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1. センター概要 
1-1.組 織 7３名（技術6１名/事務６名/CD６名） 

事務局                    ７名 所 長 

副所長 
(事務局長) 

副所長 
(機電部長) 

研究連携 
推進監 
(自動車部長) 

材料開発･分析技術部   1５名  
機能材料開発班 ■ 粉体成形焼結  ■ 材料、成形加工 

分析技術応用班 ■ 材料の化学分析・表面分析  

環境プロセス応用班 ■ 環境負荷低減・高分子材料加工・塗装 

機械電子情報技術部  13名  
電子応用技術開発班 ■ EMC技術■振動・環境試験  

情報技術開発班   ■ 電子機器設計・制御  ■ 情報処理 

デバイス技術開発班 ■ 磁性デバイス設計・解析技術 

食品バイオ技術部       9名 
食品設計支援班 ■ 食品評価・成分分析・食品加工・食品衛生 

微生物・バイオ応用班 ■ 乳酸菌・酵母の探索 醸造 

自動車産業支援部     ９名 

自動車産業振興CD 技術開発支援ＣＤ 
技術応用支援班 ■ 新技術・工法支援  ■ 加工・設計支援 

産業育成支援班 ■ 自動車関連産業振興・人材育成支援 

企画・知財班 
■ 企画・調整  ■ 知的財産管理・成果普及 

■ ネットワーク管理  ■ 情報収集・提供 企画・事業推進部   1３名  

産学連携・知財ＣＤ 

高度電子機械産業振興CD × 2名 

知財ＣＤ 

商品開発支援班 ■ 製品設計・ラピットプロトタイピング 

基盤技術高度化支援班 ■ 技術支援の総合窓口 ◆ＫＣみやぎ 

■ 人事、給与、予算、決算、庁舎管理、福利厚生 
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1. センター概要 
1-2. 産業技術総合センターの役割 

地域の産業振興を目的とし，地域資源とセンターの 
技術資源を活用し，質の高い技術支援サービスを提供 
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1. センター概要 
1-３. 第三期 事業推進構想 
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（無料） 

（有料） 
工業用材料･部品などの各種試験･分析･測定 

（センター職員が実施） 

（有料） 
センター施設･機器を利用し， 

試験･分析･測定･解析                    （企業が実施） 

（有料） 技術課題解決  （企業とセンター職員が共同実施） 

（有料） センター研究室に常駐。技術支援を受け実用化研究 

2. 技術支援 
2-1.メニュー 

1. 技術相談 

2. 試験分析 

3. 施設･機器開放 

4. 技術改善支援 

5. 実用化研究室 

工業技術全般にわたる相談 
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3,503件 /H26 

40,343件 /H26 

4,167件 /H26 

765件 /H26 

4件 /H26 



 計 1,047 

宮城県内 729 

青森県 4 

岩手県 32 

秋田県 6 

山形県 41 

福島県 38 

 他   197 

県別内訳（事業所数) 

2. 技術支援 
2-2. 技術相談：3,503件/H2６ 

相談内容分類 

工業技術全般にわたる相談 
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3. 研究開発 
3-1. 地域企業との共同研究 （H23.4～H27.8） 

イノベーション拠点立地推進事業 
「先端技術の実証・評価設備等補助金」 

JST復興推進プログラム 
（A-STEP含む） 

戦略的基盤技術高度化 
支援事業（サポイン） 

その他 

(株)ウチダ，キューユー(株) 
マクセルファインテック(株) 
東洋機械(株)，(株)登米精巧 
加美電子工業(株) 

(株)エムジー，大研工業(株)  
(株)ミヤギタノイ，東洋機械(株)
共和アルミニウム(株)  
(株)堀尾製作所 
アイ・アンド・ピー(株) 等  

(株)堀尾製作所，(株)岩沼精工 
ヤマセ電気(株)，太子食品(株) 
東北電子産業(株)， (株)原田伸銅所 
日本ファインセラミックス(株)  等 

1. ものづくり補助金 
2. 震災復興技術イノベーション創出実証研究 
3. グローバル技術連携支援事業 
4. NEDO 等々 

６件 

８件 

９件 
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微粒子異物検出装置 
ジーエヌエス（有） 

（H24～） 

センサ素子開発 

4. 実用化事例 
4-1. 最近の実用化事例 

産技センターの技術協力により実用化 

 VSM（振動試料型磁力計） 
（株）東栄科学産業 

（H21～） 

磁気回路設計 
振動素子評価 

Prospine（磁気ギア） 
（株）プロスパイン 

（H21～） 

磁気回路設計 
仕様検討 
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産技センターの技術協力により商品化 
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宮城酵母「ほの馥」を使った 
純米吟醸酒  

