フリー
世界初の水銀フリーフィルム型紫外光源オーダーメイ
ド皮膚治療器

兵庫県立工業技術センター 92

ナローバンドUVB
世界初の水銀フリーフィルム型紫外光源オーダーメイ
ド皮膚治療器

兵庫県立工業技術センター 92

EMC

NEDO人間支援型ロボット実用化基盤技術開発 リハ
ビリ支援ロボット及び実用化技術開発『介護予防のた
めの筋力向上トレーニングロボットシステムの研究開
発』

新潟県工業技術総合研究所 50

CAE
熱傷治療技術を応用した在宅介護ベッドシステムの
開発と市場開拓

新潟県工業技術総合研究所 52

立体造形 葬儀用和紙製義肢の開発 埼玉県産業技術総合センター 37

光造形 義肢ソケット製作システムの開発 山梨県工業技術センター 66
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自動加工 NC木工施盤
北海道立総合研究機構
森林研究本部　林産試験場

10

NC木工施盤 NC木工施盤
北海道立総合研究機構
森林研究本部　林産試験場

10

3D加工 NC木工施盤
北海道立総合研究機構
森林研究本部　林産試験場

10

3次元造型機
「シリコンゴム製自助具」の開発－触って気持ちのよ
いシリコンゴムを使用した「生活自助具（Ｑシリーズ）」
の商品化に向けて－

静岡県工業技術研究所 75

3次元CAD 介護用ショッピングカート「楽々カート」の開発 鳥取県産業技術センター 100

3Dプリンタ 楽に薬を飲む事が出来る「らくらくん」の開発と商品化 長野県工業技術総合センター 68

機械加工 介護用ショッピングカート「楽々カート」の開発 鳥取県産業技術センター 100

紫外線治療器
世界初の水銀フリーフィルム型紫外光源オーダーメイ
ド皮膚治療器

兵庫県立工業技術センター 92

プログラミング 座位姿勢計測アプリ「i-HORIZON」の開発 埼玉県産業技術総合センター 35

座位姿勢計測ソフトウェアの開発 埼玉県産業技術総合センター 36

顔抽出 高齢者介護施設における見守り技術の開発 兵庫県立工業技術センター 93

画像処理 片手操作式歩行器の研究開発 宮崎県工業技術センター 112

多視点画像解析 高齢者介護施設における見守り技術の開発 兵庫県立工業技術センター 93

負荷特性

NEDO人間支援型ロボット実用化基盤技術開発 リハ
ビリ支援ロボット及び実用化技術開発『介護予防のた
めの筋力向上トレーニングロボットシステムの研究開
発』

新潟県工業技術総合研究所 50

負荷制御
エルゴメーターの負荷フィードバックシステムに関する
研究

新潟県工業技術総合研究所 51

電磁ブレーキ
エルゴメーターの負荷フィードバックシステムに関する
研究

新潟県工業技術総合研究所 51

フィードバックシステム
エルゴメーターの負荷フィードバックシステムに関する
研究

新潟県工業技術総合研究所 51

流動解析
熱傷治療技術を応用した在宅介護ベッドシステムの
開発と市場開拓

新潟県工業技術総合研究所 52

シミュレーション
熱傷治療技術を応用した在宅介護ベッドシステムの
開発と市場開拓

新潟県工業技術総合研究所 52

楽に薬を飲む事が出来る「らくらくん」の開発と商品化 長野県工業技術総合センター 68

介護用ショッピングカート「楽々カート」の開発 鳥取県産業技術センター 100

照明シミュレーション
様々な照明下での見やすい配色を照明シミュレーショ
ンを用いて決定する

静岡県工業技術研究所 73

色弱シミュレーション 色弱シミュレータの開発 石川県工業試験場 62

色彩
様々な照明下での見やすい配色を照明シミュレーショ
ンを用いて決定する

静岡県工業技術研究所 73

配色
様々な照明下での見やすい配色を照明シミュレーショ
ンを用いて決定する

静岡県工業技術研究所 73

視覚
様々な照明下での見やすい配色を照明シミュレーショ
ンを用いて決定する

静岡県工業技術研究所 73

センサ 徘徊・離床センサーの開発 山口県産業技術センター 104

検知 徘徊・離床センサーの開発 山口県産業技術センター 104
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信号処理
エルゴメーターの負荷フィードバックシステムに関する
研究

新潟県工業技術総合研究所 51

徘徊・離床センサーの開発 山口県産業技術センター 104

センシング 座位姿勢計測器「HORIZON」の開発 埼玉県産業技術総合センター 34

焦電型赤外線センサー 騒音に配慮した音声案内装置の開発 石川県工業試験場 60

ロボット

NEDO人間支援型ロボット実用化基盤技術開発 リハ
ビリ支援ロボット及び実用化技術開発『介護予防のた
めの筋力向上トレーニングロボットシステムの研究開
発』

新潟県工業技術総合研究所 50

負荷特性

NEDO人間支援型ロボット実用化基盤技術開発 リハ
ビリ支援ロボット及び実用化技術開発『介護予防のた
めの筋力向上トレーニングロボットシステムの研究開
発』

新潟県工業技術総合研究所 50

電気安全

NEDO人間支援型ロボット実用化基盤技術開発 リハ
ビリ支援ロボット及び実用化技術開発『介護予防のた
めの筋力向上トレーニングロボットシステムの研究開
発』

新潟県工業技術総合研究所 50

テーマ 機関名 ページ

人間工学
スポーツ産業振興へ向けた観察記録・生体計測に基
づく運動評価技術の開発

静岡県工業技術研究所 77

人間工学を利用した人にやさしいモノづくり 奈良県産業振興総合センター 97

医療 リハビリテーション教材用の玩具開発
青森県産業技術センター
工業総合研究所

15

福祉用具 液状化現象を利用した褥瘡予防クッション 富山工業技術センター 57

褥瘡予防 液状化現象を利用した褥瘡予防クッション 富山工業技術センター 57

嚥下活動
食品開発のための嚥下筋活動計測用センサシート開
発

長野県工業技術総合センター 69

溶射 光触媒換気装置 岩手県工業技術センター 19

ユーザビリティー
スポーツ産業振興へ向けた観察記録・生体計測に基
づく運動評価技術の開発

静岡県工業技術研究所 77

リハビリテーション リハビリテーション教材用の玩具開発
青森県産業技術センター
工業総合研究所

15

保育 リハビリテーション教材用の玩具開発
青森県産業技術センター
工業総合研究所

15

クッション 液状化現象を利用した褥瘡予防クッション 富山工業技術センター 57

マイクロバルーン 液状化現象を利用した褥瘡予防クッション 富山工業技術センター 57

液状化現象 液状化現象を利用した褥瘡予防クッション 富山工業技術センター 57

軽量化 マグネシウム合金への高速突起成形技術 茨城県工業技術センター 30

高速突起成形 マグネシウム合金への高速突起成形技術 茨城県工業技術センター 30

接合レス突起成形 マグネシウム合金への高速突起成形技術 茨城県工業技術センター 30

ユニバーサルデザイン 人間工学を利用した人にやさしいモノづくり 奈良県産業振興総合センター 97

多孔質材料 光触媒の製造方法及びこれにより製造される光触媒 千葉県産業支援技術研究所 40

技術キーワード
要素技術

＜要素技術＞



- 7 -- 6 -

光触媒 光触媒換気装置 岩手県工業技術センター 19

はっ水性 複数の機能を持った介護用のパジャマ用生地 山形県工業技術センター 24

吸放湿性 複数の機能を持った介護用のパジャマ用生地 山形県工業技術センター 24

伸長特性 複数の機能を持った介護用のパジャマ用生地 山形県工業技術センター 24

作業工数削減 マグネシウム合金への高速突起成形技術 茨城県工業技術センター 30

可視光応答性光触媒 光触媒の製造方法及びこれにより製造される光触媒 千葉県産業支援技術研究所 40

部品点数削減 マグネシウム合金への高速突起成形技術 茨城県工業技術センター 30

放置プラズマ焼結 光触媒の製造方法及びこれにより製造される光触媒 千葉県産業支援技術研究所 40

EMC
介護・福祉機器開発に資する計測制御技術に関する
ノウハウ

新潟県工業技術総合研究所 53

CAE
介護・福祉機器開発に資する計測制御技術に関する
ノウハウ

新潟県工業技術総合研究所 53

木材加工 リハビリテーション教材用の玩具開発
青森県産業技術センター
工業総合研究所

15

心電図 携帯型心電図信号計測装置の開発とその解析技術 山口県産業技術センター 105

ストレス 携帯型心電図信号計測装置の開発とその解析技術 山口県産業技術センター 105

生体信号 携帯型心電図信号計測装置の開発とその解析技術 山口県産業技術センター 105

モニタリング 携帯型心電図信号計測装置の開発とその解析技術 山口県産業技術センター 105

動作分析技術 褥瘡予防監視システムの開発 埼玉県産業技術総合センター 38

3次元計測技術 褥瘡予防監視システムの開発 埼玉県産業技術総合センター 38

食品評価
食品開発のための嚥下筋活動計測用センサシート開
発

長野県工業技術総合センター 69

加振 液状化現象を利用した褥瘡予防クッション 富山工業技術センター 57

シミュレーション
介護・福祉機器開発に資する計測制御技術に関する
ノウハウ

新潟県工業技術総合研究所 53

計測
介護・福祉機器開発に資する計測制御技術に関する
ノウハウ

新潟県工業技術総合研究所 53

センサシート
食品開発のための嚥下筋活動計測用センサシート開
発

長野県工業技術総合センター 69

制御
介護・福祉機器開発に資する計測制御技術に関する
ノウハウ

新潟県工業技術総合研究所 53

筋電図
食品開発のための嚥下筋活動計測用センサシート開
発

長野県工業技術総合センター 69

スポーツ産業振興へ向けた観察記録・生体計測に基
づく運動評価技術の開発

静岡県工業技術研究所 77

非侵襲計測
食品開発のための嚥下筋活動計測用センサシート開
発

長野県工業技術総合センター 69

加速度
スポーツ産業振興へ向けた観察記録・生体計測に基
づく運動評価技術の開発

静岡県工業技術研究所 77

無線計測
スポーツ産業振興へ向けた観察記録・生体計測に基
づく運動評価技術の開発

静岡県工業技術研究所 77

信号処理
介護・福祉機器開発に資する計測制御技術に関する
ノウハウ

新潟県工業技術総合研究所 53

電気安全
介護・福祉機器開発に資する計測制御技術に関する
ノウハウ

新潟県工業技術総合研究所 53
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平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

企業支援部　技術支援グループ

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

当場は木製品を有効に利用するための様々な研究のみならず、主に木材産業からの依頼を受け、木材や合板、集
成材等に関する様々な試験や、木製品を製造するための様々な試験機器を貸し出しています。
 　詳しくは、当場HP（http://www.hro.or.jp/list/forest/research/fpri/support/index.html）若しくは、次ページ以降を
ご参照下さい。

電話番号
0166-75-4233
（内線421/422）

連
絡
先

住所 北海道旭川市西神楽1線10号

E-mail rinsan-ext@ml.hro.or.jp

地方独立行政法人北海道立総合研究機構　森林研究本部　林産試験場

所在地

代表電話番号

北海道旭川市西神楽1線10号

0166-75-4233

ＨＰ http://www.hro.or.jp/list/forest/research/fpri/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

http://www.asahikawakikai.com/

担当者

開発経緯

３社との受託研究及び共同研究を通して基礎技術を開発した。
H２３年・旭川機械工業(株)へ技術移転を完了した。
H２４年に障害者福祉施設に納入した。

・受託研究「道産広葉樹材を用いた曲がり部材の加工技術の開発」（（有）村口産業）　　  平成18年度
・ 受託研究「福祉食器類の凹面３次元加工に関する検討」　　　　　 （（株）マルマツ）　　   平成20年度
・共同研究「CNC木工旋盤の改良と商品例の提案」　　　　　　　　　  （旭川機械工業(株)）  平成23年度

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 　地方独立行政法人北海道立総合研究機構 森林研究本部　林産試験場

技術指導
の内容

NC木工旋盤のハードウエア、ソフトウエアのアドバイス
技術キーワード

福祉施設でのものづくりを通した賃金アップ及び障害者雇用の創出

機械メーカーへの技術移転が完了している。他の企業に対しても普及を進めている。

木工
自動加工
３D加工

NC木工旋盤製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ NC木工旋盤

知財情報 特許第4784767「３軸NC木工旋盤システム・工具経路生成方法・工具経路生成プログラム及び記録媒体」

技術部　製品開発グループ　研究主査　橋本裕之 研究期間 平成18年～平成23年

NC木工旋盤の研究成果を旭川機械工業(株)へ技術移転した。

実用化された商品が障害者福祉施設 悠久会（長崎県）殿へ納入され、

記念ストラップ（写真）、その他の木工品の生産を通して障害者の賃金アップに寄与している。

地方独立行政法人北海道立総合研究機構　森林研究本部　林産試験場
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平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

担当者 技術部　製品開発グループ　研究主査　橋本裕之 研究期間 平成18年～平成23年

テーマ NC木工旋盤

問い合わせ先 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 森林研究本部　林産試験場

開発経緯

民間企業との受託研究及び共同研究を通して基礎技術を開発した。
H２３年・民間企業へ技術移転を実施した。
H２４年に障害者福祉施設に納入した。
他の企業に対しても技術移転が可能である。

要素技術（技術シーズ）の概要

想定活用
場面

福祉施設でのものづくりを通した賃金アップ、及び障害者・高齢者雇用の創出

技術
キーワード

木工自動加工、３D加工、NC木工旋盤

関連資料 https://www.youtube.com/watch?v=CH6cuSF4Wo4

知財情報 特許第4784767「３軸NC木工旋盤システム・工具経路生成方法・工具経路生成プログラム及び記録媒体」

要素技術（技術シーズ）

本技術は、バイトの代わりにチップソーを用いたNC木工旋盤である。

チップソー専用のCAMソフトにより木材の３D加工が可能である。

自動加工機なので、専門知識を必要とせず、一般の人でも扱いが可能である。

材料の取付・取り外しのときは刃物が停止しているので安全である。

加工中に扉を開けると非常停止するので安全である。

車椅子に乗りながら操作が可能な高さに製作できる。

停止中、加工中、非常停止など機械の状態をランプの色で識別できるよう配慮できる。

チップソーによる３Ｄ加工の様子
車椅子に乗りながらの操作例

サンプル

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
地方独立行政法人北海道立総合研究機構　森林研究本部　林産試験場
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平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

電話番号連
絡
先

住所

E-mail

地方独立行政法人青森県産業技術センター　工業総合研究所

所在地

代表電話番号

青森県大字野木字山口221-10

017-728-0900

ＨＰ http://www.aomori-itc.or.jp

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署
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平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

電話番号連
絡
先

住所

E-mail

地方独立行政法人青森県産業技術センター　工業総合研究所

所在地

代表電話番号

青森県大字野木字山口221-10

017-728-0900

ＨＰ http://www.aomori-itc.or.jp

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

http://www.hybridsystem.jp/product.html

担当者

開発経緯

県内で生活する高齢者の状況に興味を持ち調査を行った結果、県内で単独もしくは夫婦のみで生活している高齢
者が多く在住し、今後もその割合は増加することが推測される結果が得られました。この結果から、効率よく高齢者
の生活を見守ることのできるシステムの開発を行うこととしました。Androidを用いた組込みシステム化技術は、タブ
レット端末やスマートフォンに新たな機能を付加することができます。また、クラウドコンピューティング技術を使用す
ることで、サーバの設備・運用費などを軽減することが可能となります。本研究では、タブレット端末やスマートフォン
とクラウドコンピューティング技術を組み合わせることで、緊急通報、安否確認、ビデオ通話等が可能な高齢者を見
守る次世代型福祉安心システムを試作開発しました。

支援の成功事例の概要

問い合わせ先
地方独立行政法人　青森県産業技術センター　工業総合研究所

青森県青森市大字野木字山口221-10
017-728-0900

高齢者見守りシステムのプログラムソースコードを開示し、機能について説明した内容を元に県内企業が独自機能
も付加し、製品化に結びつけました。さらにもう1社が共同研究契約を結び開発の指導を受けることで、商品化を実
現しました。

技術指導
の内容

情報端末(スマートフォン及びタブレット端末）及びサーバ用ソースコードの公開
Androidプログラムによる開発に対する機能デバッグ

GoogleAppEngineでの機能デバッグ

技術キーワード

高齢者生活空間及び福祉施設

2社が製品化

Android
クラウドコンピュー

ティング
製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ ICTを活用した県民の安全安心支援サービス先進モデル構築事業

知財情報 意匠登録：2件出願

地方独立行政法人　青森県産業技術センター　工業総合研究所
電子情報技術部

櫛引正剛　横濱和彦　鈴木翔一
研究期間 平成22年～平成23年

研究開発

共同研究契約

共同開発
ソースコードの公開及び

社内開発

平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

担当者
地方独立行政法人　青森県産業技術センター　弘前地域研究所

生活デザイン部
工藤洋司

研究期間 平成24年～平成26年

テーマ リハビリテーション教材用の玩具開発

問い合わせ先
地方独立行政法人　青森県産業技術センター　弘前地域研究所

青森県弘前市扇町1-1-8
0172-55-6740

開発経緯

　青森県には家具建具・工芸分野で優れた技術を有する企業が存在し、近年は、木工技術を応用し木製玩具開発
から子供用の空間作りで実績を伸ばしている。玩具や子供の木製の遊び場は、医療関係者からも支持されており、
リハビリや長期入院患者へのケアに有効と医療関係者から意見を頂いている。子供の木製空間をリハビリ・看護と
いった専門的な根拠を基に開発し、医療現場で検証しビジネスへつなげるものである。

要素技術（技術シーズ）の概要

想定活用
場面

小児科　待合室の保育環境。リハビリテーションの教材として。

技術
キーワード

木材加工、リハビリテーション、保育、医療

関連資料 http://www.warahand.com/mt.html

知財情報 商標登録：メディカルトイ

要素技術（技術シーズ）

木製ごっこハウス

指文字積み木「ゆびも」呼吸玩具「ふーて」 はめいた動物パズル

地方独立行政法人青森県産業技術センター　工業総合研究所
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担当者
地方独立行政法人　青森県産業技術センター　弘前地域研究所

生活デザイン部
工藤洋司

研究期間 平成24年～平成26年

テーマ リハビリテーション教材用の玩具開発

問い合わせ先
地方独立行政法人　青森県産業技術センター　弘前地域研究所

青森県弘前市扇町1-1-8
0172-55-6740

開発経緯

　青森県には家具建具・工芸分野で優れた技術を有する企業が存在し、近年は、木工技術を応用し木製玩具開発
から子供用の空間作りで実績を伸ばしている。玩具や子供の木製の遊び場は、医療関係者からも支持されており、
リハビリや長期入院患者へのケアに有効と医療関係者から意見を頂いている。子供の木製空間をリハビリ・看護と
いった専門的な根拠を基に開発し、医療現場で検証しビジネスへつなげるものである。

要素技術（技術シーズ）の概要

想定活用
場面

小児科　待合室の保育環境。リハビリテーションの教材として。

技術
キーワード

木材加工、リハビリテーション、保育、医療

関連資料 http://www.warahand.com/mt.html

知財情報 商標登録：メディカルトイ

要素技術（技術シーズ）

木製ごっこハウス

指文字積み木「ゆびも」呼吸玩具「ふーて」 はめいた動物パズル

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
地方独立行政法人青森県産業技術センター　工業総合研究所
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公設試験研究機関技術シーズ調査

所在地

代表電話番号

岩手県盛岡市北飯岡二丁目4番25号

019-635-1115

ＨＰ http://www.pref.iwate.jp/~kiri/

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

【機器利用】
　『岩手県工業技術センター機器貸出単価一覧表』
　http://www2.pref.iwate.jp/~kiri/mado/pdf/kiki_tanka.pdf

【依頼試験】
　『依頼試験等手数料一覧表』
　http://www2.pref.iwate.jp/~kiri/mado/pdf/H26_irai_tanka.pdf

地方独立行政法人岩手県工業技術センター

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 企画支援部

連
絡
先

住所 岩手県盛岡市北飯岡二丁目4番25号 電話番号 019－635－1115

E-mail CD0002@pref.iwate.jp

1

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査公設試験研究機関技術シーズ調査

知財情報

開発経緯

支援の成功事例の概要

別紙１－１から別紙１－３のとおり

技術指導
の内容

共同開発
技術キーワード

工芸
陶磁器
漆器
木工

想定活用
場面

福祉・介護食器

製品化の
状況

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 福祉食器シリーズ　『てまる』

担当者 企画デザイン部　八重樫　幾世子（所属は研究開発実施当時） 研究期間 平成21年～平成22年

一般販売中

関連資料
URL : http://temaru.jp/
２０１１年度グッドデザイン賞
地方独立行政法人岩手県工業技術センター最新成果集　ほかプレス掲載多数

問い合わせ先 地方独立行政法人岩手県工業技術センター

2

地方独立行政法人岩手県工業技術センター
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要素技術（技術シーズ）

テーマ 光触媒換気装置

光触媒被覆材の製造方法（特許第３９４４５５１号）
被覆体（特開２０１５－１４７９８１）

開発経緯

別紙２－１から別紙２－４のとおり

要素技術（技術シーズ）の概要

担当者 機能表面技術部　桑嶋　孝幸 研究期間 平成23年～

問い合わせ先 地方独立行政法人岩手県工業技術センター

別紙２－１から別紙２－４のとおり

想定活用
場面

福祉・介護施設における光触媒換気装置

技術
キーワード

光触媒、溶射

関連資料
URL : http://www.e-kamaden.co.jp/光触媒-その他/サンアールエコクリーンの特徴/
地方独立行政法人岩手県工業技術センター最新成果集

知財情報

※試験畜舎2戸、一般農家3戸で試験を実施

3

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
地方独立行政法人岩手県工業技術センター
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住所 仙台市泉区明通二丁目2番地

