
１．次世代スーパーエンジニア養成コース概要
要旨

趣旨
　グローバル社会の現代において、産業界は日々変化する環境下にあります。この中で日本企業の競
争的優位を支える基盤は、試行錯誤しながらも創り上げる連続的イノベーションです。この基盤を強
化し富山県の産業界の更なる発展を目指すため、教員と企業人による「地域総がかり」の企業中核人
材養成コースを展開しています。
　このコースでは、先端研究に携わる教員の基盤科学技術とベテラン技術者による企業間の壁を越え
た実践技術の集大成を有機的に結びつけることで、「専門分野の深み」を学ぶことにとどまらず、「産
業界で必要とされる幅広い知識」、「産業界やマーケットの動きに柔軟に対応できる能力」を併せ持つ
スーパーエンジニアの養成を目指しています。

教育方針
　以下３つの視点に立ち、将来の企業の技術を統括するリーダー・世界に通用する専門技術者の養成
を目指します。

①知識を持つ力：基盤技術にかかわる専門知識、関連技術分野に対する幅広い知識を習得する力
②行動する力：技術、プロジェクトのマネジメントを行い積極的に挑戦する力
③意識する力：使命感、意欲があり、変化に対して柔軟に対応し企画・判断できる力

開講科目
　富山大学 大学院理工学教育部 修士課程 実践教育特別講義科目として、専門技術論と産業技術論の
２種類を開講しています。詳細は、講義内容一覧（６～ 27 ページ）を参照願います。
　【専門技術論】

　基盤科学技術の講義を５科目開講します。ここでは原理原則に基づく「専門分野の深み」を大学
院レベルの講義で学ぶことができます。主として大学教員が講師を務めます。
【産業技術論】
　産業別の５科目と幅広い分野を網羅する MOT（management of technology）の合計６科目を
開講します。ここでは「産業界で必要とされる幅広い知識」、「産業界やマーケットの動きに柔軟に
対応できる能力」を、企業現場で役立つ実践的な実例を主体にした講義で学びます。また、企業の
プロジェクト X がどのように生まれ育ったかについて講義します。県内企業に加えて国内関連主
要企業のキャリアエンジニアも講師を務めます。

受講内容
科目受講　受講料　１科目　39,600 円（授業料、教材費等）（90 分講義　14 回［MOT は 18 回］、
工場見学　１回）
富山大学理工学教育部が修士課程の実践教育特別講義科目として開講するもので、受講したい科目
を選び、履修することができます（修得科目毎に富山大学から履修 ･ 成績証明書を発行：修了式に
授与）。
コース受講（５科目以上）　受講料　198,000 円（授業料、教材費等）以上
MOT（必須）を含めて、「専門技術論」５科目と「産業技術論」６科目の中から、２年間に５科目
以上を取得すると、「スーパーエンジニア」の履修 ･ 成績証明書が発行されます（修了式に授与）。
特定の分野の科目をまとめて受講すると基礎から応用まで幅広く理解が深まります！

複数科目の受講例

医薬製剤系３科目
→基礎医薬工学特論

製剤工学特論
医薬製剤産業特論

コース受講5科目（機械・材料系）の例

実践･応用

（実践技術経営特論MOT）

（アルミ加工産業特論） （機械材料システム産業特論）

機械・材料の基礎
（スマートマニュファクチャリング特論）

生産技術のデジタル化
（デジタルエンジニアリング特論）
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受講資格
1）４年制またはそれ以上の大学を卒業していること
2）高等学校卒業者については、企業等で４年以上の実務経験を有していること
3）高等専門学校または短期大学卒業者については、２年以上の実務経験を有していること

開講曜日・時刻
　開講日を４～５ページに記載しますが、開講式、交流会の日の講義時間は変更となりますので、
詳細は各科目の講義計画を参照願います。

講義会場
　講義を行う教室は、原則として富山大学 学術研究・産学連携本部研修室（２F）とします。ただし、
都合により、会場を変更することがあります。アクセスは裏表紙の案内図をご参照ください。

履修認定
1）単位数は各科目２単位です。
2）科目の単位修得は、出席（15 回中 10 回以上の出席）とレポート（受講感想のまとめと要望等）提
出によって行います。レポートは必ず提出して下さい。

3）「修了式」に、履修した科目毎の履修・成績証明書を発行します。
4）コース修了には、【専門技術論】と【産業技術論】の科目の中から、２年間に５科目 10 単位以上を

取得することが必要です。ただし実践技術経営特論 MOT の科目修得は必須とします。
5）コース修了者には、富山大学（大学院理工学教育部）が大学院修士課程実践教育特別講義科目修

得単位の認定を行い、修了式にて ｢次世代スーパーエンジニア養成コース｣ の履修・成績証明書
を発行します。

6）修了者が富山大学の大学院修士課程に入学された場合は、上記で修得した単位を入学後の修士課
程において修得した単位とみなすことが可能です。

　さらに、当該単位の修得により修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、入学前の
既修得単位等を勘案した在学期間の短縮が可能となりました。（最短１年間の在学で修士課程を修
了することも可能です。）

　これにより、履修期間・内容を柔軟に選択できるようになりましたので、高い知識や専門性を持っ
た社会人の増加を期待しています。

受講手続
受講申込み
　2021 年度の受講生募集締切りは以下の通りです。
1）科目受講
　各科目の申込みは随時受け付けています。開講日の２週間前までにお申込み下さい。
2）コース受講
　募集締め切りは 2021 年３月末日です。４月より開講しますので、お早めにお申込み下さい。
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受講申込書の提出
　受講を希望する際は、受講申込書に必要事項を記入の上、次世代スーパーエンジニア養成コース
事務局宛に E-mail 又は FAX にてお申込みください。受講申込書は次世代スーパーエンジニア養成
コースのホームページ（http://www3.u-toyama.ac.jp/manabina/）からダウンロードするか、パンフ
レットまたは本要項の受講申込書（32 ページ）をご使用ください。
　【次世代スーパーエンジニア養成コース事務局】

富山大学 研究推進機構　学術研究・産学連携本部
次世代スーパーエンジニア養成コース担当　森本、田中
E-mail:supereng@ctg.u-toyama.ac.jp / ファックス：076-445-6939 / 電話：076-445-6943（直通）
住所：〒 930-8555　富山市五福 3190 / ホームページ：http://www3.u-toyama.ac.jp/manabina/

受講料の支払方法
　受講科目の開講後、「受講料振込依頼書」を勤務先の受講生（ご本人）宛に郵送にてお送りします。
　※受講申込後に郵送先が変更となった場合は、講義の開始日までにお知らせください。

受講時の注意
受講生の義務
　受講生は、受講にあたり本学が行う教育及び研究に支障を来さないように努めていただくと共に、
講義担当教員及び職員の指示に従ってください。

受講の停止
　受講生が義務に違反し、本学の秩序を乱す又は受講生として相応しくない言動をした場合、受講
を停止することがあります。なお、受講停止の場合であっても既納の受講料は返還されません。

欠席時の連絡
　講義を欠席する場合は、必ず事前に事務局まで E-mail（supereng@ctg.u-toyama.ac.jp）または電
話（076-445-6943）にてご連絡ください。

損害賠償
　受講生が本学の設備等を破損したときは届け出てください。その損害を賠償して頂くことがあります。

通学方法
　駐車場の指定はありませんが、学術研究・産学連携本部施設の近くの駐車スペースに止めてください。
　駐車に関するトラブルや自動車事故が起きた場合、本学では責任を負いかねますのでご了承ください。
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２．年間講義日程
土曜日 １限目

（9:00 ～ 10:30）
２限目

（10:45 ～ 12:15）
３限目

（13:30 ～ 15:00）
４限目

（15:15 ～ 16:45）

4月  3日 開講式 ① ② ③

4月10日 ④ 受講生交流会 ⑤ ⑥

4月17日 ⑦ ⑧ ⑨　　実践技術経営特論ＭＯＴ　　⑩

4月24日 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

5月  1日 休講 休講 休講 休講

5月  8日 ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

5月15日 ① ② ① ②

5月22日 ③ ④ ③ ④

5月29日 ⑤ ⑥ ⑤ ⑥

6月  5日 ⑦ 電機システム工学特論（ﾒｶﾄﾛﾆｸｽとAI/IoT）⑧ ⑦　　電気・メカトロニクス産業特論　　⑧

6月12日 ⑨ ⑩ ⑨ ⑩

6月19日 ⑪ ⑫ ⑪ ⑫

6月26日 ⑬ ⑭ ⑬ ⑭

7月  3日 ① ② ① ②

7月10日 ③ ④ ③ ④

7月17日 ⑤ ⑥ ⑤ ⑥

7月24日 休講 休講 休講 休講

7月31日 ⑦　スマートマニュファクチャリング特論　⑧ ⑦　　機械材料システム産業特論　　⑧

8月  7日 休講 休講 休講 休講

8月14日 休講 休講 休講 休講

8月21日 ⑨ ⑩ ⑨ ⑩

8月28日 ⑪ ⑫ ⑪ ⑫

9月  4日 ⑬ ⑭ ⑬ ⑭

9月11日 ① ② ① ②

9月18日 ③ ④ ③ ④

9月25日 ⑤　　デジタルエンジニアリング特論　　⑥ ⑤　　アルミ加工産業特論　　⑥

10月  2日 ⑦ ⑧ ⑦ ⑧

10月  9日 休講 休講 休講 休講

10月16日 ⑨ ⑩ ⑨ ⑩

10月23日 ⑪ ⑫ ⑪ ⑫

10月30日 ⑬ ⑭ ⑬ ⑭
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土曜日 １限目
（9:00 ～ 10:30）

２限目
（10:45 ～ 12:15）

３限目
（13:30 ～ 15:00）

４限目
（15:15 ～ 16:45）

11月  6日 ① ② ① ②

11月13日 ③　　基礎医薬工学特論　　④ ③　　プラスチック産業特論　　④

11月20日 ⑤ ⑥ ⑤ ⑥

11月27日 ⑦ ⑧ ⑦ ⑧

12月  4日 ⑨ ⑩ ⑨ ⑩

12月11日 ⑪ ⑫ ⑪ ⑫

12月18日 ⑬ ⑭ ⑬ ⑭

12月25日 休講 休講 休講 休講

1月  1日 休講 休講 休講 休講

1月  8日 ① ② ① ②

1月15日 休講 休講 休講 休講

1月22日 ③ ④ ③ ④

1月29日 ⑤　　製剤工学特論　　⑥ ⑤　　医薬製剤産業特論　　⑥

2月  5日 ⑦ ⑧ ⑦ ⑧

2月12日 ⑨ ⑩ ⑨ ⑩

2月19日 ⑪ ⑫ ⑪ ⑫

2月26日 ⑬ ⑭ ⑬ ⑭

3月  5日

3月12日 修了式

<注　意＞　
〔講義〕　　　　　全ての講義は、土曜日に行います。
 講師、会場は都合等で変わることがあります。その都度受講生の皆様に連絡しますので、事務

局からのお知らせ（受講申込書に記載のメールアドレスに送付）は必ず目を通してください。
〔開講式〕　　　　第１回講義の前に開講式を行います。講義開始の時間が変更となりますので、各科目の講義