（株）一ノ蔵, （株）佐浦,  
石越醸造（株）ほか 

（H23～） 

酵母の開発・供給 

超臨界ＣＯ２塗装装置 
加美電子工業（株） 

（H24～） 

塗料設計，塗膜評価 

4. 実用化事例 
4-2.最近の実用化事例 

自動車外観画像検査ロボット 
引地精工（株） 
（H24～） 

開発ターゲット選定 
他機関等との連携体制構築 

による共同研究 



4. 実用化事例 
4-3.最近の実用化事例 

アイデアトランプ 
（株）マグネットデザイン 

アイデアプラント 
（H23～） 

 「たべドレ」 
（株）スミレコーポレーション 

（H21～） 

伊豆沼ハム 
（有）伊豆沼農産 

（H24～） 

産技センターの技術協力により商品化 

スキーワックス 
KFアテイン（株） 

（H23～） 

デザインコンセプト 
ワーク 

乳酸菌培養 
性状調査 

素材開発， 
デザインコンセプトワーク 

有用微生物の採取 
選抜と配布 
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4. 実用化事例 
4-4. H26年度の実用化事例 

共同研究による商品化例 
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 製品名：『3Dサーモフュージョンシステム』，『ホットメルト検査装置』 
   ～高解像度のサーモグラフィと可視画像からの3次元形状計測モデルを精密に 
     位置合わせすることで，立体の表面温度分布を高精度に計測可能な装置～ 
 協力機関：東北大学青木教授（副学長），IIS研究センター 
 H24～H26県単研究と競争的資金（サポイン，経済産業省）にて実用化へ 

ホットメルト検査装置 
東杜シーテック(株)，(株)チノー山形事業所 3Dサーモフュージョンシステム 

東杜シーテック（株） 



4. 実用化事例 
4-5. H26年度の実用化事例 

技術支援による商品化例 その１ 
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アクアビトン式水耕型植物工場 

植物工場の制御（窓の開閉，遮光，水温管理） 
凌和電子（株） 

ひとめぼれ使用トッポギ 

（株）さちイマル 

氷室貯蔵米 

七ヶ宿源流米ネットワーク 

氷室貯蔵ソバ 

ゆのはら農産（株） 



4. 実用化事例 
4-6. H26年度の実用化事例 

技術支援による商品化例 その２ 
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WATER STICK LIGHT 

水で１週間点灯する電池 

（株）倉元製作所 

萩之箱（Haginohako） 
玉虫塗りの小物入れ。スマホの収納と充電 

東北大学×（有）東北工芸製作所 

 ※パン・ギムン氏に贈呈 

耐震キャスター 

コピー機等の重量物をキャスターで移動後に固定。 

Pタイルやカーペット等の様々な床に対応。 

（株）エムジー 



4. 実用化事例 
4-7. H27年度の実用化事例 

共同研究・技術支援による商品化例 
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○受託研究＋技術移転 

   綿屋蔵付き酵母１００周年記念純米酒 

              （金の井酒造株式会社） 

○技術改善支援 

   低アルコール濃度清酒 

              （株式会社 山和酒造店） 

   「すっきり甘い純米酒」フィルムパッケージ化 

              （大和蔵酒造株式会社） 



4. 実用化事例 
4-8. H27年度の実用化事例 

共同研究による商品化例 
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 JST復興促進事業にて開発 

SCUTDRILL（スカットドリル） 
炭素繊維強化プラスチック用ドリル 

(株)ミヤギタノイ 

スーパーディスクフラッター 

薄板を高精度・高能率に加工する技術 

大研工業（株） 



4. 実用化事例 
4-9. 金額と件数の推移 

H16年度からの推移 
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5. トピックス 
5-1. 技術進歩賞受賞 

一般社団法人 プラスチック成形加工学会 第２回技術進歩賞受賞（H27.6) 
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「プラスチック成形品質を高める革新的スプレー塗装技術」 
早坂 宜晃，早坂 裕（加美電子工業（株）） 

鈴木 明（東北大学） 
川﨑 慎一朗（産業技術総合研究所） 

佐藤 勲征（宮城県産業技術総合センター） 

○技術進歩賞 

プラスチック成形加工分野の技術の進歩を促すことを 

狙いとし，本分野の進歩に貢献するきらりと光る独創性 

の高い技術を表彰し，さらなる進歩を奨励するものとして， 

中小企業が開発した進歩的な技術を受賞対象として 

設定された賞 

 

 第１回受賞（「高感度微弱発光計測を用いたプラスチックの酸化劣化評価装置の開発」）に続き， 

当センター研究員が連続受賞 



5. トピックス 
5-2.  知事表彰（優良職員） 
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Ｈ２５ 
佐藤勲征 

（バイオ生分解性プラスチック） 

Ｈ２６ 
太田晋一 

（画像検査ロボット） 
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