E-mail itim-p@pref.miyagi.jp

宮城県産業技術総合センター

所在地

代表電話番号

仙台市泉区明通二丁目2番地

022-377-8700

ＨＰ http://www.mit.pref.miyagi.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 企画・事業推進部

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

三次元動作解析システム
三次元モデル設計支援システム
光造形システム

電話番号 022-377-8700連
絡
先
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住所 仙台市泉区明通二丁目2番地

E-mail itim-p@pref.miyagi.jp

宮城県産業技術総合センター

所在地

代表電話番号

仙台市泉区明通二丁目2番地

022-377-8700

ＨＰ http://www.mit.pref.miyagi.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 企画・事業推進部

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

三次元動作解析システム
三次元モデル設計支援システム
光造形システム

電話番号 022-377-8700連
絡
先

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

山形県工業技術センター

所在地

代表電話番号

山形県山形市松栄2-2-1

023-644-3222

ＨＰ http://www.yrit.pref.yamagata.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

・表面粗さ・輪郭形状測定機
・非接触三次元測定装置
・真円度測定機
・NC創成放電加工機
・NC形彫放電加工機
・電子顕微鏡
・金属顕微鏡
・精密万能試験機
・硬さ試験機
・３Dプリンタ
その他多数

電話番号 023-644-3222連
絡
先

住所 山形県山形市松栄2-2-1

E-mail yrit@yrit.pref.yamagata.jp

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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要素技術（技術シーズ）

知財情報

問い合わせ先 山形県工業技術センター置賜試験場

開発経緯

　超高齢者社会を迎える中、介護パジャマ用生地の快適性が求められています。市販の介護パジャマの性能評価
を行ったところ、はっ水性や、伸長特性が不足していることがわかりました。
　そこで、介護者及び被介護者共に求められる機能として、水をこぼしてもすぐには浸透しないはっ水性、快適性の
指標となる吸放湿性、着用しやすさの指標となる伸長特性について複合化の検討を行いました。

要素技術（技術シーズ）の概要
　次の三つの機能を併せ持った介護パジャマ用生地を
開発しました。

　　　はっ水性　：　水などをこぼしてもすぐには濡れない
　　　吸放湿性　：　汗などでべとつきにくい
　　　伸長特性　：　伸びがあり動きやすい

想定活用
場面

介護現場

技術
キーワード

はっ水性、吸放湿性、伸長特性

関連資料

担当者 齋藤　洋 研究期間 平成23年～平成24年

テーマ 複数の機能を持った介護パジャマ用生地

はっ水性については、フッ素系はっ水剤と、架橋

剤を併用することで洗濯にも強いはっ水性を持た

せることができました。吸放湿性については、綿と

ポリエステルの混紡糸を用い、その混用率を検討

することにより、速乾性とべとつきにくさを実現しま

した。伸長性については、精紡交撚糸を用いること

により、伸縮性を向上させることができました。

ムレにムレにくい

水をはじく水をはじく

伸びる伸びる

開発した生地

介護パジャマ試作品

山形県工業技術センター
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介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

　
　公設試験研究機関として、分析及び物性試験等全般に対応しており、機器利用と依頼試験双方に対応している。
　これらについては、介護・福祉機器開発にも活用可能ではあるが、介護・福祉機器開発に特化したサービスは
行っていない。また、介護・福祉機器開発に特化した機器整備も行っていない。
　主なものとして次のとおり
・万能試験機の機器利用及び強度試験
・機械部品等の精密測定機器の機器利用及び測定（CNC３次元座標測定器、表面粗さ測定器等)
・超微細放電加工機等の特殊加工機類の機器利用
・ＳＥＭやＦＴ－ＩＲの機器利用及び分析等
・電波暗室及び無響室による各種測定への対応
・その他各種機器利用及び依頼試験の対応

これらの機器利用や依頼試験の他、研究員の業務として県内中小企業の技術相談には無料で応じている。

電話番号 024-959-1741連
絡
先

住所 福島県郡山市待池台1丁目12番地

E-mail hightech-renkei@pref.fukushima.lg.jp

ＨＰ http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/index-pc.html

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 企画連携部産学連携科

福島県ハイテクプラザ

所在地

代表電話番号

福島県郡山市待池台1丁目12番地

024-959-1741

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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産業連携室

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

強度試験(インストロン万能試験機)
・金属やプラスチックなど様々な材料の引張強度や圧縮強度などの機械的特性を測定することにより、材料の加工
性などの評価を行う機器です。
耐久試験(疲労試験機)
・材料や製品の疲労特性を評価する機器です。
耐食試験(複合サイクル試験機)
・塩水噴霧試験および塩乾湿複合サイクル試験により、製品や材料の耐食性を評価する機器です。
精度試験(三次元測定機)
・プローブによる測定点の空間座標を読み取り、演算処理を行うことで、寸法・角度・幾何形状等について評価する
機器です。
環境試験(恒温恒湿器)
・材料や製品の温度や湿度に対する耐性を評価する機器です。
環境試験(冷熱衝撃試験機)
・電子機器の温度変化に対する耐性を評価する機器です。

電話番号 029-293-7213

部署

連
絡
先

住所 茨城県東茨城郡茨城町長岡3781-1

E-mail renkei2@kougise.pref.ibaraki.jp

茨城県工業技術センター

所在地

代表電話番号

茨城県東茨城郡茨城町長岡3781-1

029-293-7212

ＨＰ http://www.kougise.pref.ibaraki.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署
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産業連携室

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

強度試験(インストロン万能試験機)
・金属やプラスチックなど様々な材料の引張強度や圧縮強度などの機械的特性を測定することにより、材料の加工
性などの評価を行う機器です。
耐久試験(疲労試験機)
・材料や製品の疲労特性を評価する機器です。
耐食試験(複合サイクル試験機)
・塩水噴霧試験および塩乾湿複合サイクル試験により、製品や材料の耐食性を評価する機器です。
精度試験(三次元測定機)
・プローブによる測定点の空間座標を読み取り、演算処理を行うことで、寸法・角度・幾何形状等について評価する
機器です。
環境試験(恒温恒湿器)
・材料や製品の温度や湿度に対する耐性を評価する機器です。
環境試験(冷熱衝撃試験機)
・電子機器の温度変化に対する耐性を評価する機器です。

電話番号 029-293-7213

部署

連
絡
先

住所 茨城県東茨城郡茨城町長岡3781-1

E-mail renkei2@kougise.pref.ibaraki.jp

茨城県工業技術センター

所在地

代表電話番号

茨城県東茨城郡茨城町長岡3781-1

029-293-7212

ＨＰ http://www.kougise.pref.ibaraki.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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担当者

開発経緯

　全国の中学・高校を得意先とする卓球関連商品製造・販売を扱う企業から，車椅子でも卓球が楽しめる，また，病
気・事故等の後遺症でリハビリを行う方が義務ではなく楽しくリハビリができる台を制作したいとの相談があり，新た
な卓球台を開発することにしました。開発にあたり産学官金で連携したプロジェクトチームを立ち上げました。高齢
化社会のニーズにあった身体弱者のために，車椅子利用者でも楽しめて，卓球台全体を閉塞感の感じない細い
ネットで囲み，ボール拾いが必要ない「車椅子専用卓球(折り畳み収納式）」を開発しました。

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 茨城県工業技術センター窯業指導所

 H24年度から当センター，大学，銀行，メーカー等とプロジェクトチームを立ち上げ，開発に取り組みました。また，
H25年度には，いばらき産業大県創造基金補助金を活用し，病院・老人ホームにて70～80代の方を対象に実証実
験を行い，データや意見を製品へ反映させました。
H26年10／1～3　国際福祉機器展(東京ビックサイト)に出展。製品の特長は下記の通りです。（対象：リハビリ障害
者，車椅子利用者，シニア， 身体弱者，わんぱく幼児　等）
　・高齢化社会のニーズにあった，身体弱者のための卓球台。
　・飛んで来るボールをラケットで打ち返す面白さが体験できる。
　・卓球台全体をネットで囲んでいるのでボール拾いが必要ない。
　・目的角プレートやオブジェクトを使用し，楽しみながら運動ができ，リハビリ効果，空間認知力の向上が期待できる。
　・マシンを外すと対人卓球が楽しめ，コミュニケーションの場にも貢献できる。

技術指導
の内容

大学との連携・補助金申請支援等のコーディネート
新製品の開発や電気部品に関する技術アドバイス等

技術キーワード

介護現場・リハビリセンター・高齢者のリクレーション等

有限会社　サワラスポーツより発売中

人間工学

製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/.../sawarasupo-tu.html
https://www.iis-net.or.jp/oshirase/sawara_tabletennis.pdf

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 車椅子専用卓球台の開発

No.1

知財情報 実用新案：登録第3182186号

尾形尚子、平野聡、平間毅 研究期間 平成24年～平成25年

平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

問い合わせ先 茨城県工業技術センター窯業指導所

関連資料
hitolabo.jimdo.com　　　　　　　www.ibarakinews.jp/news/news.php?f_jun=13541770797283
www.kougise.pref.ibaraki.jp/periodical/reseach/38/vol38-25.pdf
www.kougise.pref.ibaraki.jp/periodical/result/H21/H21_02-10-03.pdf

No.2

テーマ ひとにやさしい・やきものづくりの支援

担当者 佐藤茂・尾形尚子 研究期間 平成13年～平成27年

知財情報

開発経緯

  H13年6月に，医療・福祉関係者，栄養士，製陶・販売業者など様々な業種からなる会員35名で発足し，使う側と作
る側の連携を図りながら，笠間焼らしさの中にもユニバーサルデザインを考慮した使いやすく，食べ・飲みやすい食
器の開発や、使う側の個性に応じたオーダーメイド食器などに取り組んでいます。
　H21年度に、業界主導の「ひとにやさしいうつわ開発研究会」として設立発足し，現在，「ひとらぼ」の愛称で12窯元
が制作に携わっています。

技術指導
の内容

デザイン・製作技術アドバイス等
医療・福祉関係者、栄養士、製陶・販売業者等コーディネート

技術キーワード

人間工学
想定活用

場面
介護施設・リハビリセンター・老人ホーム・養護施設・高齢者・幼児・一般家庭等

製品化の
状況

笠間焼窯元12社が制作。笠間工芸の丘(販売店)等を中心に発売中

支援の成功事例の概要
 　H13年から当センターが主体となり，医療・福祉関係者，栄養士，製陶・販売業者など様々な業種からなる会員35
名で発足し，使う側と作る側の連携を図りながら，笠間焼らしさの中にもユニバーサルデザインを考慮した使いやす
く，食べ・飲みやすいをキーワードに食器の開発や，使う側の個性に応じたオーダーメイド食器などに取り組んでい
ます。　H21年度から　業界主導の「ひとにやさしいうつわ開発研究会」として設立発足し，現在，「ひとらぼ」の愛称
で12窯元が制作に携わっています。
　14年間の活動の中で，歯科医師・歯科衛生士・栄養管理士・介護施設・養護施設・リハビリセンター等と連携し，モ
ニタリング等の実証実験やアンケートを通して，すくいやすい器，誤飲防止カップ，持ちやすい器，持たずに固定し
安定した器，こどもの器，障害に合わせたその人だけの器など多数の製作しています。これらの器を使うことですべ
ての人が，自分で食べる喜びを得，心も体も健康になることを目指しています。
　また，年に1回　1月に笠間工芸の丘にて展示会を行っています（H28年1/2～1/24　12回目の展示会開催）。
　＊写真：(左)器の一例　(中)12回目の展示会案内　(右）H27年展示会風景

支援もしくは共同開発の成功事例

茨城県工業技術センター
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問い合わせ先 茨城県工業技術センター窯業指導所

関連資料
hitolabo.jimdo.com　　　　　　　www.ibarakinews.jp/news/news.php?f_jun=13541770797283
www.kougise.pref.ibaraki.jp/periodical/reseach/38/vol38-25.pdf
www.kougise.pref.ibaraki.jp/periodical/result/H21/H21_02-10-03.pdf

No.2

テーマ ひとにやさしい・やきものづくりの支援

担当者 佐藤茂・尾形尚子 研究期間 平成13年～平成27年

知財情報

開発経緯

  H13年6月に，医療・福祉関係者，栄養士，製陶・販売業者など様々な業種からなる会員35名で発足し，使う側と作
る側の連携を図りながら，笠間焼らしさの中にもユニバーサルデザインを考慮した使いやすく，食べ・飲みやすい食
器の開発や、使う側の個性に応じたオーダーメイド食器などに取り組んでいます。
　H21年度に、業界主導の「ひとにやさしいうつわ開発研究会」として設立発足し，現在，「ひとらぼ」の愛称で12窯元
が制作に携わっています。

技術指導
の内容

デザイン・製作技術アドバイス等
医療・福祉関係者、栄養士、製陶・販売業者等コーディネート

技術キーワード

人間工学
想定活用

場面
介護施設・リハビリセンター・老人ホーム・養護施設・高齢者・幼児・一般家庭等

製品化の
状況

笠間焼窯元12社が制作。笠間工芸の丘(販売店)等を中心に発売中

支援の成功事例の概要
 　H13年から当センターが主体となり，医療・福祉関係者，栄養士，製陶・販売業者など様々な業種からなる会員35
名で発足し，使う側と作る側の連携を図りながら，笠間焼らしさの中にもユニバーサルデザインを考慮した使いやす
く，食べ・飲みやすいをキーワードに食器の開発や，使う側の個性に応じたオーダーメイド食器などに取り組んでい
ます。　H21年度から　業界主導の「ひとにやさしいうつわ開発研究会」として設立発足し，現在，「ひとらぼ」の愛称
で12窯元が制作に携わっています。
　14年間の活動の中で，歯科医師・歯科衛生士・栄養管理士・介護施設・養護施設・リハビリセンター等と連携し，モ
ニタリング等の実証実験やアンケートを通して，すくいやすい器，誤飲防止カップ，持ちやすい器，持たずに固定し
安定した器，こどもの器，障害に合わせたその人だけの器など多数の製作しています。これらの器を使うことですべ
ての人が，自分で食べる喜びを得，心も体も健康になることを目指しています。
　また，年に1回　1月に笠間工芸の丘にて展示会を行っています（H28年1/2～1/24　12回目の展示会開催）。
　＊写真：(左)器の一例　(中)12回目の展示会案内　(右）H27年展示会風景

支援もしくは共同開発の成功事例

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
茨城県工業技術センター
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知財情報

特許第5663746号『金属製品の製造方法』
特許第5688568号『被加工金属部材に突起を形成する突起形成方法』
特許第5712448号『突起を有する金属部品，金属部材に突起を形成する方法及び突起形成装置』

担当者 齋藤和哉，行武栄太郎 研究期間 平成19年～平成21年

テーマ マグネシウム合金への高速突起成形技術

問い合わせ先 茨城県工業技術センター

開発経緯

・軽量材料であるマグネシウム合金は常温でのプレス成形性に乏しいため，通常温間加工（300℃程度）で行ってお
り，また薄板に突起を成形する場合，溶接では，部品点数や工程数が多く，成形加工時間やコストがかかることが
問題となっていました。
・そこで，経産省のサポイン事業を活用し，企業や大学と共同でマグネシウム合金やアルミニウム合金に常温かつ
短時間で３次元の突起を成形する技術開発を行いました。

要素技術（技術シーズ）の概要

　

想定活用
場面

高齢者や障がい者向けの軽量化製品にマグネシウム合金は有効であり，その際に部品同士を組み合
わせるために必要なネジ山作製等に対応可能です。

技術
キーワード

軽量化，高速突起成形，接合レス突起成形，作業工数削減，部品点数削減

関連資料
茨城県工業技術センター　成果集
http://www.kougise.pref.ibaraki.jp/periodical/result/H21/H21_03-06.pdf

要素技術（技術シーズ）

本手法の特徴

・成形速度が速い（1秒以下） ・金型加熱の必要なし

・強度低下なし（母材と同等） ・素材からの一体成型

摩擦熱・撹拌を用いた連続高速成形技術

・摩擦熱を用い材料を軟化させ，撹拌すること（かき混ぜ

ること）で成形加工する方法です。材料撹拌により金属組

織が微細化されることで，高い機械的性質（強度）を有す

る部品製造が可能です。

・温度をかけながらの加工が必要な難加工材料であるマ

グネシウム合金等の部品成形加工が，材料，金型を加熱

することなく成形可能となり，素材から直接一体成形加工

するため部品点数を削減できます。

同時成形が可能

・通常はねじ山を別に作製し，それを溶接などにより

本体部に接合していました。

・本手法では，本体部に直接ねじ山（外・内ねじ）付の

部品成形を一工程で行うことが可能なため，工程削

減に有効です。

公設試験研究機関技術シーズ調査

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○製品の強度試験（万能材料試験機・細管破損性試験機・細管剛性試験機）
○製品の３次元形状データ作成（３次元レーザデジタイザ）
○製品の強度・耐久試験（複合環境試験装置、恒温恒湿槽）
○製品のＥＭＣ測定試験
○樹脂製の部材・素材の組成分析（赤外分光光度計）
○製品の耐食性試験（複合腐食試験機）
○金属製の部材・素材の組成分析（エネルギー分散型蛍光X線分析装置、プラズマ発光分析装置）
○歯科用研磨材の粒度分布（粒度分布測定装置）
○歯科用研磨材の結晶構造分析（X線回折装置）
○注射針の異物分析（Ｘ線マイクロアナライザー）
○注射針の観察（走査型電子顕微鏡（金属観察用））
○縫合針の残留応力（Ｘ線残留応力測定装置）
○歯科用エアタービン用部品の成分分析　○歯科用プライヤーの金属組織観察
○外科用工具の金属組織観察　○縫合針の残留応力測定　○注射針の異物分析
○抗菌性・消臭性等に優れている繊維生地（銅糸、銀糸入り）の糸の編み組織の確認

栃木県産業技術センター

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 技術交流部技術連携支援室

連
絡
先

住所 栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-20 電話番号 028-670-3391

E-mail shimadas04@pref.tochigi.lg.jp

所在地

代表電話番号

栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-20

028-670-3391

ＨＰ http://www.iri.pref.tochigi.lg.jp

1

茨城県工業技術センター
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介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○製品の強度試験（万能材料試験機・細管破損性試験機・細管剛性試験機）
○製品の３次元形状データ作成（３次元レーザデジタイザ）
○製品の強度・耐久試験（複合環境試験装置、恒温恒湿槽）
○製品のＥＭＣ測定試験
○樹脂製の部材・素材の組成分析（赤外分光光度計）
○製品の耐食性試験（複合腐食試験機）
○金属製の部材・素材の組成分析（エネルギー分散型蛍光X線分析装置、プラズマ発光分析装置）
○歯科用研磨材の粒度分布（粒度分布測定装置）
○歯科用研磨材の結晶構造分析（X線回折装置）
○注射針の異物分析（Ｘ線マイクロアナライザー）
○注射針の観察（走査型電子顕微鏡（金属観察用））
○縫合針の残留応力（Ｘ線残留応力測定装置）
○歯科用エアタービン用部品の成分分析　○歯科用プライヤーの金属組織観察
○外科用工具の金属組織観察　○縫合針の残留応力測定　○注射針の異物分析
○抗菌性・消臭性等に優れている繊維生地（銅糸、銀糸入り）の糸の編み組織の確認

栃木県産業技術センター

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 技術交流部技術連携支援室

連
絡
先

住所 栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-20 電話番号 028-670-3391

E-mail shimadas04@pref.tochigi.lg.jp

所在地

代表電話番号

栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-20

028-670-3391

ＨＰ http://www.iri.pref.tochigi.lg.jp

1

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査



- 32 -



- 33 -- 32 -

平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

埼玉県産業技術総合センター

所在地

代表電話番号

〒333-0844　埼玉県川口市上青木３－１２－１８

048 - 265 - 1312

ＨＰ http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署

連
絡
先

住所 〒333-0844　埼玉県川口市上青木3-12-18

E-mail sien@saitec.pref.saitama.jp

事業化支援室　製品開発支援担当

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

以下は、いずれも機器利用です。

・車椅子性能評価（車椅子エルゴメータ）
・動作分析（モーションキャプチャ）
・温熱評価（サーモグラフィ）
・歩行分析（トレッドミル）

電話番号 048 - 265 - 1312

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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知財情報 特許4885795

半田隆志 研究期間 平成18年度～平成20年度

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 座位姿勢計測器「HORIZON」の開発

No.1

担当者

開発経緯

車椅子使用者の姿勢を適切に管理し、褥瘡等の2次障害を予防するため、医療福祉の臨床現場では、簡便に座位
姿勢を計測できる機器が必要とされていた。そこで、企業、義肢装具士、理学療法士、作業療法士、デザイナー等
と協力して、これを試作した。その後、新エネルギー・産業技術総合開発機構および中小企業庁の開発支援を得
て、商品化に至った。

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 半田隆志

左右のアームを、ISO16840-1(座位姿勢の計測ルールを規定した国際規格)で規定されている身体ランドマーク（身
体上の特徴的な点）に当てることで、身体各部の傾斜角度を計測できる。本体の内部には、加速度センサおよび

ジャイロスコープが内蔵されている。

技術指導
の内容

共同研究開発
技術キーワード

医療福祉施設におけるシーティング実施場面

商品化（世界4か国への販売実績）

センシング

製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料

１．半田隆志他：デジタル式座位姿勢計測器の開発と評価, 日本生活支援工学会誌 11(1), p34-42, 2011
２．半田隆志他：シーティングにおける座位姿勢計測, ヒューマンインタフェース学会誌・論文誌 13(2), p27-
38, 2011
３．半田隆志：ISO16840に準拠した座位姿勢計測機器の開発、座位姿勢計測セミナーの開催, 福祉技術ハン
ドブック, p402-404, 朝倉書店, 2013

埼玉県産業技術総合センター
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支援もしくは共同開発の成功事例