計画を参照願います。
〔受講生交流会〕　各科目毎に、講義の第３回と第４回の間、または第５回と第６回の間に１回行います。講義

開始の時間が変更となりますので、各科目の講義計画を参照願います。
〔工場見学〕　　　第 15 回（実践技術経営特論 MOT の場合は第 19 回）の工場見学は平日（該当する産業技術

論科目の開講期間内）に行います。各科目の過去の見学コースは、各講義計画の最後に記載
されています。日時、見学コースについては改めて事務局より連絡しますが、定員枠により
希望に添えない場合があります。また、受講申込みが遅い場合、希望の工場見学コースが既
に終了している場合があります。

〔技術交流会（懇親会）〕　各科目の最終講義日に、午前と午後の科目合同で行います。会場、時間等については、改め
て事務局より連絡します。

〔修了式〕　　　　修了式はすべての講義が終了した２週間後に行います。修了証は修了式にて授与します。そ
れぞれの科目修了時での授与は行いませんので、ご理解をお願いします。
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［ 専門技術論 ］
授業科目名 電機システム工学特論（メカトロニクスと AI/IoT）
開講日程 5 月 15 日　～　6 月 26 日　土曜日　1・2 限

講義のねらい

製造の現場ですでに多く用いられている自動制御装置やロボットは、IoTや人工知能な
どにより、さらなる高知能化が求められてくる。これに対応するため、現場の中核とな
るエンジニアには「機械工学」、「電気・電子工学」、「材料工学」、「情報工学」など多岐
多分野に亘る要素技術の知識が必要になる。本講座ではこれらの分野を横断的に学習す
るとともに、AIやIoTの知識を修得することを目的とし、自動制御装置の開発に不可欠
な基盤技術や高知能化のための先端技術について解説する。

科目コーディネータ 富山大学学術研究部工学系　教授：神代　充、教授：大路 貴久

 講義計画　　　★2021年1月現在

<回>
講義日時

講義タイトル
★講師所属･職・氏名 講　義　内　容

5月15日（土）
8:45～9:30

開講式
（受講生、科目コーディネータ、事務局）

本養成コース、電機システム工学特論（メカトロニクスとAI/IoT）
の主旨説明。受講生等の自己紹介。事務局からの事務連絡。

<1>

5月15日（土）
9:30～11:00

制御システム･自動制御装置の
構成
富山大学学術研究部工学系（制御シ
ステム工学）教授：神代　充

基本的な制御システムとして、フィードバック制御などについて解説
する。また、それらの制御システムを用いた自動制御装置やロボット
の構成について解説する。さらに、人間共存型ロボットなど、今後、
活躍が期待されているロボットシステムなどを紹介する。

<2>

5月15日（土）
11:15～12:45

計測技術とその応用
：医療からインフラまで

富山大学学術研究部工学系（制御シ
ステム工学）教授：笹木　亮

自動化・高精度化に関連する計測技術と、その応用について講義する。
画像計測を用いた微小な光部品の高速精密位置決めの自動化や、手術
支援機器の高精度化、大規模構造物の自動点検システムの開発などに
ついて、研究事例に基づき解説する。

<3>

5月22日（土）
9:00～10:30

マニピュレーション
：ロボットの巧みな作業に向けた自由度活用術

富山大学学術研究部工学系（知能機
械学）講師：関本 昌紘

ロボットアームは多自由度の協調制御を必要とする。搬送・組立作業
を例に、作業空間と関節空間の関係（運動学、静力学）、ワーク接触
時の自由度、作業空間制御といったアーム制御の知識を確認する。こ
れらを踏まえ、講師が取り組む自由度を活かした環境適応制御法につ
いて紹介する。

5月22日（土）
10:30～11:15 受講生交流会 立席での懇談により、受講生相互のコミュニケーションを図る。

<4>

5月22日（土）
11:15～12:45

自動車用モータの駆動技術
：小型かつ高効率なモータを目指して

富山大学学術研究部工学系（エネル
ギー変換工学）助教：清田 恭平

モータは意外なほどに進化している。特に搭載スペースが限られてい
る自動車駆動用モータは、バッテリーの容量制限の影響もあり、小型
かつ高出力、高効率なモータが使用されている。本講義では自動車駆
動用モータを例に、モータを小型化、高効率化する技術について、構
造面を中心に紹介する。

<5>

5月29日（土）
9:00～10:30

アクチュエータ
：原理・特徴・用途

富山大学学術研究部工学系（エネル
ギー変換工学）教授：大路 貴久

アクチュエータとは、入力エネルギーを運動に変換する機器や素子を
指し、産業用ロボット等の機械要素として広く利用されている。ここ
では、主に電磁力利用から光利用までのアクチュエータについて、材
料、構造、特徴等を紹介する。

<6>

5月29日（土）
10:45～12:15

生物から学ぶ制御
：生物が持つ高度な制御技術

富山大学学術研究部工学系（知能ロ
ボット工学）准教授：戸田 英樹

生物は標準的な制御理論では説明がつかない制御戦略で柔軟な身体機
能を実現している。ここではドローンを題材に、従来の産業機械の制
御技術が限界点に来ていること、これから求められる制御技術を解
説する。加えて、生物の戦略を多く取り入れている自動運転、DQN、
AI等の技術についても現状を解説する。

３．講義内容一覧
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<7>

6月5日（土）
9:00～10:30

センサー開発と計測システム
：市販計測装置の限界を超える

東北大学大学院工学研究科（機械情
報計測）教授：三原　毅

各種センサーを紹介し、圧電素子を例に、各種計測における応用例を
概観する。さらに特に、社会インフラの超音波計測用途の超音波セン
サーについて、その構造と課題を紹介し、新しい超音波センサーの開
発をベースに、市販装置の計測限界を越える超音波計測システムを開
発した事例も紹介する。

<8>

6月5日（土）
10:45～12:15

生産現場の効率化に向けた管
理技術
富山大学学術研究部工学系（機能材
料加工学）教授：白鳥 智美

生産活動において品質の適切な管理に加えて生産管理や在庫管理の効
率化は欠かせない項目となる。本講義では品質保証の要となる計測シ
ステムの構築を始めとし、周辺技術として生産管理や在庫監視のシス
テム構築におけるポイントを基礎から応用まで解説する。これにより、
ものと情報の流れの効率化から生産現場を全体最適化するポイントを
整理する。

<9>

6月12日（土）
9:00～10:30

次世代移動体通信システム
富山大学学術研究部工学系 （通信・
ネットワーク工学）
講師：本田 和博

次世代の移動体通信システム（５G）の研究開発が進められている。
多重波伝搬環境の基礎理論を説明し、アンテナ・伝搬技術・変復調技
術の関連性を解説する。さらに、関連技術が将来の通信ビジネスに与
えるインパクトについて概説する。

<10>

6月12日（土）
10:45～12:15

Internet of Things
：データ収集からセキュリティまで

富山高等専門学校電子情報工学科（無
線通信ネットワーク）
教授：小熊　博

IoTはあらゆる分野で活発に議論・検討されている。本講義ではIoT
のための無線技術、組込み技術、位置情報、データ収集及びセキュリ
ティなどについて事例を交えて概説する。

<11>

6月19日（土）
9:00～10:30

人工知能
：エージェント技術を中心に

富山大学学術研究部工学系（システ
ム工学）准教授：参沢 匡将

人工知能の概要を解説し、特にエージェント技術（自律的に動作する
システム）について、構成方法、応用例について解説する。その他、
近年注目されている脳科学に関して概要を解説し、脳科学の応用であ
るBrain-computer Interface等について解説する。

<12>

6月19日（土）
10:45～12:15

深層学習(Deep Learning)の
基礎とその応用
富山大学学術研究部工学系（ニュー
ラルネット）教授：唐　政

人工知能分野で脚光を浴びているディープ・ラーニングの理論につい
て講義する。ニューロンモデル、順伝播型ニューラルネットワーク、
誤差逆伝播法、畳込みニューラルネットといったこの分野の基礎理論
の説明に特化し、更に人工知能の応用などを紹介する。

<13>

6月26日（土）
9:00～10:30

製造現場で発生するデータ活
用推進に関する取り組み
㈱インテック　先端技術研究所
シニアスペシャリスト：堀　雅和

製造現場で発生するセンサーや画像データを歩留りや品質向上につな
げる取り組みを実際の事例をもとに紹介する。本取り組みの推進には、
現場の巻き込み等、技術以外に重要な事が多く存在する。そのため本
講義では、技術面だけでなく、プロジェクトの推進という視点からも
今までに得られた知見について説明する。

<14>

6月26日（土）
10:45～12:15

メカトロニクス、AI/IoTの産
業応用
：産業用ロボットへの適用例

ファナック(株)　常務理事　ロボッ
ト事業本部　技監：榊原 伸介

メカトロニクス機器の典型例である産業用ロボットの最新機能と適用
事例の紹介を通して、視覚センサ、力センサ等のロボット用センサが
実際の自動化システムでどのように利用されているかを解説する。ま
た、AI/IoTの産業用ロボット分野への応用についても簡単に紹介す
る。

6月26日（土）
18:30～20:30

技術交流会（懇親会）
（受講生、講師、科目コーディネータ、
事務局）

立食で受講生相互の交流を深めるとともに、講義で質問できなかった
こと、或いは感想、要望等について講師の方々と直接話し合いながら
人的ネットワークの構築を図る。（要参加費）

<15>
※開催日時は
後日連絡

工場見学 ＊該当する産業技術論科目の
開講期間内の平日に実施

「A：電気・メカトロニクス産業コース」（P18）、「B：機械材料シス
テム産業コース」（P20）、「C：アルミ加工産業コース」（P22）、「D：
プラスチック産業コース」（P24）、「E：医薬製剤産業コース」（P26）
の５コースから１つを選択。
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［ 専門技術論 ］
授業科目名 スマートマニュファクチャリング特論　〜材料と加工技術の進化〜