商品化

支援の成功事例の概要
スマートフォンに座位姿勢計測アプリをダウンロードしたのち、専用ケースに入れて、計測を実施する。現在は、アプ
リのみ、商品化されている。

問い合わせ先 鈴木浩之

関連資料

１．鈴木浩之他：携帯端末を利用した座位姿勢計測器の開発, 電子情報通信学会技術研究報告
113(347), p21-26, 2013
２．Takashi Handa et al. : Development and Evaluation of New Versions of Seated Posture
Measurement Tools, Proceedings for the 29th International Seating Symposium, p71-72, 2013

No.2

テーマ 座位姿勢計測アプリ「i-HORIZON」の開発

担当者 鈴木浩之、本多春樹、半田隆志 研究期間 平成25年度

知財情報

開発経緯

当センターでは、これまでに、座位姿勢計測器を開発・商品化してきたが、スマートフォンの普及と高性能化により、
これを活用することで、より簡便かつ安価に、座位姿勢計測が可能になることが推察された。そこで、企業からの依
頼により、座位姿勢計測用のスマホアプリおよび専用のケースを試作した。そして、アプリについて、商品化に至っ
た。

技術指導
の内容

研究受託
技術キーワード

プログラミング
想定活用

場面
医療福祉施設におけるシーティング実施場面

製品化の
状況

スマートフォン

ケース

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
埼玉県産業技術総合センター
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支援もしくは共同開発の成功事例

知財情報

開発経緯

車椅子使用者の姿勢を適切に管理し、褥瘡等の2次障害を予防するため、医療福祉の臨床現場では、簡便に座位
姿勢を計測できる機器が必要とされていた。そこで、国立障害者リハビリテーションセンター研究所と協力して、座
位姿勢計測専用の2次元デジタイズソフトウェアを開発した。現在は、フリーソフトウェアとして世界的に配布してい
る。

支援の成功事例の概要

No.3

テーマ 座位姿勢計測ソフトウェアの開発

担当者 半田隆志 研究期間 平成18年度

関連資料

１．Takashi Handa et al.: Development and Evaluation of Seated Posture Measurement Software Enabling Application of the
ISO16840-1 Standard in a Clinical Setting, Selected papers from the Japanese conference on the adancement of assisstive
and rehabilitation technology 28, P16-26, IOS press, 2011
２．半田隆志他：ISO16840-1の臨床応用を可能にする座位姿勢計測ソフトウェアの開発, 日本生活支援工学会誌 10(2), p27-35,
2010
３．半田隆志他：座位姿勢計測ソフトウェアの信頼性評価と妥当性評価, 日本生活支援工学会誌, 10(2), p36-44, 2010

問い合わせ先 半田隆志

本ソフトウェアを用いた座位姿勢計測の手順は以下のとおりである。
１．計測対象者の写真を、矢状面（横）、前額面（正面）、横断面（上）から撮影する
２．撮影した写真を、パソコンに取り込み、本ソフトウェア上で開く
３．ISO16840-1(座位姿勢の計測ルールを規定した国際規格）に規定されている身体ランドマーク（身体上の特徴的
な点）を、マウスでクリックしていく
以上で計測は完了する。
なお、衣服や車椅子等によって隠れてしまっている身体ランドマークに対しても、別途「指示棒測定」という測定を実
施することにより、計測が可能となる。

技術指導
の内容

共同研究開発
技術キーワード

プログラミング
想定活用

場面
医療福祉施設におけるシーティング実施場面

製品化の
状況

フリーソフトウェアとして配布中（世界8か国の、350機関以上への配布実績）

埼玉県産業技術総合センター
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支援もしくは共同開発の成功事例

知財情報

開発経緯

既存の義肢は、樹脂や金属で作られているため、一般に、葬儀の際、故人と一緒に納棺することができない。この
ことについて、義肢使用者から、「自分が亡くなった際、身体の一部とも言える義肢と一緒に納棺してもらえないの
は悲しい。まるで、あの世では、手や足の無い生活を強いられるかのようだ。」という、不安感を聞いた。そこで、企
業と協力して、葬儀の際に納棺するための、燃やせる義肢を開発した。特に、日本の伝統素材である和紙を使用す
ることで、葬儀という厳粛な場にふさわしいデザインとすることができた。

支援の成功事例の概要

No.4

テーマ 葬儀用和紙製義肢の開発

担当者 半田隆志 研究期間 平成23年度

関連資料
１．Takashi Handa: Development of Seated Posture Measurement Tools and Prosthetic Handa Made of

Paper, Proceeding of RESKO Technical Conference 2012, p140-141, 2012

問い合わせ先 半田隆志

和紙の立体漉き技術を応用して作製した。特に、３Dプリンタにより、専用の紙漉器を開発したことで、生産効率向
上と、品質の安定性向上を達成できた。平成23年度川口新製品開発振興奨励制度受賞。

技術指導
の内容

共同研究開発
技術キーワード

立体造形
想定活用

場面
義肢使用者の葬儀場面

製品化の
状況

試作品完成。モニター調査実施中。

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
埼玉県産業技術総合センター
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要素技術（技術シーズ）

問い合わせ先 半田隆志

開発経緯

車椅子に長時間座り続けると、血行障害が生じ、褥瘡が発生しやすくなると言われている。そのため、15分毎に、車
椅子上で臀部を持ち上げる「除圧動作」を実施すべきであるとされている。しかし、15分毎に欠かさず除圧動作を実
施することは困難である。そこで、国立障害者リハビリテーションセンター研究所と協力して、除圧動作実施の有無
を監視するシステムを開発した。除圧に至らない微小な動作と、除圧動作を、判別できることが特徴である。

要素技術（技術シーズ）の概要
被計測者の周囲に配置した「距離センサ内蔵RGBカメラ」にて、除圧動作実施の有無を、常時監視する。そして、15
分経過しても、除圧動作が確認されない場合は、パソコン画面上で警告を発報する。なお、最終的には、家庭用ロ
ボットが除圧動作の実施を促すシステムとする予定である。

想定活用
場面

医療福祉施設における日常生活場面

技術
キーワード

動作分析技術、3次元計測技術

関連資料

１．Takashi Handa et al.: Development of Pressure-Relieving Movements Management System for
Pressure Ulcer Prevention, The 30th International Seating Symposium Syllabus, p287, 2014
２．半田隆志他：車椅子上褥瘡予防監視システムにおける除圧動作判別機能の開発, 生活生命支援医
療福祉工学系学会連合大会抄録集, 2014

知財情報

担当者 半田隆志 研究期間 平成24年度～平成27年度

テーマ 褥瘡予防監視システムの開発

埼玉県産業技術総合センター
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千葉県産業支援技術研究所

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 プロジェクト推進室

連
絡
先

住所
　　〒264-0017　千葉県千葉市若葉区加曽利町

889番地
電話番号   TEL：043-231-4326 

E-mail   sanken@pref.chiba.lg.jp

所在地

代表電話番号

〒264-0017　千葉県千葉市若葉区加曽利町889番地
〒263-0016　千葉県千葉市稲毛区天台6丁目13番1号

TEL：043-231-4325 　　 FAX：043-233-4861

ＨＰ http://www.pref.chiba.lg.jp/sanken/ 

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

　○振動試験　（振動試験機（エミック(株)社 F-1000BDH/LA-15））
  ○騒音測定　（騒音計（B＆K社　2236B））

1

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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問い合わせ先 　　千葉県産業支援技術研究所　プロジェクト推進室　　TEL. 043-231-4326

想定活用
場面

  ・抗カビ、坑ウイルス能をもつ空気清浄器
　・浄水器
　・抗菌性タイル（浴室用）
　・抗菌材料
　・脱臭材

技術
キーワード

 　可視光応答性光触媒、放電プラズマ焼結、多孔質材料

関連資料
 http://www.pref.chiba.lg.jp/sanken/kenkyuu/library/h23/documents/h23_03.pdf

地方独立行政法人岩手県工業技術センター最新成果集

特願 2015-039720

開発経緯

　千葉大学との共同研究により、光触媒の課題の一つとされる可視光応答光触媒の高効率で簡易な作製プロセス
を確立した。これは、放電プラズマ焼結装置を用いてその焼結プロセス中に、TiO2と尿素等とを反応焼結すること
で、可視光応答性光触媒を作製するものであり、従来のような煩雑な操作を必要としない新規な可視光応答性光
触媒の作製プロセスである。

要素技術（技術シーズ）の概要

担当者 吉田 浩之、城之内 一茂、西村 祐二 研究期間 平成24年度～平成25年度

知財情報

要素技術（技術シーズ）

テーマ 光触媒の製造方法及びこれにより製造される光触媒

放電プラズマ焼結で得られた光触媒焼結体を、メチレンブルー水溶液による光触媒特性で評価

した結果、可視光下においての分解活性指数が 5nmol/L/min 以上の性能があり、紫外光におけ

る光触媒工業会のPIAJ認証製品基準を超える性能が得られた。

図.  １ 放電プラズマ焼結装 図. ２ (光触媒機能の評価) 反応焼結による分解活性

2

千葉県産業支援技術研究所
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技術経営支援部　技術経営支援室　総合支援窓口

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○トレッドミル：歩行、走行、車椅子、自転車など多様な運動負荷試験が実施可能であり、その際の運動プロトコル
や走行面の傾斜をPC制御可能な運動装置．既存の筋電計と呼吸代謝測定装置と同期可能

○全身モーションキャプチャ：慣性センサ式のため、カメラ式に比べて場所や動作の制限が少ないモーションキャプ
チャシステム．複数人の同時計測や道具使用時の動作解析・リアルタイムの可視化が短時間・簡単操作で可能

○非接触型視線計測装置：被験者が装置を非装着で、ディスプレイ上の注視点やそこでの停留時間、注視点の時
系列変化を測定・可視化する装置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

電話番号 03-5530-2140連
絡
先

住所 東京都江東区青海2-4-10

E-mail https://www.iri-tokyo.jp/cgi-bin/sodan/sodan.cgi

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

所在地

代表電話番号

東京都江東区青海2-4-10

03-5530-2111

ＨＰ https://www.iri-tokyo.jp/index.html

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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https://www.iri-tokyo.jp/joho/kohoshi/jirei/documents/h25_jireisyuu.pdf

担当者

開発経緯

平成17年共同研究「高齢者の転倒骨折を防止するヒッププロテクターの開発」で開発した製品の衝撃吸収特性を平
成２１～22年度基盤研究において開発した「落錘式衝撃特性評価試験機」により評価を実施した。

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

技術指導
の内容

・依頼試験で、プロテクターの衝撃吸収特性評価試験を実施（材質、厚さの違いによ
る衝撃吸収特性・マイナス 25℃～ 60℃の温度差における衝撃吸収特性・紫外線照
射による劣化時の衝撃吸収特性）
・技術相談で、試験結果から考察される製品の有効性および最適形状に関する情報
提供を実施

技術キーワード

高齢者の骨折防止用

平成24年2月販売開始、9,428円、年間2,500枚

介護

製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 衝撃吸収プロテクター付き骨折軽減用パンツの開発

知財情報 特願2012-103987

実証試験セクター　櫻庭、生活技術開発セクター　加藤 研究期間 平成17年～平成23年

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
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担当者 表面技術グループ・寺西義一 研究期間 平成23年～平成24年

テーマ セラミック材表面へのイオン注入効果

問い合わせ先 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

開発経緯

都産技研では高齢化を見据えて、医療分野において、より患者の負担を低減できる、優れた治療材料の開発が求
められています。例えば高齢化が進むと自家骨移植に比べ大幅に患者の負担を減らすことの出来る人工骨の需要
が増えることが予想されます。そこで医療用品として利用されているセラミックス人工骨（ハイドロキシアパタイト＝
HA）に注目し、イオン注入によって、自然骨との接着制御を行う方法を開発しました。

要素技術（技術シーズ）の概要

想定活用
場面

骨形成膜の範囲を限定した試験用ペレットや、接着部位の選択性を付与した人工骨などの開発へ応用

技術
キーワード

医療

関連資料 http://www.iri-tokyo.jp/joho/kohoshi/seeds/documents/h25_seeds.pdf

知財情報 特開 2011-078749

要素技術（技術シーズ）

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
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電話番号 046-236-1500連
絡
先

住所 神奈川県海老名市下今泉705-1

E-mail soudan11@kanagawa-iri.jp

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○電気的安全性試験
漏漏えい電流測定、耐電圧試験などの安全性評価試験
〇電磁波ノイズ試験（電波暗室）
漏漏洩電磁波の介護・福祉機器への影響等の評価試験
〇化学分析（ICP-MS等）
漏RoHS指令（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）に関わる成分の分析・評価
〇環境技術試験（環境試験器）
漏介護・福祉機器の高温、高湿、低温環境下での稼働・安全性に関わる試験・評価
〇引張・曲げ試験（万能試験器等）
漏介護・福祉機器の部材の強度試験に関わる試験・評価
〇引張・曲げ試験以外の金属材料試験（疲労試験器等）

神奈川県産業技術センター

所在地

代表電話番号

神奈川県海老名市下今泉705-1

046-236-1500

ＨＰ http://www.kanagawa-iri.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 技術支援推進部　交流相談支援室



- 45 -- 44 -

平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

電話番号 046-236-1500連
絡
先

住所 神奈川県海老名市下今泉705-1

E-mail soudan11@kanagawa-iri.jp

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○電気的安全性試験
漏漏えい電流測定、耐電圧試験などの安全性評価試験
〇電磁波ノイズ試験（電波暗室）
漏漏洩電磁波の介護・福祉機器への影響等の評価試験
〇化学分析（ICP-MS等）
漏RoHS指令（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）に関わる成分の分析・評価
〇環境技術試験（環境試験器）
漏介護・福祉機器の高温、高湿、低温環境下での稼働・安全性に関わる試験・評価
〇引張・曲げ試験（万能試験器等）
漏介護・福祉機器の部材の強度試験に関わる試験・評価
〇引張・曲げ試験以外の金属材料試験（疲労試験器等）

神奈川県産業技術センター

所在地

代表電話番号

神奈川県海老名市下今泉705-1

046-236-1500

ＨＰ http://www.kanagawa-iri.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 技術支援推進部　交流相談支援室

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

電話番号 046-236-1500連
絡
先

住所 神奈川県海老名市下今泉705-1

E-mail soudan11@kanagawa-iri.jp

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○電気的安全性試験
漏漏えい電流測定、耐電圧試験などの安全性評価試験
〇電磁波ノイズ試験（電波暗室）
漏漏洩電磁波の介護・福祉機器への影響等の評価試験
〇化学分析（ICP-MS等）
漏RoHS指令（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）に関わる成分の分析・評価
〇環境技術試験（環境試験器）
漏介護・福祉機器の高温、高湿、低温環境下での稼働・安全性に関わる試験・評価
〇引張・曲げ試験（万能試験器等）
漏介護・福祉機器の部材の強度試験に関わる試験・評価
〇引張・曲げ試験以外の金属材料試験（疲労試験器等）

神奈川県産業技術センター

所在地

代表電話番号

神奈川県海老名市下今泉705-1

046-236-1500

ＨＰ http://www.kanagawa-iri.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 技術支援推進部　交流相談支援室
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http://www.showayakuhinkako.co.jp/

担当者

開発経緯

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 電子技術部　電子システムチーム

　歯科治療時の麻酔注射では、多くの方が痛みを感じています。この痛みは、麻酔液をゆっくり注入することによ
り、格段に軽減されますが、手動では困難でした。この歯科麻酔用電動注射器（製品名：オーラスター）は、スイッチ
を押すだけで非常にゆっくりと一定の速度で注入できるため、患者、医師双方の負担を解消します。本製品は発売
以来、少しずつ改良を重ねてきましたが、最新型は、乾電池を利用するため、どこでも使用可能です。
　また、本製品のような医療用電気機器には、高い安全性が求められ、厳しい安全基準に適合させる必要がありま
す。さらに、製造時にも適切な試験による安全性確認が要求されています。開発企業は、従来、医薬品の製造を主
に行っていましたが、本製品の開発・製品化にあたり、当センターで電気的安全性の確保と製造時の検査方法につ
いて支援を行いました。

技術指導
の内容

電気的安全性の確保と製造時の検査方法について支援
技術キーワード

昭和薬品化工株式会社様より発売

電気的安全性

製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 「痛くない」歯科麻酔用電動注射器の開発・製品化　―  オーラスタ－　―

No.1

知財情報

研究期間

平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

脳梗塞などにより、手足が麻痺・拘縮する状態になってしまうことがあります。この状態からの回復には、リハビリ
（手指をほぐす等）が重要となりますが、実際には、作業者や訓練時間等の制限により継続的に実施することが困
難な状況でした。このリハビリ補助機器（製品名：パワーアシストハンド）は、空気圧を利用し、簡単なスイッチ操作
により、麻痺した手指の曲げ伸ばしをサポートすることが可能で、リハビリの継続的な実施に役立ちます。
本機のような電気機器は、国の定めた安全基準（PSE:電気用品安全法）に適合させ、製造時にも適切な試験によ

る安全性確認が要求されています。本製品の製品化にあたり、当センターで電気的安全性の確保と製造時の検査
方法について支援を行いました。

知財情報

開発経緯

支援の成功事例の概要

支援もしくは共同開発の成功事例
No.2

テーマ リハビリ補助機器（パワーアシストハンド）の製品化支援

担当者 研究期間

関連資料 http://www.t-atom.com

問い合わせ先 電子技術部　電子システムチーム

技術指導
の内容

電気的安全性の確保と製造時の検査方法について支援
技術キーワード

電気的安全性
想定活用

場面

製品化の
状況

株式会社エルエーピー様より発売

神奈川県産業技術センター
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脳梗塞などにより、手足が麻痺・拘縮する状態になってしまうことがあります。この状態からの回復には、リハビリ
（手指をほぐす等）が重要となりますが、実際には、作業者や訓練時間等の制限により継続的に実施することが困
難な状況でした。このリハビリ補助機器（製品名：パワーアシストハンド）は、空気圧を利用し、簡単なスイッチ操作
により、麻痺した手指の曲げ伸ばしをサポートすることが可能で、リハビリの継続的な実施に役立ちます。
本機のような電気機器は、国の定めた安全基準（PSE:電気用品安全法）に適合させ、製造時にも適切な試験によ

る安全性確認が要求されています。本製品の製品化にあたり、当センターで電気的安全性の確保と製造時の検査
方法について支援を行いました。

知財情報

開発経緯

支援の成功事例の概要

支援もしくは共同開発の成功事例
No.2

テーマ リハビリ補助機器（パワーアシストハンド）の製品化支援

担当者 研究期間

関連資料 http://www.t-atom.com

問い合わせ先 電子技術部　電子システムチーム

技術指導
の内容

電気的安全性の確保と製造時の検査方法について支援
技術キーワード

電気的安全性
想定活用
場面

製品化の
状況

株式会社エルエーピー様より発売

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
神奈川県産業技術センター
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新潟県工業技術総合研究所

所在地

代表電話番号

新潟市中央区鐙西1-11-1

025-247-1301

ＨＰ http://www.iri.pref.niigata.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署

連
絡
先

住所 新潟市中央区鐙西1-11-1

E-mail info@iri.pref.niigata.jp

企画管理室

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○材料や部品の強度・耐久性試験（材料試験装置、等）
○材料や部品の寸法・精度測定（三次元測定装置、等）
○材料や部品の組織観察（電子顕微鏡、等）
○材料や部品の化学分析（蛍光X線分析装置、等）
○材料、部品、機器の環境試験（恒温恒湿槽、振動試験機、等）
○機器の電気安全性試験（絶縁耐圧試験器、等）
○機器のEMC試験（電波暗室、イミュニティ試験システム、等）
○部品の開発・製造時におけるシミュレーション解析

　※企業ニーズに応じて対応いたしますので、詳細はお問い合わせ下さい。

電話番号 025-247-1301

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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知財情報

斎藤博・大野宏・中部昇・菅家章・須田孝義 研究期間 平成17年～平成19年

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ
NEDO人間支援型ロボット実用化基盤技術開発 リハビリ支援ロボット及び実用化技術開発

『介護予防のための筋力向上トレーニングロボットシステムの研究開発』

No.1

担当者

開発経緯

　加齢などにより体力や身体機能の低下した高齢者が質の高い生きがいのある社会生活を送る営むためには、各
個人の体力や身体機能に応じた無理のない運動を続けることによって、心身ともに健康を維持、増進することが必
要である。
　高齢者の筋力向上トレーニングを支援し、各高齢者の身体機能に適合した安全で効果的な運動メニューを提供す
るとともに、運動メニューを安全で容易に実行できる筋力向上トレーニングロボットシステムを産学官の共同で開発
した。

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 新潟県工業技術総合研究所　研究開発センター

技術指導
の内容

筋力向上トレーニングロボットシステムの安全性を確保するための評価
　●ロボットの機能や安全性を確認するための試験装置を開発

　●EMC試験等による電気安全性の確保

技術キーワード

高齢者施設等における介護予防

竹井機器工業株式会社において商品化、販売中

ロボット
負荷特性
電気安全

EMC製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料
カタログ　http://www.takei-si.co.jp/productinfo/detail/255.html
工業技術年報　http://www.iri.pref.niigata.jp/pdf/kyodo/co-kaigo.pdf

新潟県工業技術総合研究所
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支援もしくは共同開発の成功事例

竹井機器工業株式会社において開発を継続中

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 新潟県工業技術総合研究所　研究開発センター

関連資料

No.2

テーマ エルゴメーターの負荷フィードバックシステムに関する研究

担当者 阿部淑人・中部昇・菅家章・本多章作 研究期間 平成19年

知財情報

開発経緯

　筋力の弱い高齢者や女性にも安全で、個々の体力に合った負荷でトレーニングできるように、精度の高い運動負
荷の制御ができる自転車エルゴメーターを開発した。
　エルゴメーターの負荷精度向上と生体情報をフィードバックさせ個々の体力に合わせた最適負荷による運動を行
うために、安定的な脈拍検出と負荷制御技術に関する研究を行った。

技術指導
の内容

●安定した脈拍検出技術の開発
●高精度な負荷制御技術の開発

技術キーワード

信号処理
電磁ブレーキ
負荷制御

フィードバックシステム

想定活用
場面

高齢者施設等における介護予防

製品化の
状況

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
新潟県工業技術総合研究所
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支援もしくは共同開発の成功事例

知財情報

開発経緯

　長期臥床患者は、床ずれ発症により介護者を含めて大きな負担を抱えている。しかし、急速な高齢化に伴う”負担
の大きな介護環境”を改善する方法は確立されていない。
　焼傷治療ベッドは、患者の体圧を最大限に分散し、皮膚への刺激を最小限に抑える。本研究では、これらの低接
触負荷技術を産学官の連携により、床ずれ防止に応用し、工学的エビデンスと臨床データの取得、在宅介護システ
ムの開発、大手住宅メーカと新規市場の開拓を目指す。

支援の成功事例の概要

No.3

テーマ 熱傷治療技術を応用した在宅介護ベッドシステムの開発と市場開拓

担当者 桂澤　豊　・　中部　昇　・　佐藤　亨　・　菅野　明宏 研究期間 平成24年～平成26年

関連資料 研究紹介パネル　http://www.iri.pref.niigata.jp/randd/randd_pdf/h26_mar1.pdf

問い合わせ先 新潟県工業技術総合研究所　研究開発センター

技術指導
の内容

●流動化ビーズの特性評価
●CAEによるビーズ流動の最適化

技術キーワード

CAE
流動解析

シミュレーション

想定活用
場面

在宅介護ベッド

製品化の
状況

企業において開発を継続中

新潟県工業技術総合研究所



- 53 -- 52 -

平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

要素技術（技術シーズ）

問い合わせ先 新潟県工業技術総合研究所　研究開発センター

開発経緯

　新潟県工業技術総合研究所は、県内企業からの依頼試験や共同研究を通じて、製品開発に関する各種計測技
術や、工場ラインや各種機械装置を自動化するための制御技術等についてのノウハウを構築してきた。
　平成17年～19年に実施した「介護予防のための筋力向上トレーニングロボットシステムの研究開発」が、生体に
関する計測やその信号処理方法の技術ノウハウを構築するきっかけとなった。このことにより、介護・福祉機器の開
発のみならず、使い心地の良いスポーツ用品開発や、熟練技能者の技能伝承システムの開発にも繋がっている。

要素技術（技術シーズ）の概要

想定活用
場面

介護・福祉機器に関連する製品開発
スポーツ・レジャー・美容（マッサージ等）に関連する製品開発

人体動作解析に関連する技術開発

技術
キーワード

計測、制御、信号処理、電気安全、EMC、CAE、シミュレーション

関連資料
工業技術年報　http://www.iri.pref.niigata.jp/pdf/kyodo/co-golf.pdf
工業技術年報　http://www.iri.pref.niigata.jp/pdf/kyodo/h20031.pdf

知財情報

担当者 大野　宏　・　中部　昇 研究期間 平成17年～

テーマ 介護・福祉機器開発に資する計測制御技術に関するノウハウ

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
新潟県工業技術総合研究所
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富山県工業技術センター

所在地

代表電話番号

富山県高岡市二上町150

0766-21-2121

ＨＰ http://www.itc.pref.toyama.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 富山県工業技術センター生活工学研究所

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○材料強度試験
　（引張・曲げ・圧縮試験機、2軸引張試験機、衝撃力負荷装置、衝撃評価システム）
○耐久性、耐環境試験
　（恒温恒湿装置、耐候性試験機、燃焼性試験機）
○環境試験
　（人工気象室、温熱生理計測室、熱画像解析）○人間工学的評価試験
○人間工学的評価試験
　（動作解析装置、フォースプレート、体圧分布測定装置、高速度ビデオ）
○身体生理計測
　（生体現象計測装置、呼吸代謝測定装置、血流量・発汗量測定装置、健康衣服開発支援システム）
○繊維素材物性試験
　（帯電性試験機、接触角測定器、熱伝導測定装置、燃焼性試験機、摩耗試験機、通気度試験機など）
○衣服快適性試験
　（繊維製品計測システム、衣服圧評価システム、保温性測定装置、サーマルマネキン）
○化学分析
　（SEM、分光光度計、熱分析装置、蛍光X線分析装置）
○その他の材料・製品評価
　（非破壊検査装置、カラーレーザ顕微鏡、測色計、熱伝導度測定装置）

電話番号 07663-22-2141連
絡
先

住所 富山県南砺市岩武新35-1

E-mail kikaku2@itc.pref.toyama.jp
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富山県工業技術センター

所在地

代表電話番号

富山県高岡市二上町150

0766-21-2121

ＨＰ http://www.itc.pref.toyama.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 富山県工業技術センター生活工学研究所

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○材料強度試験
　（引張・曲げ・圧縮試験機、2軸引張試験機、衝撃力負荷装置、衝撃評価システム）
○耐久性、耐環境試験
　（恒温恒湿装置、耐候性試験機、燃焼性試験機）
○環境試験
　（人工気象室、温熱生理計測室、熱画像解析）○人間工学的評価試験
○人間工学的評価試験
　（動作解析装置、フォースプレート、体圧分布測定装置、高速度ビデオ）
○身体生理計測
　（生体現象計測装置、呼吸代謝測定装置、血流量・発汗量測定装置、健康衣服開発支援システム）
○繊維素材物性試験
　（帯電性試験機、接触角測定器、熱伝導測定装置、燃焼性試験機、摩耗試験機、通気度試験機など）
○衣服快適性試験
　（繊維製品計測システム、衣服圧評価システム、保温性測定装置、サーマルマネキン）
○化学分析
　（SEM、分光光度計、熱分析装置、蛍光X線分析装置）
○その他の材料・製品評価
　（非破壊検査装置、カラーレーザ顕微鏡、測色計、熱伝導度測定装置）

電話番号 07663-22-2141連
絡
先

住所 富山県南砺市岩武新35-1

E-mail kikaku2@itc.pref.toyama.jp

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

富山県工業技術センター

所在地

代表電話番号

富山県高岡市二上町150

0766-21-2121

ＨＰ http://www.itc.pref.toyama.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 富山県工業技術センター生活工学研究所

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○材料強度試験
　（引張・曲げ・圧縮試験機、2軸引張試験機、衝撃力負荷装置、衝撃評価システム）
○耐久性、耐環境試験
　（恒温恒湿装置、耐候性試験機、燃焼性試験機）
○環境試験
　（人工気象室、温熱生理計測室、熱画像解析）○人間工学的評価試験
○人間工学的評価試験
　（動作解析装置、フォースプレート、体圧分布測定装置、高速度ビデオ）
○身体生理計測
　（生体現象計測装置、呼吸代謝測定装置、血流量・発汗量測定装置、健康衣服開発支援システム）
○繊維素材物性試験
　（帯電性試験機、接触角測定器、熱伝導測定装置、燃焼性試験機、摩耗試験機、通気度試験機など）
○衣服快適性試験
　（繊維製品計測システム、衣服圧評価システム、保温性測定装置、サーマルマネキン）
○化学分析
　（SEM、分光光度計、熱分析装置、蛍光X線分析装置）
○その他の材料・製品評価
　（非破壊検査装置、カラーレーザ顕微鏡、測色計、熱伝導度測定装置）

電話番号 07663-22-2141連
絡
先

住所 富山県南砺市岩武新35-1

E-mail kikaku2@itc.pref.toyama.jp
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知財情報 腰用サポータ（特許第4840881号）

中橋　美幸 研究期間 平成20年

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 腹部への圧迫力を低く抑え、かつ腰部の安定性と着用快適性を向上させた腰用サポータの開発

担当者

開発経緯

厚生労働省の調査によると、国民の10人に1人が腰痛に悩んでいるといわれている。腰痛の対応策の一つに、腰
用サポータがある。これらは、ベルトにより胴腰部を周径方向に強い圧迫力で締めつけることにより、腰部の安定性
を向上させ、痛み等を軽減させることを目的としているものである。しかしながら、強すぎる腹部への圧迫力が不快
感をもたらすだけでなく、さらには、呼吸困難や食欲不振を引き起こす場合もあることから、腹圧をできるだけ低く抑
え、かつ腰部の安定性と着用快適性の高い腰用サポータの開発が必要であると考えた。人間工学に基づく製品の
着用性能評価技術をもつ当センターとサポータの製品化技術をもつ企業（山屋産業会社）との共同研究により、目
標とする腰用サポータの開発が実現したものである。

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 富山県工業技術センター　生活工学研究所

　開発した腰用サポータの構造については、図1に示すように、腰ベルトの内側中央部　（腰椎にあたる部分）、左右
の腸骨部の計3カ所にクッション材を配置し、これら3点に応力を集中させることにより、図2のように、装着時の腰ベ
ルトが腹部表面から浮いた状態となり、腹部への圧迫力が軽減できた。さらに、補助ベルトを設け、臀部を包み込む
ような構造にすることにより、腰部へのサポート感と安定感を向上させた。以上のことから、腹部への圧迫力を低く
抑え、かつ腰部の安定性と着用快適性を向上させた腰用サポータの開発が可能となった。

技術指導
の内容

人間工学の視点から快適に着用できるサポータ構造をアドバイス
技術キーワード

看護者・介護者・重労働者等の腰部保護，登山者の腰部保護，高齢者等の活動支援

山屋産業株式会社より発明品を展開中

人間工学

製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料
富山県工業技術センター　平成20年度　研究報告
http://www.itc.pref.toyama.jp/reserch/detail/field10/thema10-016.html

図1 腰用サポータの内側面

腰椎部クッション材

腸骨部クッション材

腹圧低下

図2 サポータ装着時の胴部断面

腰ベルト

腰ベルト

補助ベルト

平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

要素技術（技術シーズ）

問い合わせ先 富山県工業技術センター生活工学研究所

開発経緯
水と親水性を持つ紛体をある比率で混ぜ合わせて、脱気すると水の凝集力によって固化し、さらに、ある特定の周
波数の振動を与えると液状化が起こる場合がある。この現象は振動による液状化現象と呼ばれる現象で、振動を
与えることを止めれば再び固化する。この現象を褥瘡を予防するためのクッションに利用しようとする研究として、
「車椅子用放熱機能と血行促進機能を有するクッションの開発（企業との共同研究）Ｈ25～26厚生労働省　障害者
自立支援機器等開発促進事業」 を実施した。そして、クッションの軽量化のために、紛体としてマイクロバルーンを
利用する技術を開発した。

要素技術（技術シーズ）の概要
　水と紛体を混合して試作した褥瘡予防クッションは、水の重さと同時に紛体の重さによって、クッション全体が重くなる欠点が
あった。また、水は、熱容量が大きく、これを利用したクッションは座るとお尻が冷たく感じてしまい不快感を伴う欠点もあった。
これらの欠点を緩和するため、クッションの内部に入れる粉体をこれまでの数百ミクロンの樹脂粉体から数十ミクロンのマイク
ロバルーンに入れ替える技術を開発した。マイクロバルーンは、数ミクロンの厚みをもった粒径数十ミクロンの風船で内部にガ
スが入っており、バルーンの比重は、０．０３ｇ/ｃｍ３程度である。このマイクロバルーンを用いることにより、クッションの比重
を、水と紛体を混合した従来タイプの１．２ｇ/ｃｍ３から、約０．４ｇ/ｃｍ３程度に減少させることができた。また、マイクロバルー
ンは、熱容量および熱伝導率が小さいので、冷たさを感じる不快感が大幅に軽減された。
　その一方で、このような変更を加えた結果、クッション自体が柔らかくなり、クッション内部に振動が伝わることが難しくなり、そ
の結果、加振しても液状化が起きにくくなった。この欠点を解消させるために、内部に螺旋状の振動盤を設置することでクッショ
ンに適当な硬度を付与し、尚且つ低周波数の共振をおこし、内部の紛体を液状化させる技術を開発した。

想定活用
場面

車椅子用クッション

技術
キーワード

福祉用具、褥瘡予防、クッション、マイクロバルーン、液状化現象、加振

関連資料 富山県工業技術センターURL：　http://www.itc.pref.toyama.jp/

知財情報 形状可変マット　特願2013-032294　出願中

担当者 富山県工業技術センター　生活工学研究所　石割　伸一 研究期間 平成25年～平成26年

テーマ 液状化現象を利用した褥瘡予防クッション

液状化クッションの模式

振動モータ

螺旋状の振動盤：樹脂板に螺旋

状に切れ目を入れたもの

クッション本体：水とマイク

ろバルーンを、螺旋状の振

動板とともに袋詰めしたも

袋内部の拡大図：マイクロバ

ルーンと水

マイクロバルーン

水

数十μｍ

富山県工業技術センター
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要素技術（技術シーズ）

問い合わせ先 富山県工業技術センター生活工学研究所

開発経緯
水と親水性を持つ紛体をある比率で混ぜ合わせて、脱気すると水の凝集力によって固化し、さらに、ある特定の周
波数の振動を与えると液状化が起こる場合がある。この現象は振動による液状化現象と呼ばれる現象で、振動を
与えることを止めれば再び固化する。この現象を褥瘡を予防するためのクッションに利用しようとする研究として、
「車椅子用放熱機能と血行促進機能を有するクッションの開発（企業との共同研究）Ｈ25～26厚生労働省　障害者
自立支援機器等開発促進事業」 を実施した。そして、クッションの軽量化のために、紛体としてマイクロバルーンを
利用する技術を開発した。

要素技術（技術シーズ）の概要
　水と紛体を混合して試作した褥瘡予防クッションは、水の重さと同時に紛体の重さによって、クッション全体が重くなる欠点が
あった。また、水は、熱容量が大きく、これを利用したクッションは座るとお尻が冷たく感じてしまい不快感を伴う欠点もあった。
これらの欠点を緩和するため、クッションの内部に入れる粉体をこれまでの数百ミクロンの樹脂粉体から数十ミクロンのマイク
ロバルーンに入れ替える技術を開発した。マイクロバルーンは、数ミクロンの厚みをもった粒径数十ミクロンの風船で内部にガ
スが入っており、バルーンの比重は、０．０３ｇ/ｃｍ３程度である。このマイクロバルーンを用いることにより、クッションの比重
を、水と紛体を混合した従来タイプの１．２ｇ/ｃｍ３から、約０．４ｇ/ｃｍ３程度に減少させることができた。また、マイクロバルー
ンは、熱容量および熱伝導率が小さいので、冷たさを感じる不快感が大幅に軽減された。
　その一方で、このような変更を加えた結果、クッション自体が柔らかくなり、クッション内部に振動が伝わることが難しくなり、そ
の結果、加振しても液状化が起きにくくなった。この欠点を解消させるために、内部に螺旋状の振動盤を設置することでクッショ
ンに適当な硬度を付与し、尚且つ低周波数の共振をおこし、内部の紛体を液状化させる技術を開発した。

想定活用
場面

車椅子用クッション

技術
キーワード

福祉用具、褥瘡予防、クッション、マイクロバルーン、液状化現象、加振

関連資料 富山県工業技術センターURL：　http://www.itc.pref.toyama.jp/

知財情報 形状可変マット　特願2013-032294　出願中

担当者 富山県工業技術センター　生活工学研究所　石割　伸一 研究期間 平成25年～平成26年

テーマ 液状化現象を利用した褥瘡予防クッション

液状化クッションの模式

振動モータ

螺旋状の振動盤：樹脂板に螺旋

状に切れ目を入れたもの

クッション本体：水とマイク

ろバルーンを、螺旋状の振

動板とともに袋詰めしたも

袋内部の拡大図：マイクロバ

ルーンと水

マイクロバルーン

水

数十μｍ

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
富山県工業技術センター
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主な開放機器
・機械、金属系
大型投影機、非接触三次元測定機、回転曲げ疲労試験機、精密レーザ測長システム、鋳造・熱処理シミュレーショ
ンシステム、電子線マイクロアナライザ、砥石式精密切断機、万能鋳物砂強度試験機、鋳物砂用通気度試験機、
シャルピー衝撃試験機、精密万能試験機、油圧式万能試験機、スクラッチ試験機、接触角計、超微小硬度計、表面
抵抗測定器、三次元測定機、非接触３次元表面粗さ測定機、走査型プローブ顕微鏡、レーザ変位計、ビッカース硬
度計、鍛造解析システム、熱流体解析システム、共焦点顕微鏡、往復式摺動試験機、三次元デジタイザ、三次元造
形機（石膏造形用）、三次元造形機（樹脂造形用）、三次元造形機（金属造形用）、三次元造形機用電気炉、ショット
ピーニング装置、ワイヤ放電加工機、電気炉、高周波誘導溶解炉、騒音振動解析装置、５軸高速マシニングセン
タ、超精密ＹＡＧレーザ加工機、三次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム、摩擦摩耗試験機、立てフライス盤、鋸盤、コンターマ
シン、熱処理用電気炉、高真空ガス置換炉、落下衝撃試験システム、放電型彫盤、疲労強度測定装置、普通旋
盤、高温摩耗試験機

・電気、電子系
環境槽、プリント基板試作システム、ガウスメーター、電磁界解析システム、電磁波シールド効果評価器、マイクロ
パターニングシステム、ディジタルオシロスコープ、データロガー、色覚変換システム、耐圧試験器、ロジックアナラ
イザ、はんだ付け性評価試験システム、高速信号評価システム、高効率システム電源、電源高調波・フリッカー測
定装置、高周波信号解析装置、マイクロ波信号分析装置、ＥＢ蒸着装置、プリント基板温度分布解析システム、画
像処理用高機能カメラシステム、プリント基板ＣＡＤ／ＣＡＥシステム、ＦＰＧＡ作製システム、ワイヤーボンダー、イン
ピーダンスメータ、光スペクトラムアナライザー、パワーメータ、ＬＣＲメータ、標準信号発生器、安定化電源、マルチ
メータ、絶縁抵抗計、パルスカウンタ

076-267-8081連
絡
先

住所 石川県金沢市鞍月2丁目1番地

E-mail kikaku@irii.jp

ＨＰ http://www.irii.jp

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 企画指導部

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

電話番号

石川県工業試験場

所在地

代表電話番号

石川県金沢市鞍月2丁目1番地

076-267-8080

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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視覚障害者のためにトイレ前音声案内（男女、多目的の位置関係）、便房内音声案
内（トイレットペーパーの位置、水洗レバー(ボタン）の方式・位置など）

製品化の
状況

レハ・ヴィジョン㈱より「ポッチ」シリーズとして販売中、イオン、ＪＲ、空港、高速道路Ｓ
Ａなど公共性の高い建築物のトイレに多数販売

知財情報

開発経緯

視覚障がい者のために音声で案内する装置が普及するなかで，音声案内装置が騒音源となる課題が顕在化し始
めている。騒音が理由で、折角の視覚障がい者のために導入された音声案内装置の電源が切られる、導入に反対
意見が出るという本末転倒の結果になりつつあった。そこで、音声案内装置が騒音源とならないための技術が求め
られていた。

関連資料
・平成19年度石川県工業試験場研究報告「騒音に配慮した音声案内装置の開発」
・レハ・ヴィジョン㈱　製品案内ホームページ　http://www.reha-vision.com/products/index.html
・その他ホームページに多数。

問い合わせ先 石川県工業試験場

支援の成功事例の概要
■人の停留時に繰返される音声案内を安価な焦電型赤外線センサを組合せて抑制する技術を開発し、技術移転
■安価なコンデンサマイクで周囲音を計測し、周囲音の変動や高齢者の聞き取り易い音量を調査から、音量調整
機能を開発し、技術移転

技術指導
の内容

汎用の人感知センサで知的に判断するアルゴリズムの指導
周囲の音に応じて人が聞こえるレベルでの音量調整機能の音量決定について指導

技術キーワード

音声案内、焦電型
赤外線センサー、

騒音対策

想定活用
場面

支援もしくは共同開発の成功事例
No.1

テーマ 騒音に配慮した音声案内装置の開発

担当者 前川満良 研究期間 平成17年～平成18年

石川県工業試験場
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■色を音に変換して、音を聞いて色を想像させる。色の名前を連呼するのは時間がかかるが音ならば短時間で済
み、変化もわかりやすい。基本技術開発後に、企業へ技術移転

平成16年～平成17年

関連資料
・視覚障害者用の携帯型色認識装置の開発（第2報）　－色模様認識のための色と音のマッピング－,精
密工学会誌,Vol70,No.8,pp.1117-1121(2004.8).
・レハヴィジョン㈱ホームページ：http://www.reha-vision.com/products/color.html

問い合わせ先 石川県工業試験場

技術指導
の内容

色から音への対応方法を数種類検討し、また楽器の音も何種類も検討することによ
り、最適な組合せを見出し、その結果を企業側で装置に組み込んだ。

技術キーワード

色・音マッピング、
共感覚

想定活用
場面

視覚障がい者が、色やその柄、変化を知りたいときの、装置を押し当て、なぞりなが
ら色名と音で認識する

製品化の
状況

支援もしくは共同開発の成功事例
No.2

製品化され、視覚障害者用日常生活用具に認定

知財情報 色・音変換装置（特許第4456423号）

開発経緯

視覚障がい者が色を認識するための携帯型色認識装置を開発・製品化され、販売されていたが、柄や模様がある
洋服等の色を認識するためには、何度も装置を対象物に当て色認識して全体の配色を認識しているという課題が
あった。そこで、連続的に効率良く色を認識する方法が望まれていた。

支援の成功事例の概要

テーマ 視覚障害者のための携帯型色認識装置の開発

担当者 前川満良 研究期間

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
石川県工業試験場
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様々な障害者に対するバリアフリー化が進む中で、色弱者への対応が立ち遅れている。その理由として、色弱者の
見え方が理解されていないということが上げられる。そこで、色弱者の立場になった見え方を再現するシミュレータ
の開発が望まれていた。
※色弱者は日本人男性の約５％（約320万人）