開講日程 7 月 3 日　～　9 月 4 日　土曜日　1・2 限　　※ 7 月 24 日、8 月 7 日、14 日は休講

講義のねらい

令和時代のものづくりは平成時代と何をどのように変えていけばよいのだろうか？
技術の進化をめざすには材料、加工、計測を一貫した知識構築は欠かせない。
本講義では、ものづくりを支える基本要素を習得する。昭和時代からの技術を踏襲しな
がら且つ、将来の材料や加工技術の高度化、さらには生産性向上を担う技術者の思考と
行動力醸成を狙う。

科目コーディネータ 富山大学学術研究部工学系　教授：白鳥　智美、教授：小熊 規泰
富山大学学術研究部都市デザイン学系　教授：柴柳 敏哉

 講義計画　　　★2021年1月現在

＜回＞
講義日時

講義タイトル
★講師所属･職・氏名 講　義　内　容

7月3日（土）
8:45～9:30

開講式
（受講生、科目コーディネータ、事務局）

本養成コース、スマートマニュファクチャリング特論の主旨説明。受
講生等の自己紹介。事務局からの事務連絡。

＜1＞

7月3日（土）
9:30～11:00

スマートマニュファクチャリング
：材料と加工技術の変遷と未来

富山大学学術研究部工学系（機能材
料加工学）　教授：白鳥 智美

年号は平成から令和に変わったが、材料や加工技術の多くは昭和から
変わっていない部分も多いのが現実である。ものづくりが一般化する
過程では企業の選択がなされ、衰退が起こる。本講義では昭和からの
技術変遷を振り返り、これからのスマートなものづくりに向けて、変
革の必要性と方法性を講義する。

＜2＞

7月3日（土）
11:15～12:45

鉄鋼材料１
：鉄の特徴と鋼材の製品開発事例

日本製鉄㈱　グループ開発本部
鋼材研究所　鋼材第一研究チーム
チームリーダー：弘中　諭

金属の中で最も多く使用されている鉄鋼材料について、その特徴や優
位点、製造プロセスおよび種類に関して概説する。さらに、当社の製
品開発事例をもとに、原理・原則を踏まえた研究開発のポイントを紹
介する。

＜3＞

7月10日（土）
9:00～10:30

鉄鋼材料２
：鉄鋼材料の金属組織と熱処理の基礎

日本製鉄㈱　技術開発本部　鉄鋼研
究所　材料ソリューション研究部
主幹研究員：鈴木 雅人

鉄鋼材料の中でもとくに機械構造用炭素鋼・合金鋼などの特殊鋼の分
野に焦点を絞り、鋼種体系と熱処理による組織形成について説明する。
さらに、高強度部材に要求される特性とその支配因子について、組織
制御の観点から、当社の研究開発事例を紹介する。

7月10日（土）
10:30～11:15 受講生交流会 立席での懇談により、受講生相互のコミュニケーションを図る。

＜4＞

7月10日（土）
11:15～12:45

鉄鋼材料３
：棒鋼・線材製品の特性と材質制御

日本製鉄㈱　技術開発本部
鉄鋼研究所　高炭素鋼材研究部
主幹研究員：松井 直樹

鉄鋼材料の中でも、棒鋼・線材製品は自動車等輸送機器やインフラを
支える基幹部材として利用されている。本講義では、主に伸線加工に
よって高強度化される高炭素鋼線材を中心に、棒鋼・線材製品の特性
を制御する上で必要な鋼材組織と熱処理、伸線加工の基礎及び機械的
性質について紹介する。

＜5＞

7月17日（土）
9:00～10:30

ステンレス鋼
：基本的な特性と用途、開発事例の紹介

日鉄ステンレス㈱　グループ開発本部
ステンレス･高合金研究所　材料第
一研究チーム　
主任研究員：河野 明訓

ステンレス鋼の基本的な特性について、特に普通鋼、特殊鋼との大き
な違いである耐食性・耐熱性を中心に紹介し、孔食電位やエリンガム
図などといったデータの見方やステンレス鋼を適用する上での注意点
について述べる。また、実際の開発事例とそのポイントを紹介する。
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＜6＞

7月17日（土）
10:45～12:15

チタン・チタン合金
：製造方法、基本的な特性と用途、開
発事例の紹介

日本製鉄㈱　技術開発本部
鉄鋼研究所　チタン・ステンレス研究部
上席主幹研究員：高橋 一浩

チタンは、工業用純チタンと、Ti -６Al -４Vに代表されるチタン合金
に大別される。前者は海水などに対する優れた耐食性と軟鋼並みの成
形性を活かして熱交換器等に、後者は高い比強度を活かして軽量化の
ため航空機や自動車の部品に適用されている。その製造方法、耐食性、
機械的特性を説明するとともに、私達の身近にある建築物の屋根やマ
フラー等の自動車部品の開発例について紹介する。

＜7＞

7月31日（土）
9:00～10:30

銅と銅合金
：貨幣にも使われる材料

（独）造幣局
総務部総務課情報公開調整官
：酒井 華良

銅と銅合金は、古くから身近にある材料として使われている。様々な
用途があるが、貨幣の製造等を通じて、銅と銅合金の持つ種々の特性
等を紹介する。

＜8＞

7月31日（土）
10:45～12:15

超硬合金
：組成・製造方法・特性概説と切削工
具用超硬材料開発事例

㈱不二越　フェロー　マテリアル事
業部　超硬材料部　部長：越　正夫

切削工具や金型等の材料として重要な超硬合金、サーメット合金につ
いて、その開発の歴史、組成や製造方法および種類と特性、特徴など
を概説する。また、切削工具への適用について、超硬工具新商品用材
料の開発として紹介する。

＜9＞

8月21日（土）
9:00～10:30

マイクロテクスチャーの創成
とその応用
ノースウェスタン大学機械工学科
教授：堂田 邦明

従来の表面加工法に加え、最先端の加工法による種々の加工が行われ
ている。さらには被加工材も多種多様である。近年、高精度化、微細
化および複雑３次元形状テクスチャーなどが要求されている。本講義
では金属を対象として、従来法で創成される微細表面とそれらの機能
の実現について概説する。さらに生物の表面が有するユニークな機能
の紹介とそれらの機能の工業的利用の可能性についても述べる。

＜10＞

8月21日（土）
10:45～12:15

塑性加工
：加工技術の高度化と機能創出

富山大学学術研究部工学系（機能材
料加工学）　教授：白鳥 智美

塑性加工は材料に力を加えて変形させる工法であり、加工精度と生産
性を両立しやすい特徴がある。近年、プレス機や金型が高度化し、可
視化やシミュレーション技術の展開、さらには工具製作精度のナノ
メートル化が図られてきた。本講義では塑性加工技術の高度化から加
工部品の高機能化を狙う手法を基礎から応用まで講義する。

＜11＞

8月28日（土）
9:00～10:30

切削加工
：切削理論と種々の加工方法の特性

㈱不二越　工具事業部
工具拡販部長：関口　徹

切削加工は製造加工法のなかでも、最も基本となる加工技術のひとつ
であり、ものづくりには欠くことのできない技術である。切削加工中
の刃先の挙動から、より優れた加工状態を考察するとともに種々の加
工方法について解説する。

＜12＞

8月28日（土）
10:45～12:15

研削・研磨
：限りなき円（真円度）を目指して

ミクロン精密㈱
取締役技術部長：大宮 正則

丸い外形をより円く加工し、限りなき円を目指すことが環境問題へ対
応する自動車技術や身近な省エネルギー製品に求められる高精度部品
を実現する。ニッチな研削盤であるセンタレスグラインダ（心なし研
削盤）が高精度部品加工で高い製品機能を支える。センタレス研削こ
れまでの技術とソリューション、将来について説明する。

＜13＞

9月4日（土）
9:00～10:30

材料評価法
：機械的性質と残留応力の測定

富山高等専門学校機械システム工学科
教授：岡根 正樹

機械構造用として選択した材料は、強度設計や種々の解析を行う上で、
それらの機械的性質を把握する必要がある。材料試験法としては引張
試験、曲げ試験、硬さ試験等が挙げられるが、これらの注意点につい
て解説する。また、機械加工後の表面の残留応力の測定法とその効果
についても概説する。

＜14＞

9月4日（土）
10:45～12:15

摩擦・摩耗・潤滑・疲労
：接触条件による潤滑方式と潤滑剤の選定

富山大学学術研究部工学系（強度設
計工学）　教授：小熊 規泰

接触界面の摩擦（固体接触）を低減するために行う潤滑について、表
面速度差、負荷荷重および雰囲気温度に依存して選択されるべき潤滑
油を解説する。また、使用環境によって選択しなければならない潤滑
方式とそれに相応しい潤滑剤（油、グリースなど）の選定について講
義する。

9月4日（土）
18:30～20:30

技術交流会（懇親会）
（受講生、講師、科目コーディネータ、
事務局）

立食で受講生相互の交流を深めるとともに、講義で質問できなかった
こと、或いは感想、要望等について講師の方々と直接話し合いながら
人的ネットワークの構築を図る。（要参加費）

＜15＞
※開催日時は
後日連絡

工場見学 ※該当する産業技術論科目の
開講期間内の平日に実施

「A：電気・メカトロニクス産業コース」（P18）、「B：機械材料シス
テム産業コース」（P20）、「C：アルミ加工産業コース」（P22）、「D：
プラスチック産業コース」（P24）の４コースから１つを選択。
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［ 専門技術論 ］
授業科目名 デジタルエンジニアリング特論　〜令和時代の生産技術論〜

開講日程 9 月 11 日　～　10 月 30 日　土曜日　1・2 限　　※ 10 月 9 日は休講

講義のねらい

生産効率の最大化を目的として、アナログプロセスをデジタルプロセスに変革する、
DX（デジタルトランスフォーメーション）の活用が求められている。AI（Artificial 
intelligence）やIoT（Internet of things）をどのように組合せ、デジタル化時代の戦略
や行動をどのように進めればよいのか。また、「人とデジタルの関わり」をどのように
深めていけば全体最適が実現するのか。本講座では、生産技術のデジタル化推進に向け
て、基礎的な計測技術から先進の国内企業の実例までを講義する。デジタルが一般化し
た後のものづくりに向けて、デジタル思考と行動力の醸成を狙う。

科目コーディネータ 富山大学学術研究部工学系　教授：白鳥 智美、教授：小熊 規泰
富山大学学術研究部都市デザイン学系　教授：柴柳 敏哉

 講義計画　　　★2021年1月現在

＜回＞
講義日時

講義タイトル
★講師所属･職・氏名 講　義　内　容

9月11日（土）
8:45～9:30

開講式
（受講生、科目コーディネータ、事務局）

本養成コース、デジタルエンジニアリング特論の主旨説明。受講生等
の自己紹介。事務局からの事務連絡。

<1>

9月11日（土）
9:30～11:00

概論：生産技術のデジタル化
：デジタルが一般化した後の世界と生き残り

富山大学学術研究部工学系（機能材
料加工学）　教授：白鳥 智美

ものづくり企業におけるデジタル化では、何をどこまで効率化して利
益が生まれるのか。デジタル化を果たしても最終的に「人」との関わ
りは無くならない。本講義ではデジタル化推進のポイントを概説し、
デジタルが一般化した後の競争力維持を展望する。