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 石川県工業試験場

■色弱者の見え方の基礎的な変換ソフトウェアの開発
■各企業のハードウェア、システムに応じた組込み・調整方法を指導

技術指導
の内容

色弱者の見え方を多くの当事者による検証によって明確にし、簡単な計算式にし
た。その結果を、各社、各装置の特性に応じて調整した。

技術キーワード

・デザイナーが自分のデザインが色弱者にとってどのように見えているか、不便でな
いかを事前にチェック

・EIZO㈱より、専用モニター及び自社モニター用アプリケーションソフトとして製品化
・Adobeより、Photoshop、Illustlator（CS4以降）の標準機能として搭載し、製品化

色弱シミュレー
ション、バリアフ

リー、
ユニバーサルデ

ザイン製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料
・色覚バリアフリーのためのチェックモニターの開発，第31回感覚代行シンポジウム予稿集, pp.73-76
・EIZO㈱ホームページ（UniColorPro）http://www.eizo.co.jp/products/ce/uc/index.html
・Adobe社ホームページ　https://helpx.adobe.com/jp/photoshop/using/proofing-colors.html

担当者

開発経緯

知財情報

前川満良 研究期間
平成16年～平成17年
平成20年～平成21年

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 色弱シミュレータの開発

No.3

石川県工業試験場
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福井県工業技術センター

所在地

代表電話番号

福井県福井市川合鷲塚町61-10

0776-55-0664

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

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 企画支援室

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○圧力分布測定装置
　織物、編物、不織布、発泡材マットレス、寝具サンプル等に負荷される圧力分布を測定する装置。
○繰返し圧縮試験機
　繊維素材や繊維構造体などの繰り帰し圧縮、引張、曲げなどを負荷する装置。
○環境シミュレータ
　室内を模擬した広範囲な温湿度の環境条件を管理･再現することができる装置。
　繊維製品から電子製品の開発まで、様々な分野の環境試験に対応。

その他、各種材料の引張試験等の物性評価等が可能です。

電話番号 0776-55-0664連
絡
先

住所 福井県福井市川合鷲塚町61-10

E-mail kougi@fklab.fukui.fukui.jp

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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知財情報 特開2007-100256　クッション構造体

村上哲彦、増田敦士 研究期間 平成18年～

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 多層構造織物による寝具用クッション材

問い合わせ先 福井県工業技術センター

　共同開発した多層構造織物は、クッション性、耐久性、通気性、リサイクル性を兼ね備えたものであり、大手寝具
メーカーである西川産業㈱に採用され、今までにない寝具用クッション材「エアーサイクロン」ブランドで平成19年に
発売されて以来、寝具分野での大ヒット商品となりました。
　また、平成25年には、西川産業㈱の製品としてエアーサイクロンが、ＡＮＡ日本～欧米線ビジネスクラスのベット
パットに採用されています。

技術指導
の内容

多層構造織物の材料や構造
多層構造織物のクッション性、耐久性等の評価

技術キーワード

介護用マットレス

西川産業㈱より寝具用クッション材「エアーサイクロン」として発売中

多層構造織物
寝具

クッション
製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料 http://www.fklab.fukui.fukui.jp/kougi/tecinfo/results/20.pdf

担当者

開発経緯

　永平寺サイジング㈱は、寝具に関する消費者ニーズに対応したクッション性のある多層構造織物の開発を進める
中で、その技術に関する高度な研究を進めていた福井県工業技術センターに評価技術に関する技術指導を求めま
した。
　福井県工業技術センターで評価を進める中で、織物の材料や構造に関する高度な技術課題や市場要求に対する
性能特性改良に研究開発の必要性が浮かび上がってきたため、福井県工業技術センターを中心とする大学、大手
寝具メーカーなどを含めた産学官共同体制を構築して開発を進めました。

支援の成功事例の概要

熱処理後

熱処理前

優れたクッション機能と体圧分散 軽量かつ抜群の通気性

福井県工業技術センター
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電話番号 055-243-6111連
絡
先

住所 山梨県甲府市大津町2094

E-mail kougyo-kikaku@pref.yamanashi.lg.jp

ＨＰ http://www.pref.yamanashi.jp/kougyo-gjt/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 企画情報部　総合相談・研究管理科

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

・高温低温炉付万能材料試験機（テンシロン型）：材料の引張強さ、圧縮強さなどを調べる万能材料試験機。
ロードセルを変更することで、幅広い荷重範囲で試験できる。また、恒温槽を用いることで、氷点下から250℃までの
温度環境で材料試験を行うことが可能

・3Dプリンタ（樹脂系）：超薄積層により、精密な細部と滑らかな表面を持つ3次元モデルを作製することができる装
置。異なる物性値を持つ造形材料を同時に2種類使用して造形することができるため、造形材料の特性を生かした
質感や触感の表現や、機能性モデルの作製等を行うことが可能。

・CAD／CAM／CAE：コンピュータによる設計を総合的に支援するシステム。
CADを用いて作成する、より高度な立体形状から、工作機械等で加工を行うためのNC加工データをCAMにより生
成することができる。また、CAEではCADにより作成される形状を基に、気体や液体の流れの様子などをコンピュー
タ上で解析することができる。（各ソフトは、単独での使用も可能）

  

山梨県工業技術センター

所在地

代表電話番号

山梨県甲府市大津町2094

055-243-6111

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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山梨県工業技術センター　研究報告平成10年度　第13号
山梨県工業技術センター　研究報告平成11年度　第14号
山梨県工業技術センター　研究報告平成12年度　第15号

担当者

開発経緯

義肢ソケットの製作は、義肢装具士の豊富な経験と勘をもとに手工業的な方法で行われているため、製作には多
大な時間を要し、使用者の利便性や経済面での課題が残されている。
また、義足製作工程で使用される石膏を大幅に抑え、廃棄物として排出される石膏の低減を図り、積層造形法によ
り直接義肢ソケットの製作を可能とするシステムの開発を目的とする。

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 山梨県工業技術センター

　従来の義肢ソケット製造工程は、1)ギプス包帯で断片を採形、2)ギプス包帯の中に石膏を詰めて型をつくる、3)型
を修正して義肢ソケットの内面の形状を作る、4)繊維素材を型に密着させ、樹脂を真空注入して義肢ソケットを成形
する。
この従来方法では、製作時間がかかる上に、成型後に型を壊さないと義肢ソケットを取り出すことができないので、
同一形状の義足が1つしか作ることが出来なかった。
　今回開発した義肢ソケットの製造工程は、１）ギプス包帯で断端を採形、2)ギプス包帯のない形状を計測し、コン
ピューターに入力、3)コンピュータを用いて義肢ソケットを設計、4)熱溶解積層法、光造形法により義肢ソケットを造
形する。
石膏を使用せず環境面に配慮した生産が可能になり、形状がコンピュータ上に保存される為、必要に応じて部分修
正した義肢ソケットをすぐにつくることができるようになった。
　また、発汗や落下などにより光硬化性樹脂が強度低下をおこさないように、内面には耐摩耗性コーティング、外面
には弾性コーティングを施し、強度と耐久性を持った義肢ソケットの製作法を開発した。さらに、耐摩耗性や安全性
を確認する各種試験やフィールドテストを行い、義肢ソケットの実用性を確認した。

技術指導
の内容

新たな義肢ソケットの製作方法を開発した
技術キーワード

義肢製作時
光造形
義肢

製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料

知財情報 特許公開番号：特開2003-299679（P2003-299679A）(平成15年10月21日)

大柴　勝彦・清水　誠司・萩原　茂・
阿部　正人・河野　裕・木島　一広

研究期間
平成10年度～
平成12年度

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 義肢ソケット製作システムの開発

山梨県工業技術センター
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長野県工業技術総合センター

所在地

代表電話番号

長野県長野市若里1-18-1

026-268-0602

ＨＰ http://www.gitc.pref.nagano.lg.jp

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 環境・情報技術部門　人間製品科学部

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

電話番号 0263-25-0790連
絡
先

住所 長野県松本市野溝西1-7-7

E-mail kankyojoho@pref.nagano.lg.jp

　【依頼試験】
　　光学測定試験
　　超促進ウェザー試験
　　HALT試験
　　瞬間動作測定
　　指接触力測定
　　眼球運動測定
　　筋電図測定
　　体圧分布測定
    構造解析
 
 【施設利用】
　　感性計測システム（指接触力計測部、視線計測部）
　　色彩評価システム（変角光度計、分光光度計）
　　モーションキャプチャリングシステム

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 楽に薬を飲む事が出来る「らくらくん」の開発と製品化

担当者
長野工業技術総合センター環境・情報技術部門

　宮嶋隆司、小林耕治
研究期間 平成24年～平成26年

知財情報
　薬剤服用補助容器（特許 2007-161054 (平19.6.19) ）
　薬剤服用補助容器（特開2015-181646）、特許出願中

開発経緯

　長野市のNPO法人生活支援センターひまわりの理事長仁科氏は、毎日多くの薬の服用を必要とする生活を送ら
れるお年寄りから、「何種類もの薬を一度に楽に飲める器具はないものか」との相談を受けていました。そこで、仁
科氏が補助容器のアイディアを発案し、特許権も取得しました。製品化のご相談を受けたセンターでは、よりスムー
スに薬が流れるような容器の形状を、コンピュータシミュレーション解析により設計し、三次元プリンタによる試作支
援も行いました。
　ニッキトライシステム㈱（松本市）と共同で、デザインの再検討から量産対応等の検討を重ね、本容器を商品とし
て市場に送り出す事ができました。

関連資料
　長野県工業技術総合センターホームページ　実用化等の成果事例　平成27年度版
　http://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/gijuren/H27_1_6seikajirei.pdf

問い合わせ先 長野県工業技術総合センター　技術連携部門

支援の成功事例の概要
　【支援先】　生活支援センターひまわり（長野市）

　【製品概要】
　　本製品は、お年寄りや子供であっても容易に薬剤を服用できるようにする薬剤服用補助容器です。粉薬や錠剤
を器具の中皿に入れ、コップの中に水を適量入れた状態で器具を口に含むことにより、少ない負担で服薬ができま
す。複数の薬を同時に飲むことができるため、服用者だけでなく、介護施設などでの介護者の負担軽減にもつなが
ります。

　【支援内容】　基本形状の提案と飲んだ感覚の評価はNPO法人生活支援センターひまわりが実施
　①容器の構造と形状の研究
　②薬（粉体と流体）の流れのシミュレーションによる形状評価
　③３次元造形装置による試作及び試作した容器の強度評価

　【成果】
　　長野県庁での記者会見を実施し、テレビ等のメディアを通じて広く情報
発信することもできました。こうした取り組みが、全国からの多くの反響に
つながり、販売にも結びついています。こうしたことをきっかけとして、介護
や福祉現場で必要とされる製品開発がますます進む事が期待されます。

　【支援履歴】　利用した長野県工業技術総合センターの業務名（利用年度）
　・受託研究（平成２４年度）
　・地域資源製品開発支援センター事業（平成２４～２６年度）

　【製造販売元】　ニッキトライシステム株式会社（松本市）

技術指導
の内容

　人間工学的検討も加えた容器の形状に関する、コンピュータシミュレーション解析
　による設計支援及び３Ｄプリンタによる試作支援

技術キーワード

人間工学
シミュレーション

設計支援
３Ｄプリンタ

想定活用
場面

　介護施設、病院、お年寄りや子供のいる一般家庭

製品化の
状況

　ニッキトライシステム株式会社（松本市）より発売中

長野県工業技術総合センター
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要素技術（技術シーズ）

開発経緯

・食べやすく、おいしい食品の開発には、食品の嚥下しやすさの評価が重要です。
・化学的な成分に加えて、食品の形状や硬さ等(テクスチャー)が嚥下動作に影響することがわかっています。
・嚥下の様子を観察する装置はありましたが、X線装置等の侵襲的で専門家が利用するものでした。
・そこで、食品の嚥下のための筋群の活動を簡易な方法で測定できるセンサシートを信州大学、(株)西澤電機
  計器製作所と共同で開発しました。

要素技術（技術シーズ）の概要

想定活用
場面

・センサシートによる簡単、短時間な嚥下筋活動の計測を実現しました。
・簡単な手順で測定ができ、計測の専門家でなくても食品の開発現場での評価に利用できます。
・食品の開発における喉越し等の評価に加え、医療における嚥下機能評価装置への応用が期待でき
　ます。

技術
キーワード

嚥下活動，センサシート，筋電図，非侵襲計測，食品評価

関連資料
　介護食品開発に向けた筋電図と加速度計測による嚥下過程の筋活動測定,
　長野県工業技術総合センター 研究報告 2014年 http://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/reports.html

問い合わせ先 長野県工業技術総合センター　技術連携部門

担当者
　長野県工業技術総合センター材料技術部門

　大森信行、村澤智啓、相澤淳平
研究期間 平成26年～

テーマ 食品開発のための嚥下筋活動計測用センサシートの開発

知財情報 　判定装置および判定方法(2015−34843)、特許出願

図1 開発したセンサシートと貼り付け状態

目印

【センサシート】 (図1)
開発したセンサシートは、8個の筋電図電極が

埋め込まれており、前頸部に貼り付けることで、4
箇所の筋電図を測定できます。

センサシートにある目印を甲状軟骨(喉仏)にあ

わせて貼り付けることで、前頸部の測定に適した

位置に簡単に複数の電極を貼り付けることができ

ます。

【食品評価事例】 (図2)
酵素処理により柔らかくした野沢菜漬の嚥下し

やすさを評価する実験を行いました。センサシート

により野沢菜(茎)を食べた時の筋活動の継続時

間(筋活動時間)を計算しました。酵素処理ありの

野沢菜では、なしのものよりも、活動時間が短くな

ることが分かりました。

短時間の筋活動で飲み込むことができているこ

とから、酵素処理を行うことで嚥下しやすくなった

と考えられます。主観評価とも一致する結果を得

ることができ、センサシートの食品評価における有

効性を確認できました。

本研究の一部は、総務省戦略的情報通信研究

開発推進事業（SCOPE）の支援を受けています。

0.0

0.5

1.0

1.5

酵素なし 酵素あり

活
動

時
間

秒

短時間で

飲み込める

介護食向け

野沢菜漬の試作

(株)まるたか(安曇野市)

酵素あり 酵素なし

図2 野沢菜漬の筋活動の計測時間の比較
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ユニバーサルデザイン科

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

電話番号 054-278-3024連
絡
先

住所 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2078番地

E-mail s-ud@iri.pref.shizuoka.jp

静岡県工業技術研究所

所在地

代表電話番号

静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2078番地

054-278-3028

ＨＰ http://www.iri.pref.shizuoka.jp

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署

携帯型熱画像カメラ
生理応答解析装置
携帯型テレメトリ筋電計測システム
ハイスピードカメラ映像・波形同時収録システム
行動映像編集システム
行動履歴観察システム
行動履歴記録システム
圧力分布測定装置
介護用傾斜角可変リモコンベッド
四肢筋力評価システム
体幹筋力測定装置運動記録システム
コンピュターマネキンシステム
フォトマスクデザイン用ソフト
人体測定システム
リアルタイム映像処理装置
視力測定・矯正システム
視認性評価ＣＧシステム
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ユニバーサルデザイン科

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

電話番号 054-278-3024連
絡
先

住所 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2078番地

E-mail s-ud@iri.pref.shizuoka.jp

静岡県工業技術研究所

所在地

代表電話番号

静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2078番地

054-278-3028

ＨＰ http://www.iri.pref.shizuoka.jp

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署

携帯型熱画像カメラ
生理応答解析装置
携帯型テレメトリ筋電計測システム
ハイスピードカメラ映像・波形同時収録システム
行動映像編集システム
行動履歴観察システム
行動履歴記録システム
圧力分布測定装置
介護用傾斜角可変リモコンベッド
四肢筋力評価システム
体幹筋力測定装置運動記録システム
コンピュターマネキンシステム
フォトマスクデザイン用ソフト
人体測定システム
リアルタイム映像処理装置
視力測定・矯正システム
視認性評価ＣＧシステム
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関連資料

問い合わせ先 静岡県工業技術研究所　工芸科

支援の成功事例の概要
・平成21年度　高齢者施設長からニーズ提案、株式会社丸井商事と共同で調査研究を開始しました。
・同年9月、特許　共同出願　特願 2010-855（2014特許登録第5604877号）
・平成22年度一般共同研究「車椅子用ポジショニングクッションの開発」
　車椅子利用者の姿勢改善のため開発。大きさ、フィット性と保持力を両立させた商品を開発し、介護支援施設「竜
爪園」の協力により姿勢矯正の効果を検証しました。ポジショニングクッション第一弾として車いす用を製品化しまし
た。その後、ポジショニングクッションに関して、高齢者施設、理学療法士、大学等の連携体制を構築し、勉強会を
始めました。
・平成23-24年度「人間工学6ヶ月実践マラソン」
　「人間工学6ヶ月実践マラソン」は、静岡県UD・工芸研究会と一般社団法人日本人間工学会が連携し、研究会の
会員の製品開発に対し、人間工学的手法の導入を図る取り組みです。株式会社丸井商事は、円背改善用枕の開
発のため、この取組みに参加し、高齢者施設の協力の下、試作、検証を進めました。
・平成25年10月　一般社団法人日本人間工学会のグッドプラクティスデータベース（製品開発に人間工学的手法が
取り入れられていることを学会が認定した商品のデータベース）のグッドデザイン分野に採択されました。
・平成25年11月　グッドデザインしずおかユニバーサルデザイン賞　受賞。

以上、ニーズ発掘から連携体制構築、販路開拓に至るまでの一貫した
支援が製品開発成功の要因と考えられます。

技術指導
の内容

伸縮性が異なる２種類のカバー、クッション性と耐久性を併せ持つ内容物及び腹部
にはまる凹部の形状により、フィット性と形状保持の両立を実現しました。

技術キーワード

人間工学
想定活用

場面

円背姿勢を有する車椅子ユーザーが利用できるポジショニングクッションを開発しま
した。要介護者等は、上半身を腕で支えることができ、背筋の負担が減り、上体が起
きて、楽な姿勢を保つことが可能です。

製品化の
状況

Ｈ25及びＨ26で約180個の販売実績（単価　15,000円）

支援もしくは共同開発の成功事例
No.1

テーマ 姿勢保持･矯正を目的とした新規ポジショニングクッションの開発

担当者 櫻川智史 研究期間 平成22年～平成23年

知財情報 特許第5604877号「体躯接触具」

開発経緯

当研究所では、県のプロジェクト研究として、高齢者施設での生活を安全で快適にするための技術開発を行ってき
ました。その中で、ある施設長から「姿勢保持･矯正 (ポジショニング) 用クッション」に関して良いものが作れないか
といった要望があり、市内寝具・ウレタン加工メーカーの協力のもとに検討を始めました。姿勢保持･矯正 (ポジショ
ニング)とは、円背や脊柱側湾症、片麻痺等を有する高齢者では座位･仰臥位において姿勢が大きく崩れるため、枕
やクッション等の緩衝材を用いて姿勢を姿勢保持･矯正することをいいます。開発したクッションの特徴は、袋状体
と、この袋状体に収容されたビーズ等から成る内容物とを有し、袋状体を構成する外皮は、伸縮率、伸縮方向が部
分的に異なるものです。これにより、外皮の弾性力によってクッションがぴったり装着されて、身体が支持され、要介
護者が楽な姿勢を保つことができるようになります。この特徴は、介護用クッションの他、たとえば寝具としてのマッ
トレス、枕等に適用されます。

平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

平成23年～平成25年

知財情報

開発経緯

浴室の手すりには高齢者に見やすい（視認性のよい）配色が望まれます。また、白熱電球、蛍光灯、LED照明等の
波長成分が異なる光源下でも視認性が確保される必要があります。この開発では、配色の視認性評価方法として、
実測した分光データ（色材の変角分光反射率、光源の分光分布）に基づいて、コンピュータグラフィックス技術により
現実の色と明るさを再現する画像を作成するとともに、その画像に対する反応時間、主観評価の結果から、高齢者
に見やすい配色を決定しました。

支援の成功事例の概要

技術指導
の内容

支援もしくは共同開発の成功事例
No.2

テーマ 様々な照明下での見やすい配色を照明シミュレーションを用いて決定する

担当者 鈴木敬明、　豊田敏裕 研究期間

実測した分光データ（色材の分光反射率、光源の分光分布）に基づくCG画像の作成。
画像に対する反応時間、主観評価の実験デザイン、計測、分析。

技術キーワード

照明シミュレー
ション

視覚、色彩、配色、
高齢者、視認性

想定活用
場面

製品のデザイン、見やすさの決定

製品化の
状況

製品の配色の決定に利用された

関連資料

問い合わせ先 静岡県工業技術研究所　機械科

被験者：26 名／年齢：64～83 歳（平均年齢71. 9 歳）
エラー・バーは95％信頼区間を示す。

速い

目
立
つ

正規化反応時間（逆数）の Z スコア [σ]

照明環境：蛍光灯（昼白色） 、LED（電球色、昼白色）の平均
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視認性が良い

視認性が悪い

赤（5R）

橙（5YR）

黄（5Y）

黄緑（5GY）

緑（5G）

青（5B）

紫（5P）

赤紫（5RP）

高知工科大学 篠森敬三教授、静岡県工業技術研究所 鈴木敬明科長、豊橋技術科学大学 中内茂樹教授との取り組みにより、
浴室環境下における手すり色材の視認性について検証を行いました（AIC2013（2件）、APCV2014） 。

浴室手すり部の各色における目立ちの比較評価。
赤（5R）は他の全ての色に対して有意に目立つ。

感覚刺激の提示から行動による反応が生じるまでの時間を計測。
赤（5R）は、赤紫（5PR）と橙（5YR）以外の色に対して有意に速い。

あぶない！

暗い浴室環境で容易に識別できる色、
とっさのときに瞬時に反応できる色、
これが浴室における安全・安心な色（=赤色）であると考えます。

Step1 マンセル表色系から網羅的に選んだ色彩の比較

一対比較法

反応時間計測

さらに、今後普及が見込まれるLED（電球色）光源に
おいて優位性が顕著であった

有意に速い。
激の提示から行動に
は、赤紫（5PR）と橙（

ない！

全体として「赤色」は視認性において優位

とっさに用具の
位置が認識できる

エラー・バーは95％信頼区間を示す。

正規化反応時 間（逆数）の Z スコア [σ]

照明環境：蛍光灯（昼白色） 、LED（電球色、昼白色）の平均
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被験者：14 名／年齢：64～84 歳（平均年齢72. 9歳）
速い

目
立
つ

視認性が良い

視認性が悪い

新「安寿」赤

既存「安寿」赤

赤橙

橙

ばら色

紅色

桃

茜

新「安寿」赤は、赤橙以外の全ての色に対して有意に大きい。
赤橙は、新「安寿」赤以外の全ての色に対して有意に大きい。

最良の「赤」を導き出すために、Step1 と同じ手法で評価。

一対比較法と反応時間計測の平均

Step2 赤の同系色での比較実験

新「安寿」赤は、最良の「赤色」

　1994年、グリップ部に赤色を施した、初代「浴槽てすり」を発売して以降、「安
寿」ブランド製品を展開してきました。何よりもご利用者の安全・安心を考えた
その色は今や「安寿」のイメージカラーになりました。
　そして2014年。さらに機能性を向上させた新しい「安寿」レッドで入浴介護用
品を展開していきます。

「安寿」20年に、あらためて「安寿」レッド

1994 2014

共同研究企業（アロン化成（株））のパンフレットからの抜粋

静岡県工業技術研究所
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平成23年～平成25年

知財情報

開発経緯

浴室の手すりには高齢者に見やすい（視認性のよい）配色が望まれます。また、白熱電球、蛍光灯、LED照明等の
波長成分が異なる光源下でも視認性が確保される必要があります。この開発では、配色の視認性評価方法として、
実測した分光データ（色材の変角分光反射率、光源の分光分布）に基づいて、コンピュータグラフィックス技術により
現実の色と明るさを再現する画像を作成するとともに、その画像に対する反応時間、主観評価の結果から、高齢者
に見やすい配色を決定しました。

支援の成功事例の概要

技術指導
の内容

支援もしくは共同開発の成功事例
No.2

テーマ 様々な照明下での見やすい配色を照明シミュレーションを用いて決定する

担当者 鈴木敬明、　豊田敏裕 研究期間

実測した分光データ（色材の分光反射率、光源の分光分布）に基づくCG画像の作成。
画像に対する反応時間、主観評価の実験デザイン、計測、分析。

技術キーワード

照明シミュレー
ション

視覚、色彩、配色、
高齢者、視認性

想定活用
場面

製品のデザイン、見やすさの決定

製品化の
状況

製品の配色の決定に利用された

関連資料

問い合わせ先 静岡県工業技術研究所　機械科

被験者：26 名／年齢：64～83 歳（平均年齢71. 9 歳）
エラー・バーは95％信頼区間を示す。
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正規化反応時間（逆数）の Z スコア [σ]

照明環境：蛍光灯（昼白色） 、LED（電球色、昼白色）の平均

0.0 0.5-0.5 1.0-1.0 1.5-1.5

0.0
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ア [

σ]
視認性が良い

視認性が悪い

赤（5R）

橙（5YR）

黄（5Y）

黄緑（5GY）

緑（5G）

青（5B）

紫（5P）

赤紫（5RP）

高知工科大学 篠森敬三教授、静岡県工業技術研究所 鈴木敬明科長、豊橋技術科学大学 中内茂樹教授との取り組みにより、
浴室環境下における手すり色材の視認性について検証を行いました（AIC2013（2件）、APCV2014） 。

浴室手すり部の各色における目立ちの比較評価。
赤（5R）は他の全ての色に対して有意に目立つ。

感覚刺激の提示から行動による反応が生じるまでの時間を計測。
赤（5R）は、赤紫（5PR）と橙（5YR）以外の色に対して有意に速い。

あぶない！

暗い浴室環境で容易に識別できる色、
とっさのときに瞬時に反応できる色、
これが浴室における安全・安心な色（=赤色）であると考えます。

Step1 マンセル表色系から網羅的に選んだ色彩の比較

一対比較法

反応時間計測

さらに、今後普及が見込まれるLED（電球色）光源に
おいて優位性が顕著であった

有意に速い。
激の提示から行動に
は、赤紫（5PR）と橙（

ない！

全体として「赤色」は視認性において優位

とっさに用具の
位置が認識できる

エラー・バーは95％信頼区間を示す。

正規化反応時 間（逆数）の Z スコア [σ]

照明環境：蛍光灯（昼白色） 、LED（電球色、昼白色）の平均
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被験者：14 名／年齢：64～84 歳（平均年齢72. 9歳）
速い

目
立
つ

視認性が良い

視認性が悪い

新「安寿」赤

既存「安寿」赤

赤橙

橙

ばら色

紅色

桃

茜

新「安寿」赤は、赤橙以外の全ての色に対して有意に大きい。
赤橙は、新「安寿」赤以外の全ての色に対して有意に大きい。

最良の「赤」を導き出すために、Step1 と同じ手法で評価。

一対比較法と反応時間計測の平均

Step2 赤の同系色での比較実験

新「安寿」赤は、最良の「赤色」

　1994年、グリップ部に赤色を施した、初代「浴槽てすり」を発売して以降、「安
寿」ブランド製品を展開してきました。何よりもご利用者の安全・安心を考えた
その色は今や「安寿」のイメージカラーになりました。
　そして2014年。さらに機能性を向上させた新しい「安寿」レッドで入浴介護用
品を展開していきます。

「安寿」20年に、あらためて「安寿」レッド

1994 2014

共同研究企業（アロン化成（株））のパンフレットからの抜粋

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
静岡県工業技術研究所



- 74 -

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

支援もしくは共同開発の成功事例
No.3

テーマ 衝撃吸収フローリングの歩行安定性評価

担当者 易　強 研究期間 平成23年～平成24年

関連資料

問い合わせ先 静岡県工業技術研究所　ユニバーサルデザイン科

知財情報

開発経緯

高齢者の家庭内における不慮の事故は、半分以上が転倒事故で、その発生場所の75%は居間です。その対応策
の１つとして衝撃吸収フローリングの設置が挙げられます。一般的に、衝撃吸収性能が高いフローリングは柔らか
く、クッション性があります。しかしながら、柔らかいフローリングでの歩行安定性に関する科学的な検証は、まだ実
施されていません。
そこで、歩行時の筋電図、加速度、足圧分布などを計測、解析し、フローリングの歩行の安定性と衝撃吸収性能に
ついて、評価方法の確立を目指しました。

支援の成功事例の概要
・人間工学の実験手法を用いて、歩行安定性について、生理的側面、物理的側面、心理的側面から総合的に評価
する方法を確立できました。
・実験（写真）の結果、衝撃吸収フローリングにおける歩行の安定性は、一般的な市販の床材と同レベルであること
が確認できました。
・硬い床材から柔らかい床材まで歩行安定性を評価した結果、人には『良い』と感じられるゾーンのあることが分か
りました。
・高齢者施設に衝撃吸収フローリングを設置し、一年間調査した結果、設置前に比べ、転倒による重度の怪我に至
る件数が減少しました。

　　　　写真 異なる床材での歩行評価実験風景　　　　　　　　　　　図 踵の受ける衝撃加速度と歩きやすさの相関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（クッションの厚さが0mm〜10mm の床材と畳と衝撃吸収フローリング）

技術指導
の内容

歩きやすく、衝撃の少ない床材の仕様を人間工学的評価で決定しました。
技術キーワード

人間工学
歩行

想定活用
場面

高齢者施設、一般住宅

製品化の
状況

（平成23年度）「ネクシオ」：株式会社ノダ

平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

関連資料

問い合わせ先 静岡県工業技術研究所　ユニバーサルデザイン科

① Ｑスプーン…麻痺等でをうまく持てない方向けにグリップ部分を持ちやすくした補助具です。（写真１）
② Ｑスケール…線を引く際にすべりにくく、定規の押さえる場所が明確化、持ち上げ操作のしやすい形状の補助具
です。（写真２／左）
③ Ｑホルダー…従前に開発したQリング・Qグリップでは、うまく筆記用具を使うことのできない場合の補助具です。
（写真２／中）
④ Ｑコンパス…コンパスを使用時に軸がズレたり、上手く回せなて円が描けない場合に、取り付けることによって正
円が描けるようになる補助具です。（写真２／右）

　　写真１　食事用補助具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真２　文具用補助具

技術指導
の内容

スケッチ・３D-CADによる形状とデザインの作成
３次元造型機による試作型の製作

技術キーワード

支援技術
３次元造型機

自助具

想定活用
場面

医療機関での作業療法、教育機関での指導

製品化の
状況

知財情報

開発経緯

リハビリや訓練をする場合、市販されている製品では、作業に使用できない場合が発生します。このような場合、作
業療法士は、独自のアイディアに基づいて一人ひとりの症状に合わせて自作をしています。これらをシリコンゴム
メーカーの協力により製品化するため、開発に取り組みました。医療機関と連携し、幼児期から小学生低学年で使
用を始めるテーブルウエアと文房具等の生活補助具12アイテムを開発、製品化しました。

支援の成功事例の概要

テーマ
「シリコンゴム製自助具」の開発

－触って 気持ちのよいシリコンゴムを使用した「生活補助具（Ｑシリーズ）」商品化に向けて－

担当者 多々良哲也 研究期間 平成21年～平成23年

支援もしくは共同開発の成功事例
No.4

製品化（平成22～24年度）「Qシリーズ」：株式会社ゴムQ

静岡県工業技術研究所
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関連資料

問い合わせ先 静岡県工業技術研究所　ユニバーサルデザイン科

① Ｑスプーン…麻痺等でをうまく持てない方向けにグリップ部分を持ちやすくした補助具です。（写真１）
② Ｑスケール…線を引く際にすべりにくく、定規の押さえる場所が明確化、持ち上げ操作のしやすい形状の補助具
です。（写真２／左）
③ Ｑホルダー…従前に開発したQリング・Qグリップでは、うまく筆記用具を使うことのできない場合の補助具です。
（写真２／中）
④ Ｑコンパス…コンパスを使用時に軸がズレたり、上手く回せなて円が描けない場合に、取り付けることによって正
円が描けるようになる補助具です。（写真２／右）

　　写真１　食事用補助具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真２　文具用補助具

技術指導
の内容

スケッチ・３D-CADによる形状とデザインの作成
３次元造型機による試作型の製作

技術キーワード

支援技術
３次元造型機

自助具

想定活用
場面

医療機関での作業療法、教育機関での指導

製品化の
状況

知財情報

開発経緯

リハビリや訓練をする場合、市販されている製品では、作業に使用できない場合が発生します。このような場合、作
業療法士は、独自のアイディアに基づいて一人ひとりの症状に合わせて自作をしています。これらをシリコンゴム
メーカーの協力により製品化するため、開発に取り組みました。医療機関と連携し、幼児期から小学生低学年で使
用を始めるテーブルウエアと文房具等の生活補助具12アイテムを開発、製品化しました。

支援の成功事例の概要

テーマ
「シリコンゴム製自助具」の開発

－触って 気持ちのよいシリコンゴムを使用した「生活補助具（Ｑシリーズ）」商品化に向けて－

担当者 多々良哲也 研究期間 平成21年～平成23年

支援もしくは共同開発の成功事例
No.4

製品化（平成22～24年度）「Qシリーズ」：株式会社ゴムQ

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
静岡県工業技術研究所
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担当者

開発経緯

介護者の大きな身体的負担のひとつが入浴介護です。その負担を軽減するために「入浴用リフト」のような入浴機
器が利用されていますが、入浴介護を受けている多くの利用者は、小柄・やせ型で、身体に障害がある場合も見受
けられ、体型が入浴機器にフィットしにくく姿勢が安定していない現状があります。安心・安全・快適な入浴サービス
を提供するためには、姿勢保持を目的としたサポートクッションが必須であったため、本製品の開発に至りました。

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 静岡県工業技術研究所　ユニバーサルデザイン科

・利用者の材姿勢をサポートするクッションとして、サイドサポート、バックサポート、アームサポート、ベルトパッドの
４種類を開発しました。（写真１）
・サポートクッションを入浴リフトのチェアにセットして、冷めにくさの測定をしました。図１に、41℃のお湯に３分間浸
けてから５分後の熱画像を示します。開発した姿勢保持具が熱を保持して温かいことが分かります。
・これらのクッションは、施設の利用者から「冷たくない」「痛くない」と好評です。

　　　　　　　　　　　写真１　可視像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１　熱画像

技術指導
の内容

熱画像測定
主観評価

技術キーワード

高齢者施設

製品化（平成24年度）「サポートクッション」：株式会社アマノ、ソフトプレン工業株式会社

姿勢保持
熱画像

製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ
入浴用姿勢保持具の開発

－入浴介護に優しいサポートクッション－

No.5

知財情報

小松　剛 研究期間 平成22年～平成23年

ベルトパッド

サイドサポー

アームサポー

バックサポー

平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

担当者 易　強 研究期間 平成25年

テーマ スポーツ産業振興へ向けた観察記録・生体計測に基づく運動評価技術の開発

問い合わせ先 静岡県工業技術研究所　ユニバーサルデザイン科

知財情報

開発経緯
近年、健康寿命延伸のために、フィットネスクラブ、介護予防運動施設などへ通う人が増えています。運動を続ける
には、楽しみながら運動を的確に評価してその効果を知ってもらうことが重要です。運動評価には、正しいやり方か
を判断するために、視覚的な情報の解析と筋活動量を計測する必要があります。前者には運動評価者の経験値へ
の依存、後者には計測・解析の煩雑さ、フィードバックまでに時間がかかるといった課題があります。そこで、人間工
学に基づく生体計測データや自動抽出された視覚的情報など、運動評価に必要な客観的に情報を一つのシステム
上に運動評価者に提示し、運動評価者の経験値も加えた上、迅速にフィードバックできるシステムを開発することに
しました。

要素技術（技術シーズ）の概要
・映像と同期して、運動中の筋電計測データ、加速度データ、関節角度、運動評価者の観察記録を一同に記録・再
生できるシステムを試作しました（写真１）。
・実際にポールエクササイズの運動を行う場面において、運動評価者が、初めて同運動を行う人の動きを評価し、
動きを改善するために、試作システムを使用するユーザビリティー評価実験を実施した結果、有効に利用できること
が確認できました（写真２）。

　　　　　　　　　　　　　写真１　試作システム 　　　　　　　　　　写真２ 試作システムのユーザビリティー評価実験風景

想定活用
場面

スポーツ指導
リハビリ指導

技能伝承

技術
キーワード

人間工学、筋電図、加速度、無線計測、ユーザビリティー

関連資料

要素技術（技術シーズ）

静岡県工業技術研究所
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担当者 易　強 研究期間 平成25年

テーマ スポーツ産業振興へ向けた観察記録・生体計測に基づく運動評価技術の開発

問い合わせ先 静岡県工業技術研究所　ユニバーサルデザイン科

知財情報

開発経緯
近年、健康寿命延伸のために、フィットネスクラブ、介護予防運動施設などへ通う人が増えています。運動を続ける
には、楽しみながら運動を的確に評価してその効果を知ってもらうことが重要です。運動評価には、正しいやり方か
を判断するために、視覚的な情報の解析と筋活動量を計測する必要があります。前者には運動評価者の経験値へ
の依存、後者には計測・解析の煩雑さ、フィードバックまでに時間がかかるといった課題があります。そこで、人間工
学に基づく生体計測データや自動抽出された視覚的情報など、運動評価に必要な客観的に情報を一つのシステム
上に運動評価者に提示し、運動評価者の経験値も加えた上、迅速にフィードバックできるシステムを開発することに
しました。

要素技術（技術シーズ）の概要
・映像と同期して、運動中の筋電計測データ、加速度データ、関節角度、運動評価者の観察記録を一同に記録・再
生できるシステムを試作しました（写真１）。
・実際にポールエクササイズの運動を行う場面において、運動評価者が、初めて同運動を行う人の動きを評価し、
動きを改善するために、試作システムを使用するユーザビリティー評価実験を実施した結果、有効に利用できること
が確認できました（写真２）。

　　　　　　　　　　　　　写真１　試作システム 　　　　　　　　　　写真２ 試作システムのユーザビリティー評価実験風景

想定活用
場面

スポーツ指導
リハビリ指導

技能伝承

技術
キーワード

人間工学、筋電図、加速度、無線計測、ユーザビリティー

関連資料

要素技術（技術シーズ）

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
静岡県工業技術研究所
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055-925-1100

ＨＰ http://www.iri.pref.shizuoka.jp/numadu/

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○塩水噴霧試験
○長期性能試験（恒温恒湿器/恒温恒湿室(大小恒温槽)）
○常温・高温・低温での振動試験（振動試験機/複合環境振動試験機）
○振動測定（実験モーダル解析システム）
○長さ/角度/平面度/真直度/円形・円筒物体測定/輪郭測定（三次元測定機）
○真円度/同心度/円筒度/同軸度（真円度測定機）
○長さ/角度/円測定/輪郭測定（万能投影機）
○表面粗さ測定（触針式表面粗さ測定機）
○電子線マイクロアナライザ分析/微小領域の元素分析（EDX元素分析装置）
○蛍光X線分析/元素分析
○シャルピー衝撃試験
○引張/圧縮/曲げ試験（精密万能試験機）
○硬さ試験（ブリネル/ロックウェル/ビッカース/マイクロビッカース硬さ試験機）
○電子顕微鏡による観察（走査型電子顕微鏡）
○組織観察（金属顕微鏡/デジタルマイクロスコープ）
○周波数分析（FFTアナライザ）
○波形測定（シンクロスコープ）
○抵抗測定（絶縁抵抗計）

静岡県工業技術研究所 沼津工業技術支援センター

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 技術支援担当　又は　ものづくり産業支援窓口

連
絡
先

住所 静岡県沼津市大岡3981-1 電話番号 055-925-1100

E-mail numadu@iri.pref.shizuoka.jp

所在地

代表電話番号

静岡県沼津市大岡3981-1

1

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
公設試験研究機関技術シーズ調査

055-925-1100

ＨＰ http://www.iri.pref.shizuoka.jp/numadu/

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○塩水噴霧試験
○長期性能試験（恒温恒湿器/恒温恒湿室(大小恒温槽)）
○常温・高温・低温での振動試験（振動試験機/複合環境振動試験機）
○振動測定（実験モーダル解析システム）
○長さ/角度/平面度/真直度/円形・円筒物体測定/輪郭測定（三次元測定機）
○真円度/同心度/円筒度/同軸度（真円度測定機）
○長さ/角度/円測定/輪郭測定（万能投影機）
○表面粗さ測定（触針式表面粗さ測定機）
○電子線マイクロアナライザ分析/微小領域の元素分析（EDX元素分析装置）
○蛍光X線分析/元素分析
○シャルピー衝撃試験
○引張/圧縮/曲げ試験（精密万能試験機）
○硬さ試験（ブリネル/ロックウェル/ビッカース/マイクロビッカース硬さ試験機）
○電子顕微鏡による観察（走査型電子顕微鏡）
○組織観察（金属顕微鏡/デジタルマイクロスコープ）
○周波数分析（FFTアナライザ）
○波形測定（シンクロスコープ）
○抵抗測定（絶縁抵抗計）

静岡県工業技術研究所 沼津工業技術支援センター

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 技術支援担当　又は　ものづくり産業支援窓口

連
絡
先

住所 静岡県沼津市大岡3981-1 電話番号 055-925-1100

E-mail numadu@iri.pref.shizuoka.jp

所在地

代表電話番号

静岡県沼津市大岡3981-1

1
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電話番号 059-234-0405連
絡
先

住所 三重県津市高茶屋5-5-45

E-mail masudt01@pref.mie.jp

ＨＰ http://www.mpstpc.pref.mie.lg.jp/kou/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 ものづくり研究課

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

　介護・福祉機器に特化したものではありませんが、機器を活用する制度としては大きく下記３方式があります。
　　（１）開放器機　　２４０種類の試験機を時間単位で有料開放しています。
　　（２）依頼試験　　成分分析や強度試験などの試験を受託します。成績書を発行します。
　　（３）共同研究　　実施内容は課題に応じて相談してください。
　＊いずれも、詳細は弊所WEBサイトを参照ください。

三重県工業研究所

所在地

代表電話番号

三重県津市高茶屋5-5-45

059-234-4036
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電話番号 059-234-0405連
絡
先

住所 三重県津市高茶屋5-5-45

E-mail masudt01@pref.mie.jp

ＨＰ http://www.mpstpc.pref.mie.lg.jp/kou/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 ものづくり研究課

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

　介護・福祉機器に特化したものではありませんが、機器を活用する制度としては大きく下記３方式があります。
　　（１）開放器機　　２４０種類の試験機を時間単位で有料開放しています。
　　（２）依頼試験　　成分分析や強度試験などの試験を受託します。成績書を発行します。
　　（３）共同研究　　実施内容は課題に応じて相談してください。
　＊いずれも、詳細は弊所WEBサイトを参照ください。

三重県工業研究所

所在地

代表電話番号

三重県津市高茶屋5-5-45

059-234-4036

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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担当者

開発経緯

　平成２２年度地域イノベーション創出研究開発事業（補正予算事業/地域資源活用型）、及びそれ以降の補完研
究によって、水圧駆動型の入浴用昇降イスを開発中。

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 熊野精工株式会社　営業部　生地 圭　（0597-89-2841）

技術指導
の内容

技術キーワード

入浴介護

試作改良中

入浴介護

製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料

知財情報

工業研究所　増田峰知 研究期間 平成23年～（継続中）

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 介護負担を軽減する入浴介助用昇降イス（入浴リフト）の開発

【問題点】

従来品 試作品

【アピール

ポイント】

・水圧利用による安全，安心

・施設に加え，在宅でも簡単設置

・女性が一人で扱える軽さ

・簡単掃除で，衛生的

・使いやすいユニバーサルデザイン

・設置工事が必要，大型，高価格，

メンテナンス性，漏電の危険性

・人力の場合、介護者負担大

平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

ＨＰ http://www.shiga-irc.go.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署