<2>

9月11日（土）
11:15～12:45

マニュファクチャリングのため
の計測技術
富山大学学術研究部工学系（制御シ
ステム工学）
教授：笹木　亮

加工部品の組立自動化、精密位置決め、部品検査に必要な計測技術に
ついて、計測制御も含めた原理・関連技術について解説する。

<3>

9月18日（土）
9:00～10:30

「持続可能な社会」に向けた拠
点整備
： 黒部から世界へ

YKK AP㈱　安全環境管理部
施設管理室長：志水 宏朗

黒部荻生製造所の整備過程を事例に、「受注」から「出荷」の一気通
貫の生産体制拠点として、「製造効率の追求」はもちろんのこと、従
業員の「安全・安心で快適な職場づくり」、「地域社会との共生」、「環
境配慮」への取り組みと共に、今後の「持続可能な社会実現」へ向け
た課題と取り組みについて解説する。

9月18日（土）
10:30～11:15 受講生交流会 立席での懇談により、受講生相互のコミュニケーションを図る。

<4>

9月18日（土）
11:15～12:45

YKK APにおける品質保証と
製品安全への取り組み
YKK AP㈱　営業本部　品質保証部
部長：河端　茂

開発から生産に至るまでの商品品質管理と生活者が安全に長く使用し
続けるための商品保証とアフターメンテナンスについてYKKAPの取
り組みを解説する。その結果、経済産業省から、製品安全対策優良企
業大臣賞を受賞している。重要なのは、経営者が自ら「YKKAPは品
質にこだわり続ける会社」とメッセージを発信し、それを受け、各組
織や個人が常に品質に対する問題意識を持って事業活動を継続しまた
伝承していくことであると考えている。

<5>

9月25日（土）
9:00～10:30

モノづくりを見える化し、つな
げて改善する活動事例
コマツ　大阪工場
生産本部　生産技術開発センター
GM：名畑 英二

コマツは、生産設備の稼働状況を見える化し、より飛躍的に生産性向上
が可能なKOM-MICSを開発し、生産性２倍、サプライチェーン最適化、
トレーサビリティ確保による品質保証などの活動を通じて自社工場、
海外生産工場ならびに協力企業の生産プロセスを改善・革新に取り組
んできた。これが評価され、2019年「モノづくり日本大賞（内閣総理大
臣賞）」を受賞した。そのポイントも紹介する。

<6>

9月25日（土）
10:45～12:15

バーチャルエンジニアリング
の概要と活用事例の紹介
：つくる前に、リアルを超える

澁谷工業㈱
常務取締役：西納 幸伸

ものづくりの生産性・信頼性を高めるためにバーチャルエンジニアリ
ングは不可欠であるが、日本の大手自動車メーカーでさえ、欧米に比
べ周回遅れと言われているのが実状。
本講義では、その概要を説明すると共に、受注生産方式のものづくり
においてのバーチャルエンジニアリングの活用事例を紹介する。

10



＜7＞

10月2日（土）
9:00～10:30

可視化技術とセンシング
：どこまで保証ができるのか

富山大学学術研究部工学系（機能材
料加工学）　教授：白鳥 智美

ものづくりにおける品質保証は生産数量に関わらず100％良品保証と
なる。本講義では部品加工を中心としたものづくりにおける、寸法保
証や外観保証に関する可視化技術を紹介する。寸法保証の基本からセ
ンシングへの応用を講義し、センシング技術の限界を理解した工程設
計方法を学ぶ。

＜8＞

10月2日（土）
10:45～12:15

金属３Dプリンターの現状と将来性
：LUMEX開発を事例として

㈱松浦機械製作所
技術本部　開発研究
シニアマネージャー：松原 英人

昨今、３Dプリンターが世界中で製造業に於いての次世代製造方法と
して積極的に採用する動きが活発化している。その中で、LUMEX 
Avance-25は2003年より、LUMEX Avance-60は世界最大級の金属３D
プリンターとして2016年より販売されている。今回、その技術背景及
び応用について講義する。

＜9＞

10月16日（土）
9:00～10:30

プレス用金型造りのデジタル化
：高木式「金型設計製作」システム

㈱高木製作所　生産技術部
造型課設計係　係長：岡本 裕哉

プレス用金型の設計から製作までの一連プロセスを３Dデータにより一
気通貫なフローにすることにより、画期的にリードタイム短縮と金型
品質向上、コスト低減に取り組んでいる内容を説明する。また、お客
様の３Dデータや社内知見の活用、自社開発設備（高速搬送プレス）を
最大限かつ有効活用するためのデジタル化への取り組みも説明する。

＜10＞

10月16日（土）
10:45～12:15

新型車開発におけるデジタル
エンジニアリングの活用
：高効率な生産ラインの立ち上げの実現

㈱トヨタプロダクションエンジニアリング
エンジニアリング革新部システム開
発室　室長：藤崎　宏

生産準備とは、製品設計（車両部品のCADデータ）とリアルな工場（生
産設備）をつなぐプロセス。TPECはその生産準備において、工場（生
産設備）をバーチャル（デジタル）上に表わし、そこに車両部品の
CADデータを配置。これにより、車両設計者と工程計画者のすり合
わせを実現することで、高品質・高効率な生産ラインの立ち上げを実
現している。今回は、様々な適用事例をもとに、デジタルエンジニア
リングの活用法を講義する。

＜11＞

10月23日（土）
9:00～10:30

設備と人の総合稼働ソリュー
ション提案
：人の行動が変われば現場も変わる

パナソニックFSエンジニアリング㈱
CS統括部IOTソリューション部　
ビジネスインフラ構築課
主幹：藤井 正剛、 藤田 智史

ソリューションビジネスとして、設備と人の総合稼働ソリューション
の開発と販売を実施。
Panasonicイズムの伝達と、工場管理の実例（失敗事例等含む）、「人
の行動が変われば現場も変わる」実践例。

＜12＞

10月23日（土）
10:45～12:15

使うほど良くなる機械へ
： デジタル化の一例として

㈱牧野フライス製作所　S.I.T.本部
本部長：藤田　祥

一例として「使うほど良くなる機械」に向けた様々な取り組みと得ら
れた学びを共有する。特に、デジタル技術の進歩を自分たちの成長に
つなげるには、むしろ「業務をデジタルに合わせる」という視点が欠
かせない。デジタルに合わせた機械はどういうものか。成功事例だけ
でなく失敗事例も共有しながら、デジタル化の要点を議論させていた
だく。

＜13＞

10月30日（土）
9:00～10:30

機能創出と生産性向上
：製造科学－生産技術のクロスオー
バーイノベーション

表面機能デザイン研究所（元芝浦工
業大学　教授）　所長：相澤 龍彦

ポストコロナ時代には、ものづくり原理とその具現化技術からなる縦
方向の深化、１つの概念から目的別応用技術への葉脈的展開、複数の
技術から新たな視点を生み出す演繹的転換の横方向への進化が必要と
なる。これをクロスオーバーイノベーションとして、「コーティング・
表面改質層を型材化する」コンセプトを示し、極短パルスレーザー・
プラズマ技術を含め、製品表面機能の高品位・高機能化の実例を紹介
する。

＜14＞

10月30日（土）
10:45～12:15

IoTによる知能化工場への挑戦
：FIELD systemを活用したモノづ
くり現場の将来

ファナック㈱　代表取締役会長兼
CEO：稲葉 善治

昨今AI/IoT対応が広く叫ばれているが、なかなか実態をイメージで
きない。そこでファナックはその解として「Edge Heavy」の思想に
基づき、モノづくりに特化した「FIELD system」を開発した。本シ
ステムは、まず見える化、最適化を進め工場の稼働率向上を、更には
人工知能を積極活用した高度な知能化を目指している。これらを実現
するための基盤となるFIELD systemを活用したモノづくりの現場の
将来について紹介する。

10月30日（土）
18:30～20:30

技術交流会（懇親会）
（受講生、講師、科目コーディネータ、事務局）

立食で受講生相互の交流を深めるとともに、講義で質問できなかった
こと、或いは感想、要望等について講師の方々と直接話し合いながら
人的ネットワークの構築を図る。（要参加費）

＜15＞

※開催日時は
後日連絡

工場見学 ＊該当する産業技術論科目の
開講期間内の平日に実施

「A：電気・メカトロニクス産業コース」（P18）、「B：機械材料シス
テム産業コース」（P20）、「C：アルミ加工産業コース」（P22）、「D：
プラスチック産業コース」（P24）の４コースから１つを選択。
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［ 専門技術論 ］
授業科目名 基礎医薬工学特論
開講日程 11 月 6 日　～　12 月 18 日　土曜日　1・2 限

講義のねらい

医薬品製造・開発における基盤的技術（合成・分析・晶析等）、薬物と生体との関わり
（生化学・代謝・薬理等）、医薬品開発のための基礎知識（構造活性相関・バイオ医薬品・
生体と高分子等）、および医薬品開発の根幹をなす薬事関連法規（事例と考え方）に関
する講義が展開される。本講座では、原薬製造・製剤・品質管理・新薬開発等に関わる
技術者の基礎力と創造力の向上を図ることが主目的であるが、医薬品産業以外の業種か
らの受講も歓迎する。15回の講義を通して、「医薬品製造の本質とは何か？」をあらゆ
る角度から考えたい。

科目コーディネータ 富山大学学術研究部工学系　教授：阿部　仁
富山大学学術研究部薬学・和漢系　教授：酒井 秀紀

 講義計画　　　★2021年1月現在

＜回＞
講義日時

講義タイトル
★講師所属･職・氏名 講　義　内　容

11月6日（土）
8:45～9:30

開講式
（受講生、科目コーディネータ、事務局）

本養成コース、基礎医薬工学特論の主旨説明。受講生等の自己紹介。
事務局からの事務連絡。

<1>

11月6日（土）
9:30～11:00

承認審査の現状と今後
（独）医薬品医療機器総合機構
ジェネリック医薬品等審査部
審査役：高木 和則

普段何気なく使っている医薬品は、多くのプロセスを経て上市されて
いる。基礎研究の先にある応用研究、そして多くの臨床試験経て、開
発される新規医薬品（新薬）。一方、後発医薬品（ジェネリック）に
ついても、我が国の医療保険制度を今後も持続させていくために、質
を落とすことなく医療資源の効率的活用を図ることができるツールと
して注目されている。本講義では、医療用医薬品の承認審査を行う立
場から、あまり接する機会が少ないと思われる承認審査等の現状と今
後を紹介する。