滋賀県工業技術総合センター

所在地

代表電話番号

滋賀県栗東市上砥山232番地

077-558-1500

機械電子担当

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○材料･耐久試験（万能材料試験機、疲労試験機、他）

○環境試験（振動試験機、恒温恒湿槽・室、ウェザーメータ、複合サイクル試験機、他）

○化学分析（赤外分光光度計、蛍光X線分析装置、ガスクロマトグラフ質量分析装置、ICP発光分析装置、
　　　　　　　　X線光電子分光分析装置、熱分析装置、他）

○精密測定試験（三次元測定機、表面粗さ測定機、他）

○安全性試験（耐電圧試験機、放射電磁界測定機、電磁耐性試験機、他）

○設計・試作支援（CAD/CAM/CAE装置、３Dプリンタ、他）

電話番号 077-558-1500連
絡
先

住所 滋賀県栗東市上砥山232

E-mail info@shiga-irc.go.jp

三重県工業研究所
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ＨＰ http://www.shiga-irc.go.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署

滋賀県工業技術総合センター

所在地

代表電話番号

滋賀県栗東市上砥山232番地

077-558-1500

機械電子担当

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○材料･耐久試験（万能材料試験機、疲労試験機、他）

○環境試験（振動試験機、恒温恒湿槽・室、ウェザーメータ、複合サイクル試験機、他）

○化学分析（赤外分光光度計、蛍光X線分析装置、ガスクロマトグラフ質量分析装置、ICP発光分析装置、
　　　　　　　　X線光電子分光分析装置、熱分析装置、他）

○精密測定試験（三次元測定機、表面粗さ測定機、他）

○安全性試験（耐電圧試験機、放射電磁界測定機、電磁耐性試験機、他）

○設計・試作支援（CAD/CAM/CAE装置、３Dプリンタ、他）

電話番号 077-558-1500連
絡
先

住所 滋賀県栗東市上砥山232

E-mail info@shiga-irc.go.jp

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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知財情報 自立移動型シャワーキャリー　意匠1230339

山下誠児 研究期間 平成13年～平成15年

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ シャワーキャリーの製品開発

問い合わせ先 滋賀県工業技術総合センター　機械電子担当

　介助を必要としない高齢者や障害者を対象とし、デイサービンスセンター、温泉、ホテル、家庭で使用できる自立
移動型をコンセプトとしたシャワーキャリーを開発した。
　下写真左のように３ＤＣＡＤでデータを作成し、下写真中、右のモデルを３Ｄプリンタ（意匠1230339）で試作した。ま
た、実際に試乗できるモデルも試作しており、そのモデルは第４２回国際福祉機器展に出展し、来場者から評価を
受けたところである。

技術指導
の内容

福祉機器開発のコンセプト作成。３ＤＣＡＤデータ作成と３Ｄプリント
技術キーワード

入浴やシャワーに使用

試作品が完成。第４２回国際福祉機器展（2015）へ出展

シャワーキャリー

製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料 滋賀県工業技術総合センター研究報告2001、2002、2003

担当者

開発経緯

　公共施設や住宅などのバリアフリー化によって移動の障害が少なくなってきており、今後、車椅子などの福祉用具
や機器はバリアフリー化に合わせた開発が求められると考え、その中で、快適な入浴やシャワーができるシャワー
キャリーの製品開発を試みた。
　市販されるシャワーキャリーの多くは介助を必要としていたが、手すりや杖を利用することにより移動できる人（元
気な高齢者や障害者）をターゲットとした自走式シャワーキャリーの開発を行った。

支援の成功事例の概要

平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

経営企画室

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

◆3Dスキャナー（三次元デジタイザ）
◆3Dプリンター（Stratasys社　FORTUS 360mc-L　熱溶解積層（FDM)方式）
上記のほか、材料分析・材料物性試験、耐久性試験などに活用できる機器があります。

電話番号 075-326-6100連
絡
先

住所 京都市下京区中堂寺粟田町91番地

E-mail

地方独立行政法人京都市産業技術研究所

所在地

代表電話番号

京都市下京区中堂寺粟田町91番地

075-326-6100

ＨＰ http://tc-kyoto.or.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署

滋賀県工業技術総合センター
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経営企画室

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

◆3Dスキャナー（三次元デジタイザ）
◆3Dプリンター（Stratasys社　FORTUS 360mc-L　熱溶解積層（FDM)方式）
上記のほか、材料分析・材料物性試験、耐久性試験などに活用できる機器があります。

電話番号 075-326-6100連
絡
先

住所 京都市下京区中堂寺粟田町91番地

E-mail

地方独立行政法人京都市産業技術研究所

所在地

代表電話番号

京都市下京区中堂寺粟田町91番地

075-326-6100

ＨＰ http://tc-kyoto.or.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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京滋　摂食・嚥下を考える会webサイト　http://keiji-enge.wix.com/ksgd#!/chmm
京都市産業技術研究所webサイト　http://tc-kyoto.or.jp/info/2015/09/h270910_kouhousiryou.pdf

担当者

開発経緯

　嚥下障害者向けの調整食は、滑らかさを重視する物性的な特徴から身体機能に応じた介護食器を利用すること
が多い。しかし、既存の介護食器は機能性を重視するあまり、食事そのものの魅力を十分に引き立たせる感性的
価値に改善の余地があった。そこで、京都の伝統工芸品が持つ「美しさ・うるおい」といった感性的な効果に着目し、
健常者用の食器との違和感の少ない外観と高い機能性を融合させ、京焼・清水焼や京漆器など京都の伝統工芸
の魅力を一堂に楽しめることで使いやすく豊かな食文化を提案できる食器として、松花堂弁当風のアイテムを開発
した。

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 （地独）京都市産業技術研究所　デザインチーム

　嚥下調整食の改善に取り組む医師・医療従事者で組織される「京滋摂食・嚥下を考える会」　と、京都の伝統産業
である京漆器、京焼・清水焼の事業者をマッチングし、平成26年度文理融合・文系産学連携促進事業（京都産学公
連携機構）の助成金支援を受け、試作開発に取り組んだ。
　京都市産業技術研究所の保有する3Dスキャナー及び3Dプリンターを活用することで、手作りによる木製試作の
フォルムを3Dスキャンし、3Dプリンターでポリカーボネート製の実使用モデルとして出力して、介護施設において実
地テストを繰り返すことができた。「アナログ－デジタル」を横断する柔軟なデザインプロセスで、伝統産業事業者
（作り手）・介護対象者（使い手）・デザイナー（設計者）の三者間での密な情報共有ができ、完成度の高い試作が実
現できた。
　平成27年9月12日に開催された第２１回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会にて発表。市販を望む反
響が多数寄せられ、商品化を進めている。

技術指導
の内容

嚥下調整食を掬いやすく、食べやすくするための食器のデザインとアドバイス
技術キーワード

医療・介護現場での食事

参画企業による商品化（量産化）が進行中

介護
嚥下

デザイン
人間工学製品化の

状況

想定活用
場面

関連資料

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 高齢者のQOL向上のための、京都の伝統工芸による美的感性価値の高い機能性介護食器の開発

知財情報

竹浪祐介　次席研究員 研究期間 平成26年～平成27年

平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

担当者 竹浪祐介　次席研究員 研究期間 平成26年～平成27年

テーマ 高齢者のQOL向上のための、京都の伝統工芸による美的感性価値の高い機能性介護食器の開発

問い合わせ先 （地独）京都市産業技術研究所　デザインチーム

開発経緯
　嚥下障害者向けの調整食は、滑らかさを重視する物性的な特徴から身体機能に応じた介護食器を利用すること
が多い。しかし、既存の介護食器は機能性を重視するあまり、食事そのものの魅力を十分に引き立たせる感性的
価値に改善の余地があった。そこで、京都の伝統工芸品が持つ「美しさ・うるおい」といった感性的な効果に着目し、
健常者用の食器との違和感の少ない外観と高い機能性を融合させ、京焼・清水焼や京漆器など京都の伝統工芸
の魅力を一堂に楽しめることで使いやすく豊かな食文化を提案できる食器として、松花堂弁当風のアイテムを開発
した。

要素技術（技術シーズ）の概要
　京都市産業技術研究所の保有する3Dスキャナーでの形状のデジタルデータ化、及び3Dプリンターによるポリカー
ボネート製モデル出力を組み合わせることで「アナログ－デジタル」を横断する柔軟なデザインプロセスが実現でき
る。また、3Dプリンターで同形状の小ロット製作が可能になったことで、多くの使用テストデータがフィードバックでき
るため、「設計～テスト～検討～再設計」のサイクルの効率化と、開発期間の大幅な短縮に繋がる。

想定活用
場面

量産が難しい手作りの製品の再現
使用が制限される貴重な美術工芸品の、形状の実使用検討

技術
キーワード

3Dスキャナー　3Dプリンター

関連資料
京滋　摂食・嚥下を考える会webサイト　http://keiji-enge.wix.com/ksgd#!/chmm

京都市産業技術研究所webサイト　http://tc-kyoto.or.jp/info/2015/09/h270910_kouhousiryou.pdf

知財情報

要素技術（技術シーズ）

写真左上：ハンドメイド試作（木製）

上・右上：3Dスキャナーによるデジタルデータ化

左下：3Dプリンターによるテストモデル出力

地方独立行政法人京都市産業技術研究所
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担当者 竹浪祐介　次席研究員 研究期間 平成26年～平成27年

テーマ 高齢者のQOL向上のための、京都の伝統工芸による美的感性価値の高い機能性介護食器の開発

問い合わせ先 （地独）京都市産業技術研究所　デザインチーム

開発経緯
　嚥下障害者向けの調整食は、滑らかさを重視する物性的な特徴から身体機能に応じた介護食器を利用すること
が多い。しかし、既存の介護食器は機能性を重視するあまり、食事そのものの魅力を十分に引き立たせる感性的
価値に改善の余地があった。そこで、京都の伝統工芸品が持つ「美しさ・うるおい」といった感性的な効果に着目し、
健常者用の食器との違和感の少ない外観と高い機能性を融合させ、京焼・清水焼や京漆器など京都の伝統工芸
の魅力を一堂に楽しめることで使いやすく豊かな食文化を提案できる食器として、松花堂弁当風のアイテムを開発
した。

要素技術（技術シーズ）の概要
　京都市産業技術研究所の保有する3Dスキャナーでの形状のデジタルデータ化、及び3Dプリンターによるポリカー
ボネート製モデル出力を組み合わせることで「アナログ－デジタル」を横断する柔軟なデザインプロセスが実現でき
る。また、3Dプリンターで同形状の小ロット製作が可能になったことで、多くの使用テストデータがフィードバックでき
るため、「設計～テスト～検討～再設計」のサイクルの効率化と、開発期間の大幅な短縮に繋がる。

想定活用
場面

量産が難しい手作りの製品の再現
使用が制限される貴重な美術工芸品の、形状の実使用検討

技術
キーワード

3Dスキャナー　3Dプリンター

関連資料
京滋　摂食・嚥下を考える会webサイト　http://keiji-enge.wix.com/ksgd#!/chmm

京都市産業技術研究所webサイト　http://tc-kyoto.or.jp/info/2015/09/h270910_kouhousiryou.pdf

知財情報

要素技術（技術シーズ）

写真左上：ハンドメイド試作（木製）

上・右上：3Dスキャナーによるデジタルデータ化

左下：3Dプリンターによるテストモデル出力

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
地方独立行政法人京都市産業技術研究所
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連
絡
先

住所 京都府京丹後市峰山町荒山225

E-mail oriki-kikakurenkei@pref.kyoto.lg.jp

京都府織物・機械金属振興センター

所在地

代表電話番号

京都府京丹後市峰山町荒山225

0772-62-7400

ＨＰ http://www.pref.kyoto.jp/oriki/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 技術支援課

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○材料試験(衝撃試験機、疲労試験機、万能材料試験機)
○設計支援(3Dプリンタ)
○精密測定(CNC三次元測定機、赤外線サーモグラフィ、マイクロフォーカスX線CTシステム)

電話番号 0772-62-7403

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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知財情報

担当者 齋藤　洋 研究期間 平成23年～平成24年

テーマ 複数の機能を持った介護パジャマ用生地

問い合わせ先 山形県工業技術センター置賜試験場

開発経緯

　超高齢者社会を迎える中、介護パジャマ用生地の快適性が求められています。市販の介護パジャマの性能評価
を行ったところ、はっ水性や、伸長特性が不足していることがわかりました。
　そこで、介護者及び被介護者共に求められる機能として、水をこぼしてもすぐには浸透しないはっ水性、快適性の
指標となる吸放湿性、着用しやすさの指標となる伸長特性について複合化の検討を行いました。

要素技術（技術シーズ）の概要
　次の三つの機能を併せ持った介護パジャマ用生地を
開発しました。

　　　はっ水性　：　水などをこぼしてもすぐには濡れない
　　　吸放湿性　：　汗などでべとつきにくい
　　　伸長特性　：　伸びがあり動きやすい

想定活用
場面

介護現場

技術
キーワード

はっ水性、吸放湿性、伸長特性

関連資料

要素技術（技術シーズ）

はっ水性については、フッ素系はっ水剤と、架橋

剤を併用することで洗濯にも強いはっ水性を持た

せることができました。吸放湿性については、綿と

ポリエステルの混紡糸を用い、その混用率を検討

することにより、速乾性とべとつきにくさを実現しま

した。伸長性については、精紡交撚糸を用いること

により、伸縮性を向上させることができました。

ムレにムレにくい

水をはじく水をはじく

伸びる伸びる

開発した生地

介護パジャマ試作品

京都府織物・機械金属振興センター
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連
絡
先

住所 兵庫県神戸市須磨区行平町3-1-12

E-mail hide@hyogo-kg.jp

兵庫県立工業技術センター

所在地

代表電話番号

兵庫県神戸市須磨区行平町3-1-12

078-731-4163

ＨＰ www.hyogo-kg.jp

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署

・材料試験機
・蛍光X線分析装置
・３Dプリンタ　などを機器利用やテクノトライアル（試作・試験）で利用可能

技術企画部

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

電話番号 078-731-4157

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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水銀フリー
ナローバンドUVB
オーダーメイド型
紫外線治療器

想定活用
場面

紫外線治療の医療現場

製品化の
状況

オリオン電機(株)から製品を上市予定

支援もしくは共同開発の成功事例
No.1

テーマ 世界初の水銀フリーフィルム型紫外光源オーダーメイド皮膚治療器

担当者 材料・分析技術部　石原嗣生 研究期間 平成21年～平成26年

知財情報 1. 大電㈱：特許第5692727号

開発経緯

　2013年10月に水銀条約（水俣条約）が採択され、水銀を一定量以上含有した照明ランプなどの製品の製造、輸出
入が2020年までに原則禁止になります。これを受けて、わが国では水銀を使用しない、水銀フリーの照明や工業・
医療分野での代替光源の研究開発が加速しています。ナローバンドUVB治療器等の光線治療機器の多くは、未だ
に蛍光灯型の水銀ランプを用いており、代替紫外光源の開発が急務となっています。この度、「経済産業省委託事
業・医工連携事業化推進事業（患者と医療従事者負担解決のためのオーダーメイド型紫外線治療機器の開発）」を
うけて、プラズマチューブアレイの技術を活用し、改良型紫外線治療機器の開発を試みました。その結果、皮膚治
療に利用できるUVB光源を開発することに成功し、本年中に上市予定の運びとなりました。

関連資料
www.yumex-inc.co.jp/develpoment.html
https://www.facebook.com/photonic.materials.lab/?fref=nf#!/photonic.materials.lab/videos/vb.5835219
88340089/884493474909604/?type=2&theater

問い合わせ先 兵庫県立工業技術センター

支援の成功事例の概要

技術指導
の内容

・Xeガス放電励起での高効率発光紫外蛍光体の開発
・医用電気機器－第1－2部：安全性に関する一般的要求事項―電磁両立性－要求
事項及び試験の実施と性能改善

技術キーワード

 光源には、Xeプラズマ励起と高効率紫外蛍光体を用い、不要な紫外線を発光しない、世界初の水銀フ

リー紫外面光源を採用しており、環境に配慮した「オーダーメイド型紫外線治療機器」

 1台の紫外線皮膚治療器では実現できなかった全身照射と部分照射を1台で可能にし、かつ、照射エリ

アを手元のタブレット端末で選択でき、照射エネルギーも任意に設定可能な装置

全身照射装置の全景面 部分照射のイメージ 部分照射用のタッチパネル画面

共同研究体

産：㈱ユメックス、プレキシィ合同会社、オリオン電機㈱、大電㈱

学：神戸大学大学院工学研究科、医学研究科

官：兵庫県立工業技術センター

兵庫県立工業技術センター
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関連資料
松本他,”高齢者の転倒・徘徊など、常時監視、不要に”，画像ラボ, Vol.21,No.9 (2010)
T. Matsumoto, et.al., Proc. AAATE 2011, (2011)
http://www.hyogo-kg.jp/tech/detail_10923.html

問い合わせ先 兵庫県立工業技術センター　技術企画部技術支援室

テーマ 高齢者介護施設における見守り技術の開発

担当者 松本哲也、北川洋一 研究期間 平成20年～平成21年

製品化され、視覚障害者用日常生活用具に認定

知財情報 行動検知装置及び行動検知方法(特開2011-034357)、平成27年10月特許査定

開発経緯
　社会の高齢化の進展に伴い、認知症を患って自宅で家族が介護することが難しく、高齢者介護施設に入居する
高齢者が増加している。
　施設では、徘徊など入居者の生命にかかわる行動をいち早く見つけて重大事故を防止することが求められてお
り、監視カメラやICタグなどの導入も一部で進められている。しかしながらICタグを利用する方式は、入居者が故意
または不意にタグを外して効果が上がらないことが指摘されており、また監視カメラによる24時間の見守りは、人的
コストの面から困難である。
　このような社会的課題の解決を図るため、顔照合技術を利用し、施設入居者の廊下での行動パターンから徘徊、
転倒等の要救護行動をいち早く検知、通報可能な見守りゲートシステムを開発した。

支援の成功事例の概要
　開発したシステムは、図1に示す見守りゲートを3台、居住エリア周囲の
廊下に設置するもので、顔照合技術を利用して通過する人物を特定し、
顔の３次元位置、通過速度、通過時刻等の特徴点を時系列データとして
抽出する。
　これらのデータから、if-thenルールにより各ゲート内での危険行動を、
また複数ゲートのデータにより各入居者の状態遷移モデルを生成するこ
とで、徘徊、転倒等の要救護行動を検知できる。

　本システムの実証実験を、県内の特別養護老人ホームにて実施し、
複数ゲートを配置してシステムの性能を評価した。
　実験では、動体が各ゲートに進入してから通過し終るまでのカメラ映像
と、要救護行動の検知結果を記録した。この記録と介護スタッフの生活
記録票から、
　　・生活記録票中の行動記録と検知結果の突合
　　・生活記録票の記載以外でシステムが検知した要救護行動の件数
により性能評価を行った。
　その結果、
　　・生活記録票に記載の要救護行動８件すべての検知に成功
　　・生活記録票の記載以外で、徘徊15件の検知に成功
の結果となり、介護スタッフの負担軽減の面からシステムの有効性を確認
できた。

技術指導
の内容

ゲート設計のアドバイス
実施設での顔照合にかかる諸問題(西日、夜間、マスク着用)の解決のためのアドバ
イス

技術キーワード

福祉工学
顔抽出

多視点画像解析

想定活用
場面

介護施設での徘徊防止、見守り

製品化の
状況

支援もしくは共同開発の成功事例
No.2

図1 見守りゲートシステムの構成

図2 試作した見守りゲート

(カメラ位置を赤丸で示す)

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
兵庫県立工業技術センター
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生活・産業技術研究部　ライフマテリアルグループ

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

　
特になし

電話番号 0742-33-0863連
絡
先

住所 奈良市柏木町129-1

E-mail sangyosinko@office.pref.nara.lg.jp

奈良県産業振興総合センター

所在地

代表電話番号

奈良市柏木町129-1

0742-33-0817

ＨＰ http://www.pref.nara.jp/1751.htm

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署
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生活・産業技術研究部　ライフマテリアルグループ

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

　
特になし

電話番号 0742-33-0863連
絡
先

住所 奈良市柏木町129-1

E-mail sangyosinko@office.pref.nara.lg.jp

奈良県産業振興総合センター

所在地

代表電話番号

奈良市柏木町129-1

0742-33-0817

ＨＰ http://www.pref.nara.jp/1751.htm

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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報道資料：http://www.pref.nara.jp/item/139092.htm#moduleid57038
報告書：http://www.pref.nara.jp/secure/123267/4.pdf
http://www.pref.nara.jp/secure/104836/h24no2.pdf

担当者

開発経緯

介護・福祉施設においては人材不足が深刻化している中、県内の介護・福祉施設より、情報技術を活用して、常設
カメラによる監視ではなく、必要な時に必要な場所へロボットが移動して入居者の見守りを行えるようなシステムの
開発が出来ないかの相談があった。
その後、共同研究契約を締結し、システム設計、ロボットの製作からプログラムの作製、ロボットデザインを含めて
見守りシステムの開発に着手した。（現在も実施中）

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 奈良県産業振興総合センター

　自動見守り作業を可能とするための見守りシステムおよびカメラ付き移動ロボット本体の設計・実装・調整・改良・
デザインを行った。また、実際の介護施設における見守り作業の環境整備により実証実験を行い、実用化に向けた
さまざまな課題を抽出し、実用化に向けた改良を行った。