<2>

11月6日（土）
11:15～12:45

医薬品としての和漢薬
： 和漢薬の特徴と東西医薬学の融合

富山大学和漢医薬学総合研究所（資
源開発分野）
教授：小松 かつ子

日本の医療における和漢薬（生薬、漢方薬）の歴史と天然物ならでは
の特徴、医薬品として扱うためのレギュレーション、東西医薬学融合
研究の実際について概説する。同時に、漢方エキス製剤（医療用と一
般用）、植物性医薬品、機能性表示食品などについても説明する。

<3>

11月13日（土）
9:00～10:30

原薬製造のための有機化学
： 純度100％を目指す有機化学

富山大学学術研究部工学系（有機合
成化学）　教授：阿部　仁

有機合成の基礎について講義する。その上で、高い純度の目的化合物
を得るための基本的考え方を概説する。特に、原薬中に含まれる類縁
物質やその他の不純物はなぜ生じるのかを考え、それらを抑える方策
について議論する。

11月13日（土）
10:30～11:15 受講生交流会 立席での懇談により、受講生相互のコミュニケーションを図る。

<4>

11月13日（土）
11:15～12:45

新規医薬品開発のターゲット、
デザイン&構造活性相関
富山大学学術研究部工学系（生体機
能性分子工学）　教授：豊岡 尚樹

有機合成化学手法を駆使した新規医薬品候補化合物の創製例を述べ
る。具体的ターゲットとして、アルドーケト還元酵素（AKR）阻害
に基づく新規抗がん剤の開発、栄養飢餓耐性解除による新規膵臓がん
治療薬の開発、ニコチン受容体抑制活性に基づく新規脳機能改善薬の
開発、アロディニア（異痛症）治療の開発における化合物デザイン、
構造活性相関等について述べる。

<5>

11月20日（土）
9:00～10:30

薬物と生体とのかかわり
： がん分子標的治療の最前線

富山大学学術研究部薬学・和漢系（が
ん細胞生物学）　教授：櫻井 宏明

今や、日本人の二人に一人ががんを発症する。がんの薬物治療は、今世
紀に入り大きく発展し、がん分子標的治療薬という新しい抗がん剤が
次々に開発されている。本講義では、どのようにして発がんするのか、
古い抗がん剤の効き方、分子標的薬とはどんなものかなどを例に挙げ、

「薬物と生体とのかかわり」を概説する。
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<6>

11月20日（土）
10:45～12:15

医薬のためのX線結晶回折&結
晶学の基礎
富山大学学術研究部工学系（精密無
機合成化学）　准教授：宮﨑　章

結晶学の基礎を概説し、粉末・単結晶X線回折法を用いて結晶相の同
定、分子・結晶構造の決定を行う際の留意点について講義する。

＜7＞

11月27日（土）
9:00～10:30

医薬のための晶析１
： 晶析操作と結晶特性

大阪市立大学名誉教授（晶析工学・
バイオマス）・関西化学機械製作㈱
取締役　R＆D　研究所長：大嶋　寛

医薬製造に多用される代表的な晶析操作と原薬のための重要な結晶特
性、溶液構造を理解した晶析操作、結晶形状および粒子径と粒子径分
布の制御、などについて講義する。

＜8＞

11月27日（土）
10:45～12:15

医薬のための晶析２
： 結晶多形とオイル化晶析

上記に同じ

医薬製造で極めて重要な結晶多形の制御、近年事例が多くなってきた
晶析中のオイル化とは何か、また、オイル化晶析の制御とオイル化の
利点について講義するとともに、晶析の基本現象である一次核発生と
二次核発生のメカニズムについて述べる。

＜9＞

12月4日（土）
9:00～10:30

クロマトグラフィーの原理、医
薬品分析の応用例とNMR
富山大学学術研究部工学系（環境分
析化学）　教授：遠田 浩司

クロマトグラフィーの原理を概説し、医薬品分析への応用例について
述べる。また、医薬品等の分子構造解析における強力なツールである
核磁気共鳴法の原理と、１次元及び２次元スペクトルの解析法につい
て解説する。

＜10＞

12月4日（土）
10:45～12:15

質量分析の今とこれから、バイ
オ医薬品への応用
㈱島津製作所　分析計測事業部
グローバルアプリケーション開発セ
ンター　ライフサイエンスグループ
副所長：岩本 慎一

今や質量分析は医薬品分析に欠かせない手段となっている。特にバイ
オ医薬品のような生物由来の複雑な高分子においては、その重要度は
さらに高くなっている。そこで、本講義では医薬/ヘルスケアをキー
ワードに、現在質量分析がどのように利用され、どのような情報が得
られるのかを解説する。さらに、この先どのような活用法が考えられ
るのかについても言及したい。

＜11＞

12月11日（土）
9:00～10:30

難溶性薬物の溶解性向上と薬
剤設計
金沢大学理工研究域（化学工学基礎・
物性）　教授：田村 和弘

難溶性化合物の薬剤設計・開発において理解しておくべき、固体成分
の溶解方法および溶解度の予測手段について概説する。その上で、難
溶性薬剤の溶解性の向上に関する最新の研究トピックスを紹介し、難
溶性薬剤の溶解性の向上のための知識と理解を深める。

＜12＞

12月11日（土）
10:45～12:15

原薬物性＆製剤物性評価
星薬科大学　薬学部　薬品物理化学
研究室　教授：米持 悦生

現在の製剤開発では、シンプルな処方設計が好まれ、製剤化を視野に
入れた原薬物性制御が必須である。講義では、原薬・製剤に関わる最
新の物性評価技術について概説し、目的とする検討項目への適用性を
吟味し、総合的に判断する手法を解説する。具体的には、原薬特性が、
錠剤の品質特性（溶出性・崩壊性・硬度など）に及ぼす影響や、原薬
特性に基づいた製法の選択基準について最新の研究事例を紹介する。

＜13＞

12月18日（土）
9:00～10:30

高分子の基本的合成法
富山大学学術研究部工学系（生体材
料設計工学）　准教授：中路　正

本講義の前半では、高分子の基本的な合成方法を学ぶとともに、生体
材料として応用されている高分子にはどのようなものがあるかを紹介
して、高分子が医療分野でたくさん応用されていることを知っていた
だく。後半では、医療・製薬への応用を見据えた高分子材料開発に関
して紹介する。特に、薬剤徐放や薬剤送達に応用できるような機能高
分子について研究例を挙げて紹介し、高分子が医薬開発に欠かせない
１つのツールであることを理解してもらえるような講義を行う。

＜14＞

12月18日（土）
10:45～12:15

バイオ医薬品の設計医と原理
富山大学学術研究部工学系（タンパ
ク質システム工学）
准教授：伊野部 智由

近年目覚ましく発展しているタンパク質工学により、薬となるタンパ
ク質の分子設計が可能となれば、多くの疾病の克服につながると見込
まれる。本講義ではタンパク質分子構築原理について概説した後、最
新のタンパク質医薬品の開発について具体例を交えながら紹介する。

12月18日（土）
18:30～20:30

技術交流会（懇親会）
（受講生、講師、科目コーディネータ、事務局）

立食で受講生相互の交流を深めるとともに、講義で質問できなかった
こと、或いは感想、要望等について講師の方々と直接話し合いながら
人的ネットワークの構築を図る。（要参加費）

＜15＞

※開催日時は
後日連絡

工場見学 ＊該当する産業技術論科目の
開講期間内の平日に実施 「E：医薬製剤産業コース」（P26）の工場見学を行う。
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 講義計画　　　★2021年1月現在

＜回＞
講義日時

講義タイトル
★講師所属･職・氏名 講　義　内　容

1月8日（土）
8:45～9:30

開講式
（受講生、科目コーディネータ、事務局）

本養成コース、製剤工学特論の主旨説明。受講生等の自己紹介。事務
局からの事務連絡。

<1>

1月8日（土）
9:30～11:00

医薬品製造技術者のための薬
事関連法規
（独）医薬品医療機器総合機構
新薬審査第五部　部長：清原 宏眞

医薬品の製造に携わる技術者の方が知っておくべき薬事関係法規につ
いて、目的や意図なども含めて講義を行う。

<2>

1月8日（土）
11:15～12:45

医薬品産業における知的財産
戦略
産業技術総合研究所　研究支援アド
バイザー　内山務知財戦略事務所
所長（弁理士・薬学博士）：内山　務

製造業において製品や技術を保護するために知的財産権が必須である
ことは言うまでもないが、医薬品産業においては特許権をはじめとす
る知的財産権による保護の重要性は極めて高い。本講義では、特許制
度の基礎、医薬品産業の特徴とそれに関連し他業界とは異なる特許戦
略（特に研究開発における戦略）、更にに薬機法とのかかわりも含め
た関連する特徴的な諸制度について解説する。

<3>

1月22日（土）
9:00～10:30

原薬の特性と賦形剤の性質
富山大学学術研究部薬学・和漢系（製
剤設計学）　客員教授：大貫 義則

原薬特性が、錠剤の品質特性（溶出性・崩壊性・硬度など）に及ぼす
影響や、原薬特性に基づいた製法の選択基準について最新の研究事例
を交えながら概説する。添加剤の物理化学的な性質の違い、錠剤の品
質特性に与える影響についても述べる。また、原薬特性と添加剤の配
合比率・種類などの関連性についても詳述する。

1月22日（土）
10:30～11:15 受講生交流会 立席での懇談により、受講生相互のコミュニケーションを図る。

<4>

1月22日（土）
11:15～12:45

固形製剤製法１
:粒子物性と粉体の性質

富山大学学術研究部薬学・和漢系（製
剤設計学）
客員助教：岡田 康太郎

固形製剤における原薬・添加剤の粒子物性について詳述する。続いて、
そうした製剤材料の粒子物性が、固形製剤の品質特性にどのように影
響するかについて説明する。また、個々の粒子の運動挙動を解析する
離散要素法や、粉体を連続体として扱った有限要素法を活用した粉体
シミュレーションについて最新の報告事例を紹介する。

<5>

1月29日（土）
9:00～10:30

固形製剤製法２
：造粒と顆粒製剤製造法

㈱パウレック　技術本部　研究開発部
参事：平田 健二

固形製剤に用いられる単位操作技術についてその装置構造と特徴につ
いて解説する。特に打錠用顆粒製造に関し、主に用いられる湿式造粒
として流動層造粒および撹拌造粒、装置操作パラメータと重要品質特
性の関係を述べる。これらのスケールアップについてはその留意点を、
さらには近年スケールアップが不要な技術として着目される連続生産
技術についても事例と最新動向を紹介する。

＜6＞

1月29日（土）
10:45～12:15

固形製剤製法３
：乾燥機構と方法

富山大学学術研究部都市デザイン学
系（材料プロセス工学）
准教授：吉田 正道

熱風乾燥、流動層乾燥、噴霧乾燥など、固形製剤の製造プロセスにて
多用される乾燥法と装置の原理や特性について述べる。次いで、流動
乾燥器や噴霧乾燥器の運転事例を取り上げ、操作条件と乾燥挙動の関
係や操作上の問題点を解説する。また、得られる製品の流動性、安定
性といった品質と操作条件の相関が乾燥の理論によって合理的に説明
可能であることを示す。

［ 専門技術論 ］
授業科目名 製剤工学特論
開講日程 1 月 8 日　～　2 月 26 日　土曜日　1・2 限　　※ 1 月 15 日は休講

講義のねらい

医薬品の原料である化学物質だけでは、薬理活性が十分に得られないだけでなく、安全
性、安定性、有用性、実用性など医薬品として備えるべき条件に適していない。医薬品
は、主薬に賦形剤を添加し、適切な製剤に加工、包装などの製剤化プロセスを経て医薬
品となり実際に用いられている。本特論では、固形製剤製法を中心に、単位操作を通じ
て各製剤の製法を理解し、また各工程で遭遇する諸問題や製剤の性質、安定性に関する
諸問題を理解することで医薬品製造プロセスへの応用に役立てることを目的とする。

科目コーディネータ
富山大学学術研究部薬学・和漢系　教授：細谷 健一
富山大学学術研究部工学系　准教授：黒岡 武俊
富山大学学術研究部都市デザイン学系　准教授：吉田 正道
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＜7＞

2月5日（土）
9:00～10:30

固形製剤製法４
：錠剤の製法とコーティング工程

神戸学院大学薬学部　製剤学研究室
教授：市川 秀喜

粉体の構造制御と機能化という観点から、錠剤の製法を概説する。薬
物含量均一性、打錠障害の力学的理解、直打プロセスのモデル化など
を取り上げる。また、コーティングについては、微粒子化・高機能化
について概説する。

＜8＞

2月5日（土）
10:45～12:15

医薬品一次包装の要求事項と
容器設計
大成化工㈱　開発技術本部　開発推
進部
主幹技術者：中尾 正治

医薬品の一次包装に使用される容器については日本薬局方に定義され
ており、他の容器包装とは異なるところが多くある。また、医薬品に
は固形剤・液剤・半固形剤などの製剤があり、これらの製剤・剤形に
適した容器設計が必要となる。ここでは、医薬品の一次包装に使用さ
れるプラスチック容器・ALチューブを中心に、その特徴と容器設計
について解説する。そして、医薬品包装の今後と環境負荷低減の取り
組みについても紹介する。

＜9＞

2月12日（土）
9:00～10:30

内服固形製剤の製剤試験法
：製造工程の中の試験法を中心に

富山県薬事総合研究開発センター
主任研究員：永井 秀昌

医薬品製剤が適正な品質を有していることを保証するため、崩壊試験
や溶出試験、粒度試験など様々な製剤試験法が規定されている。これ
らの試験法のうち、主に固形製剤に関する試験法を中心に、目的や方
法、測定装置等について詳述する。

＜10＞

2月12日（土）
10:45～12:15

製剤設計１
：製剤設計法

富山大学学術研究部薬学・和漢系（製
剤設計学）　客員教授：大貫 義則

製剤の処方設計では、製剤の様々な製造条件（製剤処方・製造工程）
の中から製剤特性に影響を与える因子を特定し、それらの最適条件を
決定することが重要である。影響因子をスクリーニングするための効
率的な実験計画や、応答曲面法などについて述べる。

＜11＞

2月19日（土）
9:00～10:30

製剤設計２
：粒子設計法

千葉大学大学院薬学研究院
製剤工学研究室（製剤工学）
教授：森部 久仁一

製剤に供する粒子は、粒子径の均一性や粒子形状、分散性、流動性と
いった粒子レベルの性質に加えて、粒子を構成する分子レベルでの制
御が求められる。粒子設計の目的と粒子の種類およびその性質につい
て概説したのち、分子レベルの制御が必要な結晶・非晶粒子、粒子の
製法としてのトップダウン法、ボトムアップ法、造粒および粒子加工
技術、そしてそれらの方法で製造された医薬品製剤について述べる。

＜12＞

2月19日（土）
10:45～12:15

製剤設計３
：難水溶性薬物の製剤設計

（国研）物質・材料研究機構　国際
ナノアーキテクトニクス研究拠点
（MANA）　医療応用ソフトマター
グループ
グループリーダー /主席研究員：
川上 亘作

溶解性の問題で経口吸収性を確保できない化合物について製剤技術で
対処するためには、消化管内で効率的に過飽和状態を形成する必要が
ある。このとき単に薬物濃度を上げればいいわけではなく、どのよう
に溶けているのかにも配慮しなければならない。本講義では過飽和溶
解の制御や評価法について、学術・実務両方の観点から解説する。

2月19日（土）
18:30～20:30

技術交流会（懇親会）
（受講生、講師、科目コーディネータ、
事務局）

立食で受講生相互の交流を深めるとともに、講義で質問できなかった
こと、或いは感想、要望等について講師の方々と直接話し合いながら
人的ネットワークの構築を図る。（要参加費）

＜13＞

2月26日（土）
9:00～10:30

製剤プロセス監視の基礎
：PAT入門

富山大学学術研究部工学系（プロセ
スシステム工学）
准教授：黒岡 武俊

PAT（プロセス・アナリティカル・テクノロジー）は、医薬品製造
工程の様々な局面でのリアルタイム計測をもとにした品質保証手段
であり、さらに持続的な品質向上を実現するための仕組みである。
PATの理解を深めることを目的に、基礎となる種々の多変量解析手
法をPLS（部分最小二乗法）を中心に説明する。

＜14＞

2月26日（土）
10:45～12:15

固形製剤製法５
：錠剤の連続生産

（独）医薬品医療機器総合機構
スペシャリスト（品質担当）：
松田 嘉弘

近年、新たな製造技術として連続生産が医薬品業界においても浸透し
つつあり、医薬品規制調和国際会議（ICH）においても、連続生産に
関するガイドライン作成が始まるなど、その注目度は高い。本講義で
は、錠剤に対する連続生産の現状について述べる。

＜15＞
※開催日時は
後日連絡

工場見学 ※該当する産業技術論科目の
開講期間内の平日に実施 「E：医薬製剤産業コース」（P26）の工場見学を行う。
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［ 産業技術論 ］
授業科目名 実践技術経営特論MOT：マーケティングからリスクヘッジまで

開講日程 4 月 3 日　～　5 月 8 日　土曜日　1・2・3・4 限　　※ 5 月 1 日は休講

講義のねらい

本講座では①産業構造の激変、海外進出などの動向を分析し、②企業ビジョン、経営戦
略、企業倫理、企業統治を受けて、③顧客志向で事業企画、製品企画、技術経営、収益
計画、マーケティングを行うノウハウを、実務家講師との討議の中から体得する。意思
決定、技術評価、事業戦略策定スキルの習得が重要。

科目コーディネータ 富山大学　副学長　学術研究部社会科学系　教授：中村 和之
富山大学　学長特命補佐、元アイシン軽金属㈱　副社長：村上　哲

MOT:management of technology
 講義計画　　　★2021年1月現在

＜回＞
講義日時

講義タイトル
★講師所属･職・氏名 講　義　内　容

4月3日（土)
9:00～10:30

開講式
（受講生、科目コーディネータ、事務局）

本養成コース、実践技術経営特論MOTの主旨説明。受講生等の自己
紹介。事務局からの事務連絡。

＜1＞

4月3日（土)
10:45～12:15

第４次産業革命・パラダイムシフ
トに適応するエンジニアと技術経営
富山大学学術研究部社会科学系（貿
易論）　教授：岸本 寿生

IoT・AIの進展など第４次産業革命といわれる。同時に、モノづくり
のあり方が見直されている。エンジニアはこの大局的な価値観の変容

（パラダイムシフト）を認識し、顧客志向で市場創造的なマネジメン
ト能力が求められる。常識を捉え直し、新しい技術経営を問う。

＜2＞

4月3日（土)
13:30～15:00

米中激突！中国企業大転換
富山大学名誉教授・ハリウッド大学
院大学教授：清家 彰敏

米中対立、米国は80年代日本におこなった戦略を中国に対しても行
う？中国は毎年60万人を留学させ知財を学習、企業はその成果を享受
してきた。中国企業は脱米国戦略を計り、サプライチェーン組み換え
で東南アジア、南アジアも激変しつつある。また中国政府は日本接近、
日本は中国自動車市場でも外資トップの座をドイツから奪還しつつあ
る。激変の時代、日本企業、富山企業の戦略を考えよう。

＜3＞

4月3日（土)
15：15～16:45

銀行は企業・事業のどこをみて
いるか
：ものづくりを支えたい銀行のチャレンジ

㈱北陸銀行　地域創生部
シニアフェロー：宮田 健章

銀行は今、厳しい経営環境のもと、ビジネスモデルの転換を迫られて
いる。苦境を打破するキーワードのひとつが「共通価値の創造」であ
り、それを実現するための手段が事業性評価である。本講義では、銀
行と企業の新しい向き合い方について解説するとともに、地方銀行と
地元企業の「共通価値」について、皆さんと一緒に考えたい。

＜4＞

4月10日（土）
9:00～10:30

「失敗しても成功せよ」 ー海外事
業を通じてYKKが経験したこと
ニューヨーク州弁護士
ＹＫＫ㈱　執行役員 
法務・知的財産部長：湯本 克也

YKKはコアバリューの一つに「失敗しても成功せよ」を挙げ、失敗
からの学びを重視している。YKKは地域社会への貢献を旨とし海外
事業を発展させてきた。この間、数々の事件を通じて多くを学び自ら
を律してきた。その何時においても、エンジニアの示す「判断軸」が
重要であった。本講座では、主に海外事業を通じたYKKの経験を紹
介し、企業が危機に瀕した時にエンジニアが果たすべき役割を問う。