技術指導
の内容

・ハードウェア・ソフトウェア設計
・人間工学の視点からの画面設計、デザイン

技術キーワード

介護施設による夜間見守り作業

ホームケアー大日，八戸ノ里，東花園の３つの施設での実用化

・情報技術
・デザイン
・人間工学

製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 介護施設における遠隔見守りシステムの開発

知財情報

澤島秀成 研究期間 平成25年～平成27年

本システムは、介護関連人材の不足や夜間作業の軽減を目的とし、ロボットによって見守り作業を行う。

必要な時に必要な場所にロボットを派遣し、見守り作業を行うため、被介護者も家族の方も比較的受け入れ

やすいことが特徴。

施設のマーキングに従って部屋を移動することが可能となっており、夜間の見守り作業が簡単に行える。

さらに、ロボットを通じて、被介護者とオペレータとの間で会話をすることができる。

平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

担当者 澤島秀成 研究期間 通年

テーマ 人間工学を利用した人にやさしいモノづくり

問い合わせ先 奈良県産業振興総合センター

開発経緯

県内企業からの技術相談に対応。その後、共同研究などに発展。

要素技術（技術シーズ）の概要
・ユーザビリティテストの実施による使いやすさ・分かりやすさ評価。
・これまでの事例：福祉用箸、高齢者向け食事用ハサミ、電動ポンプ、調味料キャップ、食料保存容器、靴下など。

想定活用
場面

県内企業における製品企画から製品評価までの全てのプロセス．

技術
キーワード

人間工学，ユニバーサルデザイン

関連資料 人間工学会，デザイン学会等での発表（閲覧可能なURLなし）

知財情報
高齢者に配慮した配食保温容器

ドアストッパー等の意匠

要素技術（技術シーズ）

人間工学やユニバーサルデザインの技術を活用した製品開発の支援を行っている。

・福祉用箸「箸ぞうくん」

けがや病気などで手が不自由な時に、麺類や和食などスプーンで食べられないものを無理なく食事ができる。

平成17年度から、技術相談等継続な支援により商品化。

・食事用はさみ「楽食はさみ」

歯が弱くなった方（高齢者等）が、肉などの比較的固い・大きい食べ物を自分の食べやすい形や大きさに切る

ことで、 快適な食事を可能とする新しいカトラリー（フォーク・スプーン・ナイフなどの総称）。

平成18年度受託研究開発を経て商品化。

奈良県産業振興総合センター平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

報道資料：http://www.pref.nara.jp/item/139092.htm#moduleid57038
報告書：http://www.pref.nara.jp/secure/123267/4.pdf
http://www.pref.nara.jp/secure/104836/h24no2.pdf

担当者

開発経緯

介護・福祉施設においては人材不足が深刻化している中、県内の介護・福祉施設より、情報技術を活用して、常設
カメラによる監視ではなく、必要な時に必要な場所へロボットが移動して入居者の見守りを行えるようなシステムの
開発が出来ないかの相談があった。
その後、共同研究契約を締結し、システム設計、ロボットの製作からプログラムの作製、ロボットデザインを含めて
見守りシステムの開発に着手した。（現在も実施中）

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 奈良県産業振興総合センター

　自動見守り作業を可能とするための見守りシステムおよびカメラ付き移動ロボット本体の設計・実装・調整・改良・
デザインを行った。また、実際の介護施設における見守り作業の環境整備により実証実験を行い、実用化に向けた
さまざまな課題を抽出し、実用化に向けた改良を行った。

技術指導
の内容

・ハードウェア・ソフトウェア設計
・人間工学の視点からの画面設計、デザイン

技術キーワード

介護施設による夜間見守り作業

ホームケアー大日，八戸ノ里，東花園の３つの施設での実用化

・情報技術
・デザイン
・人間工学

製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 介護施設における遠隔見守りシステムの開発

知財情報

澤島秀成 研究期間 平成25年～平成27年

本システムは、介護関連人材の不足や夜間作業の軽減を目的とし、ロボットによって見守り作業を行う。

必要な時に必要な場所にロボットを派遣し、見守り作業を行うため、被介護者も家族の方も比較的受け入れ

やすいことが特徴。

施設のマーキングに従って部屋を移動することが可能となっており、夜間の見守り作業が簡単に行える。

さらに、ロボットを通じて、被介護者とオペレータとの間で会話をすることができる。
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担当者 澤島秀成 研究期間 通年

テーマ 人間工学を利用した人にやさしいモノづくり

問い合わせ先 奈良県産業振興総合センター

開発経緯

県内企業からの技術相談に対応。その後、共同研究などに発展。

要素技術（技術シーズ）の概要
・ユーザビリティテストの実施による使いやすさ・分かりやすさ評価。
・これまでの事例：福祉用箸、高齢者向け食事用ハサミ、電動ポンプ、調味料キャップ、食料保存容器、靴下など。

想定活用
場面

県内企業における製品企画から製品評価までの全てのプロセス．

技術
キーワード

人間工学，ユニバーサルデザイン

関連資料 人間工学会，デザイン学会等での発表（閲覧可能なURLなし）

知財情報
高齢者に配慮した配食保温容器

ドアストッパー等の意匠

要素技術（技術シーズ）

人間工学やユニバーサルデザインの技術を活用した製品開発の支援を行っている。

・福祉用箸「箸ぞうくん」

けがや病気などで手が不自由な時に、麺類や和食などスプーンで食べられないものを無理なく食事ができる。

平成17年度から、技術相談等継続な支援により商品化。

・食事用はさみ「楽食はさみ」

歯が弱くなった方（高齢者等）が、肉などの比較的固い・大きい食べ物を自分の食べやすい形や大きさに切る

ことで、 快適な食事を可能とする新しいカトラリー（フォーク・スプーン・ナイフなどの総称）。

平成18年度受託研究開発を経て商品化。

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
奈良県産業振興総合センター
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電話番号 0857-38-6205連
絡
先

住所 鳥取県鳥取市若葉台南7丁目1-1

E-mail tsgckikaku@pref.tottori.jp

ＨＰ http://www.tiit.or.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 企画・連携推進部　企画室

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

・ＥＭＣ測定（電波暗室、強電実験室、放射電磁波試験装置、Ｇ－ＴＥＭ試験装置、電源高調波試験装置等）
・騒音試験（無響室、残教室、音響環境測定装置、音響分布測定装置、音響拡散解析装置）
・耐環境試験（キセノンテスター、塩乾湿複合繰返し試験機、キャス試験機等）
・材料・強度試験（オートグラフ、万能材料試験機等）
・製品設計シミュレーション（ＡＮＳＹＳ、ＭＡＴＬＡＢ/Ｓｉｍｕｌｉｎｋ等）
・３ＤCAD（ＳｏｌｉｄＷｏｒｋｓ）
・樹脂３Ｄプリンター（高精度型、複合大型）
その他、試験機器、加工機あり（センターホームページ：http://www.tiit.or.jp/index.php?view=3182）

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター

所在地

代表電話番号

鳥取県鳥取市若葉台南7丁目1-1

0859-38-6200

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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http://act.upper.jp/works/cart/関連資料

担当者

開発経緯

　介護用ショッピングカートの試作・開発にあたり、機械の設計方法について、基礎的なことを学び、その後、実際の
製作を行っていく手法、ノウハウを修得したいという相談があった。ものづくりの基本的な研究開発・試作の手法修
得であるため、産業技術センターの「実践的産業人材育成事業」を活用した設計法の修得、試作における技術支援
を行った。

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター　機械素材研究所

技術指導
の内容

　３次元ＣＡＤモデルの作成手法及びシミュレーションソフトを利用した強度評価手法
を支援し、新たなデザインを検討した。

　また、センターが保有の工作機械を利活用し、試作品を作製した。

技術キーワード

ショッピングセンターでの買い物

光プロジェクト株式会社より販売中

３次元ＣＡＤ
シミュレーション

機械加工
製品化の
状況

想定活用
場面

　既に販売されている歩行器を分解し、買い物に必要な部品を加工・
装着しショッピングカートに改良し、現場での検証を行い、課題を抽出し
た。
　３次元ＣＡＤモデルの作成方法を習得した後、シミュレーションソフトを
利用し強度的な評価を行いながら、新たなデザインを検討した。
　センター保有の工作機械を利用するとともに、一部外注し、加工・組
み立てを行い、試作品を作製した。

　「楽々カート」は、身体的機能の低下しつつある高齢者や、何らかの
疾患を理由に不自由な姿勢となる人が、広いショッピングセンターで、
「快適に・楽に」移動し、買い物等ができことを目的とした次世代型の
ショッピングカート。膝に疼痛があり、長距離歩行ができず、閉じこもり
傾向の高齢者でも、広いショッピングセンターを楽々と歩行でき、快適
に買い物を楽しむことができる。
　平成２３年１１月に、製品発表をショッピングセンター（ホープタウン）
で行うことで新聞等に取り上げられた。
　高齢者の活動範囲を増やし、介護予防という視点からの新たなリハ
ビリテーションの仕組みを創出することと、小売業界の活性化が期待さ
れる。

図２の出展元（光プロジェクト株式会社ホームページ）
http://ameblo.jp/k-a-kannon/entry-11933007843.html

図１．製品写真

図２．使用例

知財情報

機械素材研究所　機械システム科　佐藤崇弘 研究期間 平成23年

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 介護用ショッピングカート「楽々カート」の開発

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
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広島県立総合技術研究所　西部工業技術センター

所在地

代表電話番号

広島県呉市阿賀南二丁目10-1

0823-74-0050

ＨＰ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/27/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 生産技術アカデミー　技術支援担当

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○光学式動作解析装置
人間の動作や機械の動きを３次元座標値として計測する装置。付属の床反力計と同時計測する事で，身体各部関
節に掛かる負荷を推定可能で，動作の軌跡や滑らかさ等，製品の操作性・身体負担の検証が可能。
Http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/28/a144.html

○生体信号計測装置（筋電，視線）
筋電部：皮膚表面に貼っ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。
視線部：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・滞留時間等，注視している場所を
解析する。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/28/a146.html

○アーム型三次元形状測定装置
物体の立体形状を測定する装置。接触式又は非接触式にて，物体の三次元形状を測定し，設計支援ソフト（CAD）
図面との比較や検査に利用できる他，測定データから三次元のコンピュータグラフィックスを作成可能。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/28/a145.html

電話番号 082-420-0537連
絡
先

住所 広島県東広島市鏡山三丁目13-26

E-mail sgagijutsu@pref.hiroshima.lg.jp

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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知財情報

橋本晃司，横山詔常 研究期間 平成23年～平成24年度

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 高齢者ネイルケアで使い易い爪やすりの開発

問い合わせ先 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

・企業，デザイナー及び介護施設と連携して，製品のデザイン開発を計画・支援しました。
・介護施設でのビデオ分析や介護者からの意見をデザインに反映して試作品を作成しました。
・人間工学の手法で，使用者への身体負担を調査し，試作品のデザインを評価しました。
・効果の高いデザインでは，前腕の筋群に掛かる負担が約２４％軽減されました。
・この結果を基に，デザインを決定し，製品化に至りました。新製品は，介護職員から高評価を受けています。

技術指導
の内容

人間工学のノウハウを活用し，安全で使い易い爪やすりの製品開発を支援しました。
技術キーワード

介護現場でのネイルケア

㈱呉英製作所より発売中

人間工学
デザイン

製品化の
状況

想定活用
場面

関連資料 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/96707.pdf

担当者

開発経緯

・介護現場でネイルケアの導入が進んでいますが，安全で使い易い爪やすりがありませんでした。
・㈱呉英製作所様が，（公財）ひろしま産業振興機構様の事業により，県内デザイナーと高齢者爪やすりの開発に
取り組まれました。

支援の成功事例の概要

広島県立総合技術研究所　西部工業技術センター
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イノベーション推進センター医療関連推進チーム

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

・生体信号計測装置
・体圧分布測定器
・血流画像装置
・樹脂積層式造形機
・生体計測装置
・レーザー血流量計

電話番号 0836-53-5061連
絡
先

住所 〒755-0195　山口県宇部市あすとぴあ4丁目1番1号

E-mail info@iti-yamaguchi.or.jp

地方独立行政法人山口県産業技術センター

所在地

代表電話番号

〒755-0195　山口県宇部市あすとぴあ4丁目1番1号

0836-53-5050

ＨＰ http://www.iti-yamaguchi.or.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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報道資料：http://www.pref.nara.jp/item/139092.htm#moduleid57038
報告書：http://www.pref.nara.jp/secure/123267/4.pdf
http://www.pref.nara.jp/secure/104836/h24no2.pdf

担当者

開発経緯

高齢者介護施設などでは、職員の知らない間のベッド離床による徘徊、転落事故が多く発生しています。それに対
応して様々なセンサが発売されていますが現場のニーズに合った製品がありませんでした。そこで、有機圧電フィ
ルムを応用した超薄型離床センサを開発、県内の介護老人保健施設での臨床実験を経て、検知回路の改善やセ
ンサシートの改善を重ねて製品化しました。

支援の成功事例の概要

問い合わせ先 イノベーション推進センター医療関連推進チーム　0836-53-5061

■支援の成果
現場ニーズを反映することで、他社品との明確な差別化に成功
①厚さ3.5ミリ業界最薄にすることで、つまずきを解消
②防水構造にすることで、汚れても「洗う」ことが可能
③車いすが乗っても断線等による故障をしない構造

技術指導
の内容

①誤動作防止のための信号処理部の技術支援
②医療や介護現場のニーズ調査等の支援
③介護老人保健施設での臨床実験の支援

技術キーワード

介護老人保健施設

県内企業で製品化済み

センサ
検知

信号処理
製品化の

状況

想定活用
場面

関連資料

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 徘徊・離床センサーの開発

知財情報

 イノベーション推進センター  松本佳昭 研究期間 技術支援

地方独立行政法人山口県産業技術センター
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担当者
電子応用グループ　森信彰

イノベーション推進センター　松本佳昭
研究期間 平成25年～平成27年度

テーマ 携帯型心電図信号計測装置の開発とその解析技術

問い合わせ先
電子応用グループ　0836-53-5056

イノベーション推進センター　0836-53-5061

開発経緯

健康であるためには、日頃から健康状態の把握を行うことが重要である。そこで、家庭や職場などで、個人が簡単
に健康管理（ヘルスケア）を行うことができる装置について研究を行ってきました。
その中で、容易にモニタリングできる生体情報のひとつである心拍に着目し、これを簡易に測定可能な装置、およ
び心拍情報を利用したストレス状態解析ソフトウェアを共同開発しました。

要素技術（技術シーズ）の概要
① 両手の体表面に電極を装着して心電図信号を取得できる、携帯型心電図信号計測装置の開発を行いました。
② 取得した心電図信号からストレス状態を推定する解析ソフトウェアの開発を行いました

想定活用
場面

① 家庭用ストレス状態解析装置
② 生体信号モニタリング装置

③ ヘルスケア支援装置

技術
キーワード

心電図、ストレス、生体信号、モニタリング

関連資料

知財情報

要素技術（技術シーズ）

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
地方独立行政法人山口県産業技術センター
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介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○高齢者疑似体験装置 （機器名：シニアポーズ２００１）
○体圧分布測定装置（機器名：Body Pressure Measurement System ）

電話番号 092-925-5977連
絡
先

住所 福岡県筑紫野市上古賀3-2-1

E-mail joho@fitc.pref.fukuoka.jp

ＨＰ http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 企画管理部　情報交流課

福岡県工業技術センター

所在地

代表電話番号

福岡県筑紫野市上古賀3-2-1

092-925-7721



- 107 -- 106 -

平成27年度公設試験研究機関技術シーズ調査

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○高齢者疑似体験装置 （機器名：シニアポーズ２００１）
○体圧分布測定装置（機器名：Body Pressure Measurement System ）

電話番号 092-925-5977連
絡
先

住所 福岡県筑紫野市上古賀3-2-1

E-mail joho@fitc.pref.fukuoka.jp

ＨＰ http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 企画管理部　情報交流課

福岡県工業技術センター

所在地

代表電話番号

福岡県筑紫野市上古賀3-2-1

092-925-7721

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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部署

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

○材料試験及び検査測定に関する業務
　企業等からの依頼により、種々の金属材料試験及びコンクリート強度試験等の検査測定を行い、試験成績書を交
付する。

・主な試験内容：引張試験、曲げ試験、コンクリート圧縮試験、硬さ試験、顕微鏡試験

・主な試験機器
　万能材料試験機(100t)　　島津製作所ＵＭＨ－１０００NIR
　万能材料試験機(10t)　　　東京衝機製造所ＲＵ－１０ＤＡ
　オートグラフ　　　　　　　　　島津製作所　ＡＧ－５０００Ｂ
　ロックウェルスーパーフィシャル硬さ試験機　アカシATK-F3000L
　ビッカース硬度計 　　　　　アカシ　ＡＶＫ－Ｃ２
　マイクロビッカース硬度計　島津製作所　HMV－２

電話番号 0982-23-1100連
絡
先

住所 延岡市大武町39-82

E-mail info@mmtc.or.jp

宮崎県機械技術センター

所在地

代表電話番号

延岡市大武町39-82

0982-23-1100

ＨＰ www.mmtc.or.jp

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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関連資料

技術指導
の内容

技術キーワード

製品化の
状況

想定活用
場面

担当者

開発経緯

支援の成功事例の概要

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ
低侵襲手術用の身体変換手術台の開発

　（(公財)宮崎県産業振興機構　医療関連産業機器研究開発支援事業 (研究開発)）
※(株)昭和、国立大学法人九州大学、宮崎県工業技術センターとの共同研究

No.1

問い合わせ先

知財情報

竹山　隆仁、知念　武志、福島　洋一、鳥越　清 研究期間 平成25年～平成26年

No.2

テーマ
耳鼻科領域に於けるチタン合金を使用したオリジナル医療器具実現への可能性調査
　（(公財)宮崎県産業振興機構　医療関連産業機器研究開発支援事業 (可能性調査)）

※森山工業(株)、国立大学法人宮崎大学との共同研究

担当者 竹山　隆仁、知念　武志、福島　洋一、鳥越　清 研究期間 平成26年〜平成27年

知財情報

開発経緯

支援の成功事例の概要

関連資料

問い合わせ先

技術指導
の内容

技術キーワード

想定活用
場面

製品化の
状況

宮崎県機械技術センター
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宮崎県工業技術センター

所在地

代表電話番号

宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16500-2

0985-74-4311

ＨＰ http://www.iri.pref.miyazaki.jp/

医療・介護・福祉機器分野についての技術支援・連携に関する窓口部署

部署 機械電子部

介護・福祉機器開発に活用できる機器利用（依頼試験）の内容

　
１　　モーションキャプチャーシステム（歩行解析などの姿勢計測）
２　　体圧分布計測システム（マット、クッション、足圧計測）
３　　筋電位計測装置（筋活動の計測）
４　　光脳機能イメージング装置（脳活性度の解析）
５　　加速度計（姿勢計測）
６　　機構解析ツール（コンピューターマネキンを用いたシミュレーション）
７　　サーモグラフィー（被験者等の体温計測）
８　　３Ｄプリンター（試作品製作）
９　　イミュニティ試験器（試作品のノイズ耐性試験）

電話番号 0985-74-4311連
絡
先

住所 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16500-2

E-mail info@iri.pref.miyazaki.jp

平成 27年度公設試験研究機関技術シーズ調査
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知財情報 発明の名称「リハビリテーション用片手操作式手押し車」　特許4196296号、意匠第1312044号、第1312045号

機械電子部　副部長　布施　泰史 研究期間 平成15年～平成18年

支援もしくは共同開発の成功事例

テーマ 片手操作式歩行器の研究開発

問い合わせ先 宮崎県工業技術センター　機械電子部　

従来から歩行器は両手で支える必要があったが、本歩行器（歩行車ともいう。）は片手操作が可能な構造としてい
る。操作方法は、動く側の腕を肘置きにのせハンドルを握り、進みたい方向に体重をかけて移動する。足下には前
輪と後輪がそれぞれ二つあり、ブレーキ操作も片手ででき、車輪を付け替えることで左右どちらのまひにも対応でき
る構造である。使用者の身長や歩幅に合わせて高さなども調整可能で、折りたたんで持ち運びもできる。
体にまひが残った場合、できる限り早くリハビリを始めることが重要で、そのためにも今回商品化した「片手で使える
歩行器」は現場のニーズに応えた医療・福祉・介護機器と言える。

技術指導
の内容

脳卒中片まひ者の歩行解析を指導し、最適な歩行支援器具開発に繫げた。
技術キーワード

リハビリテーションの現場（病院、介護施設）

(有)よしたにクロージング（宮崎県）、(株)ウェルファン（大阪府）で量産品販売中

画像処理
生体工学
人間工学
デザイン製品化の

状況

想定活用
場面

関連資料 http://www.iri.pref.miyazaki.jp/pdf/H17/2005-09.pdf

担当者

開発経緯

脳卒中の後遺症などで体にまひが残った人は全国で年々増加傾向にある。一方で、片まひの人が片手で操作でき
る専用の歩行器は見あたらない。市販されている歩行器は両手を使う必要があり、片まひの人がこれを使うと思う
ように前進できないため、片まひ専用の歩行器が求められていた。こうした現場の声を聞いた宮崎県工業技術セン
ターが開発の中心となり、県内の企業、病院のリハビリ関係者と共同で片手操作できる歩行器を商品化した。

支援の成功事例の概要

宮崎県工業技術センター
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平成 27 年度戦略産業支援のための基盤整備事業 

戦略分野コーディネータ事業（介護福祉機器分野） 

「【介護・福祉機器】公設試験研究機関技術シーズ集」 

 

平成 28 年 2 月 

 

  問い合わせ先 特定非営利活動法人 経営支援 NPO クラブ 

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-5-13 内神田ＴＫビル 6階  

TEL：03-5577-6785   E-mail：jimu@ka-npom.com 

http://www.ka-npo.com/ 

 

編集協力   一般財団法人 日本立地センター 

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1-8-11 東京ＹＷＣＡ会館 8階 

TEL：03-3518-8964  FAX：03-3518-8970      E-mail：kfcd@jilc.or.jp 

 

発行     経済産業省 経済産業政策局 

地域経済産業グループ 地域新産業戦略室 
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