4月10日（土）
10:45～12:15 受講生交流会 立席での懇談により、受講生相互のコミュニケーションを図る。

＜5＞

4月10日（土）
13:30～15:00

事業展開と適用法規
富山大学　学長特命補佐
元アイシン軽金属㈱　副社長：村上　哲

新規事業展開に当たっては、事業に関わる様々な法令遵守が必要であ
ると共に、社会の期待に応えるCSR（企業の社会的責任）の実践を行
わなければならない。それらを踏まえ、実践的MOTでのコンプライ
アンス経営とリスクマネジメントについて述べる。

＜6＞

4月10日（土）
15:15～16:45

㈱日立製作所　大みか事業所にお
けるモノづくり革新の取り組み
㈱日立製作所 制御プラットフォーム統括本部 大み
か事業所社会・インダストリ制御システム本部 IoT
システム設計部 シニアコンサルタント：大津 英司

製造現場のこれまでの変化と苦労した点について、大みか事業所では
1998年から20年以上に亘り、多品種少量生産に適した生産システムの
改革を推進してきた。設計・生産プロセスを整流化、デジタル化し、
IoTを活用した高効率生産モデルによる生産改革実践内容を紹介す
る。

＜7＞

4月17日（土）
9:00～10:30

世界に勝てるイノベーション
に向けた取り組みについて
NEDO　技術戦略研究センター
次長：西村 秀隆

エネルギー・環境問題、及び産業技術を対象とした技術開発マネジメ
ント実施機関である国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（NEDO）の取り組みを紹介するとともに、イノベーションに
よる社会課題の解決と市場創出に向けた取り組みがどうあるべきかに
ついて述べる。
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＜8＞

4月17日（土）
10:45～12:15

コンパクトシティ戦略による
富山型都市経営の構築
富山市長：森　雅志

人口減少と超高齢社会を迎えた中、特に地方都市ではその激しさが顕
著になることから、富山市が他の自治体に先駆けて積極的かつ一体的
に進めてきた「コンパクトシティ戦略」による持続可能なまちづくり
を説明する。

＜9＞

4月17日（土）
13:30～15:00

GAFAとユニコーン企業における
AI技術開発とデータマネジメント
元アマゾンウェブサービスジャパン㈱
Sr. Technical Business Development Manager
：堂田 丈明

GAFAとよばれる巨大IT企業は、世界的に急成長を遂げている。日
本では、技術革新が低迷する中、企業価値10億ドル以上のベンチャー

（ユニコーン企業）が生まれている。今回は、GAFAの一つである
Amazonと、日本で最も企業価値の高いユニコーン企業であるプリ
ファードネットワークスの事例を紹介する。

<10>

4月17日（土）
15:15～16:45

経営改革を加速する日立のデジ
タルトランスフォーメーション
㈱日立製作所　システム&サービスビ
ジネス統括本部　本部長：片山　薫

日立が経営危機からV字回復を実現したスマートトランスフォーメー
ションの実績と、IoTを活用したEnd to End視点で全体最適化や経営
効率化を加速するデジタルトランスフォーメーションの取組みを紹介
する。

＜11＞

4月24日（土）
9:00～10:30

食品スーパーに於けるサプライ
チェーンマネジメント（B To C）
アルビス㈱
代表取締役社長：池田 和男

消費者と直結する「小売業」の現場では何が行われているのか？身近
な業態「食品スーパー」を題材に、川下から逆に眺めたサプライチェー
ンマネジメントを解説。実際の消費者購買データから何を見て、どの
ように活用しているのかを解説。製造業とは全く異なる視点を学べる
講義とする。

＜12＞

4月24日（土）
10:45～12:15

モノづくりに於けるサプライ
チェーンマネジメント（B to B）
富山大学　学長特命補佐
元アイシン軽金属㈱　副社長：村上　哲

企業経営を取り巻く環境は急速に変化しており、需要動向を踏まえた
調達・生産側でのフレキシブルな対応が求められている。そのような
状況でのモノづくりにおけるサプライチェーンの現状と、BCP（事業
継続計画）を踏まえたサプライチェーンマネジメントの再構築につい
て述べる。

＜13＞

4月24日（土）
13:30～15:00

技術者のための原価管理Ⅰ（基礎編）
YKK AP㈱　生産本部
事業管理室長：田中 尚浩

技術者として知っておくべき決算書の見方および原価計算と原価管理
について述べる。会計の基礎・原価計算の基礎から原価管理・原価分
析について説明する。また、設備投資と投資回収についても演習を交
えて説明する。

＜14＞

4月24日（土）
15:15～16:45

技術者のための原価管理Ⅱ（目
標原価設定編）
YKK AP㈱　執行役員　生産本部
黒部越湖製造所長 ：楠　利公

市場や顧客から求められる商品をつくり上げるために、商品の仕様や
目標原価の設定および達成に向けたアプローチを企業経営視点で事例
を通して述べる。

＜15＞

5月8日（土）
9:00～10:30

富山ゆかりのノーベル賞から学ぶ
富山大学　理事・副学長
（研究、情報担当）
研究推進機構長：北島　勲

国道41号線は「ノーベル街道」と呼ばれている。第１回生理学・医学
賞から利根川進・本庶佑両博士の免疫学研究の系譜を紹介し、受賞の
意義や富山県との関わりに触れたい。また、田中耕一氏の発想から受
賞後の展開を紐解くことで革新的技術開発が創出された背景を学んで
みたい。

＜16＞

5月8日（土）
10:45～12:15

超小型システムで宇宙を活用する
東京工業大学　工学院　機械系
教授：松永 三郎

世界中で超小型衛星の実用化が進められ、超小型システムを用いた革
新的ミッションの実施および新しい宇宙ビジネスの勃興を志すなど、
宇宙開発の方法を変革している。黎明期から現在を振り返り、将来を
展望する。

＜17＞

5月8日（土）
13:30～15:00

伝統技術の応用と展開
㈱能作
代表取締役社長：能作 克治

日本の伝統産業において、産地と自社の強みを活かし、新事業にチャ
レンジする思いと、今後の日本の伝統産業のあるべき姿、今後の取り
組みと産業観光における姿勢について述べる。

＜18＞

5月8日（土）
15:15～16:45

ビジネスモデルの激変を導く欧
州の循環経済戦略と日本の未来
ハリタ金属㈱
代表取締役社長：張田　真

EUでは循環経済政策（Circular Economy）に対しISO TC323が設置
され標準化の議論が始まり、ビジネスモデルが激変する可能性がある。
ESG投資や持続可能な調達の観点からも今後、製造業は大きな変化を
余儀なくされる可能性が高い。今後日本の循環経済戦略を考える機会
とする。

5月8日（土）
18：30～20：30

技術交流会（懇親会）
（受講生、講師、科目コーディネータ、
事務局）

立食で受講生相互の交流を深めるとともに、講義で質問できなかった
こと、或いは感想、要望等について講師の方々と直接話し合いながら
人的ネットワークの構築を図る。（要参加費）

<19>

※開催日時は
後日連絡

工場見学 ※該当する産業技術論科目の
開講期間内の平日に実施

「A：電気・メカトロニクス産業コース」（P18）、「B：機械材料シス
テム産業コース」（P20）、「C：アルミ加工産業コース」（P22）、「D：
プラスチック産業コース」（P24）、「E：医薬製剤産業コース」（P26）
の５コースから１つを選択。
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［ 産業技術論 ］
授業科目名 電気・メカトロニクス産業特論
開講日程 5 月 15 日　～　6 月 26 日　土曜日　3・4 限

講義のねらい
・電気・電子部品産業の発展経緯と確立された固有の技術に対する理解を深めること
・専門分野の深い知識・技術力に加え、他の技術分野の知識を幅広く習得すること
・要素技術を理解した上で、複眼的視点からモノづくり全般に活かす能力を身につけること

科目コーディネータ
北陸電気工業㈱　開発本部　技術管理部　部長：中山　孝之
コーセル㈱　取締役　営業統括　兼　海外開発推進担当：安田　勲
北陸電力㈱　技術開発研究所長：島田 英俊

 講義計画　　　★2021年1月現在

＜回＞
講義日時

講義タイトル
★講師所属･職・氏名 講　義　内　容

5月15日（土）
13:30～14:15

開講式
（受講生、科目コーディネータ、事務局）

本養成コース、電気・メカトロニクス産業特論の主旨説明。受講生等
の自己紹介。事務局からの事務連絡。

＜1＞

5月15日（土）
14:15～15:45

エレクトロニクスと材料が切
り拓く未来
：技術革新、ビジネスクリエーション

㈱村田製作所　取締役専務　執行役員　
技術・事業開発本部　本部長：岩坪　浩

経済成長を支えてきた産業の一つがエレクロトニクスだと言っても過
言ではない。村田製作所のセラミックを応用する電子部品も電化、電
子化、高周波、無線通信という流れに乗り常に技術革新を行い、成長
をとげた。将来市場はどう成長するのか、どんな部品が求められるの
か？部品だけにとどまるのか？
これらの議論の一端を一緒に考えたい。

＜2＞

5月15日（土）
16:00～17:30

地域の安全・安心を支え、地域
との価値共創で未来を目指す
電力事業
：「コミュニティサポートインフラ」を目指して

北陸電力㈱　技術開発研究所
所長：島田 英俊

電力事業は低廉な電力を安定にお届けする社会基盤として、地域と共
に暮らしや産業の発展を支えてきた。電力自由化後も その使命は変
わらない。本講義では、普段見えない舞台裏を紹介すると共に、更な
る地域連携で新価値の共創を目指す研究開発の取組みを紹介し、可能
性を議論する。

＜3＞

5月22日（土）
13:30～15:00

高機能フィルムコンデンサ開発と環
境対応車（HEV/EV）用途への挑戦
パナソニック㈱　オートモーティブ＆イ
ンダストリアルシステムズ社 デバイス
ソリューション事業部　富山・松江工場
技術部　部長：京田 卓也

コンデンサには様々な種類のものがあるが、近年、エネルギーの効率
利用のため、高電圧用途に適したフィルムコンデンサが見直されてき
ている。本講義では、小型化開発と環境対応車への応用について説明
し、企業技術者として大切にしていることも述べる。

＜4＞

5月22日（土）
15:15～16:45

SW電源設計を題材としたエン
ジニアの考え方と企業競争力
へのつながり
コーセル㈱　R＆Dセンター　研究室
室長：東堂 浩次

製品設計とは単なる一製品の開発にとどまらない。製品には企業とし
ての「考え方」、現場の「基準」、組織の「力量」が凝縮され、最後に
は企業の競争力につながっている。講義では実例で説明する。題材は
電源だが、内容は製品設計に携わる全エンジニアに通じる内容である。

＜5＞

5月29日（土）
13:00～14:30

パワーエレクトロニクスの先
端技術開発事例と今後の展開
富士電機㈱　技術開発本部
先端技術研究所　エネルギー変換技
術研究部　主査：佐藤 以久也

パワー半導体の進化にともないパワーエレクトロニクス機器の小型
化、高効率化の要望が高まっており、効率を評価する国際標準規格策
定も進んでいる。講義では、炭化ケイ素（SiC）パワー MOSFETを
用いた高効率インバータ開発事例などを紹介し、自身の国際標準規格
策定に関わる活動とあわせて、国際標準化と先端技術開発の両方の視
点が重要であることを述べる。

5月29日（土）
14:30～15:15 受講生交流会 立席での懇談により、受講生相互のコミュニケーションを図る。

＜6＞

5月29日（土）
15:15～16:45

電子機器におけるEMCとは?
パナソニック㈱　オートモーティブ
社　車載システムズ事業部　エネル
ギーマネジメントシステムズBU　
商品開発部　課長：前川 智哉

電子機器開発の共通課題であるEMC（電磁両立性）について解説し、
近年、無線機器の小型化・高性能化に伴って発生する新たなEMC問
題を紹介する。EMC問題を開発上流で根本的に解決するために、機
器内の複雑な現象を簡易モデル化し、シンプルに捉えることによって
開発した設計手法について、これまでの経験を交えながら概説する。
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＜7＞

6月5日（土）
13:30～15:00

プリント配線板から見える最
新電子機器の動向
京セラ㈱　富山入善工場　半導体部品
有機材料事業本部　有機多層ボード２
事業部　設計部副責任者：中村　聡

ここ数年、AI、IoT、５Gや自動運転等に代表される技術革新に対応
するため、プリント配線板に求められる機能は大きく変化してきた。
これらが製品開発・製造技術開発へ与えている影響について述べる。
更に将来を見据えて、日本でモノづくりを続けていくためにはどのよ
うに対応していくべきかを考察する。

＜8＞

6月5日（土）
15:15～16:45

楽しいエンジニア人生を送る
ためには
㈱KOKUSAI ELECTRIC
常務執行役員　技術開発・マーケ
ティング担当者　兼　中国ビジネス
戦略室長：小川 雲龍

自らの半導体製造装置の要素開発、ユニット開発、製品開発、販売活
動の経験を通してスーパーエンジニアになるための条件とアプローチ
方法について述べる。
新製品開発において、先の市場動向を正確に読むことが極めて重要で
ある。講義では、将来の市場動向を読む方法についても述べる。

＜9＞

6月12日（土）
13:30～15:00

機能性セラミック応用センサか
ら学んだ技術屋としての楽しさ
㈱ハクイ村田製作所　品質管理課
シニアマネージャー ：髙原 基央

市場を席巻した機能性セラミックを用いた２つのセンサについて紹介
する。開発当初、社内で注目されず、問題だらけのセンサが、市場を
席巻するまでになった過程の中で、技術担当として経験した失敗や成
功について紹介し、その経験を通して学んだ技術屋として大切にした
い事について述べる。

＜10＞

6月12日（土）
15:15～16:45

車載用ブザー製品における開
発バランスの大切さ
北陸電気工業㈱　高周波部品事業本部
開発部　次長：砂原 忠男

車載用ブザー開発時の製品信頼性設計～製品化過程における、設計了
承までの客先とのチームコンディショニングの重要性。納期重視状況
での製品開発及び開発メンバーの心身コンディショニング。開発時に
発生した問題点と解決に至るに必要と感じた過程を概説する。

＜11＞

6月19日（土）
13:30～15:00

時代背景に応じたフレキシブ
ルトランスファラインのライ
ン構築
コマツNTC㈱　開発本部　制御設
計部　課長：梶井 陽子

自動車産業向けのエンジン部品を加工する工作機械を搬送装置で連結
してシステム化する「フレキシブルトランスファライン」の、時代背
景に伴うライン構築の変化を紹介。また大規模加工設備ラインをお客
様と共に構築するシステムエンジニアの姿を自身の経験等から述べ
る。

＜12＞

6月19日（土）
15:15～16:45

商品開発と一体化した製造ラ
インの構築
YKK AP㈱　執行役員　生産本部
黒部荻生製造所長：宮川 雅彦

多様化する市場環境の中で、顧客ニーズ（品質・コスト・納期）にしっ
かり対応するため、YKK APでは受発注から生産、邸別配送までを、
IoT技術を活用・応用して生産システムを構築している。本講義では、
各分野の技術者が組織の壁を越え議論し、商品力・製造力を高め業界
一のシャッター工場を立ち上げた事例を紹介する。

＜13＞

6月26日（土）
13:30～15:00

モノづくりにおけるIoT時代の
産業用ロボットの開発
㈱不二越　 ロボット開発部
部長：寶島　章

近年、産業用ロボットをはじめ自動化が加速している。本講では、ロ
ボットの基礎技術やIoT、AIなど要素技術の取り組みについて説明す
る。また、産業用ロボットの市場面から見た課題と将来のロボット像

「モノづくりにおけるIoT時代の産業用ロボットの開発」について述
べる。

＜14＞

6月26日（土）
15:15～16:45

持続的成長を目指したものづ
くり企業の経営と人財育成
コーセル㈱
代表取締役社長：谷川 正人

日本経済を取り巻く環境は、グローバル化の進展、すさまじい技術革
新、人手不足、さらには米中貿易摩擦など、変化の激しさが増してい
る。この状況の下、ものづくり企業が国際的競争力を高め、持続的成
長のためには、価値創造と現場力が必要だ。それを目指したものづく
り企業の事例を示す。

6月26日（土）
18:30～20:30

技術交流会（懇親会）
（受講生、講師、科目コーディネータ、
事務局）

立食で受講生相互の交流を深めるとともに、講義で質問できなかった
こと、或いは感想、要望等について講師の方々と直接話し合いながら
人的ネットワークの構築を図る。（要参加費）

<15>
※開催日時は
後日連絡

工場見学 ※開講期間内の平日に実施 「A：電気・メカトロニクス産業コース」（P18）の工場見学を行う。

※「A：電気・メカトロニクス産業コース」のこれまでの工場見学
H21年度：㈱トッパンNEC・サーキットソリューションズ、㈱シキノハイテック、パナソニック㈱　セミコンダクター社　魚津工場、ファイネックス㈱
H22年度：北陸電力㈱　富山新港火力発電所、㈱日立国際電気　富山事業所、北陸電気工業㈱、コーセル㈱　立山工場
H23年度：㈱富山村田製作所、立山科学工業㈱、SMK㈱、㈱高松メッキ
H24年度：富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱、パナソニック㈱　デバイス社半導体事業グループ北陸工場、㈱富山富士通
H25年度：コーセル㈱　立山工場、立山科学グループ　本社工場、㈱富山村田製作所、㈱日立国際電気　富山事業所
H26年度：北陸電力㈱　富山新港火力発電所、㈱富山村田製作所、SMK㈱
H27年度：北陸電力㈱　技術開発研究所、コーセル㈱　立山工場、㈱日立国際電気　富山事業所
H28年度：HDKマイクロデバイス㈱、㈱不二越　富山事業所、北陸コカ・コーラ　砺波工場
H29年度：北陸電力㈱　技術開発研究所、HDKマイクロデバイス㈱、㈱日立国際電気　富山事業所
H30年度：㈱不二越　滑川事業所、パナソニック・タワージャズ　セミコンダクター㈱、京セラ㈱
R１年度：㈱KOKUSAI ELECTRIC、㈱富山村田製作所、北陸電力㈱　技術開発研究所
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［ 産業技術論 ］
授業科目名 機械材料システム産業特論
開講日程 7月3日　～　9月4日　土曜日　3・4限　　※7月24日、8月7日、14日は休講

講義のねらい
・機械・部品工具産業の発展経緯と確立された固有の技術に対する理解を深めること
・専門分野の深い知識・技術力に加え、他の技術分野の知識を幅広く習得すること
・要素技術を理解した上で、複眼的視点からモノづくり全般に活かす能力を身につけること

科目コーディネータ

㈱不二越　技術開発本部　EV商品開発部長：吉野 一郎
コマツNTC㈱　執行役員　開発本部　副本部長　（兼）商品開発部長：武田 英俊
立山科学グループ ㈱タアフ　購買・管理グループ　グループマネージャー：松浦 紘樹
YKK㈱　専門役員　工機技術本部：喜多 和彦

 講義計画　　　★2021年１月現在

＜回＞
講義日時

講義タイトル
★講師所属･職・氏名 講　義　内　容

7月3日（土）
13：30～14：15

開講式
（受講生、科目コーディネータ、事務局）

本養成コース、機械材料システム産業特論の主旨説明。受講生等の自
己紹介。事務局からの事務連絡。

＜１＞

7月3日（土）
14：15～15：45

工作機械業界を取り巻く環境と
求められるエンジニアについて
コマツNTC㈱
取締役常務　執行役員：福岡 隆司

工作機械業界を取り巻く環境を統計的なデータを交えながら説明し、
「工作機械を製造する時に必要な技術」、「企業において必要とされる
能力」等を説明する中で、これからの期待されるエンジニアはどうあ
るべきかを述べる。

＜２＞

7月3日（土）
16：00～17：30

機械・工具に於ける商品開発に
関する取組み
：商品開発〜販売までの課題解決方法
の取り組み事例

日本高周波鋼業㈱
技術開発本部　開発企画部
部長（理事）：吉田 潤二

近年、企業における新商品の開発速度が速く、差別化したオンリーワ
ン商品の開発が望まれている。本講義は、鋼材の新商品開発企画～販
売までの一連の開発手法による課題解決するまでの実例を説明し、技
術者のオンリーワン商品を開発するための心構えを述べる。

＜３＞

7月10日（土）
13：30～15：00

切削工具の基礎と、モノづくり
を革新する最新の加工技術
㈱不二越　工具事業部
工具拡販部長：関口　徹

モノづくりの発展には切削工具の進化が不可欠である。前半では切削
工具の基礎として加工物による切削工具の選び方と上手な使い方につ
いて解説し、後半ではモノづくりを革新する最新の切削工具、加工技
術について紹介する。

＜４＞

7月10日（土）
15：15～16：45

工具用コーティング膜の変遷と
開発事例
㈱不二越　工具事業部　技術部
要素技術開発室　室長：圓山 謙治

切削工具にコーティング膜を適用することで、切削加工は大きく変化
してきた。工具用コーティング膜の開発の歴史を通して、コーティン
グ膜に求められる機能の変化について、開発事例と共に述べる。

＜５＞

7月17日（土）
13：00～14：30

研削加工の概要と研削加工開発
事例
田中精密工業㈱
本社製造部長：坂上 真二

一般的な研削加工のモデルについて述べた後、研削加工の開発事例と
して外球部の多数個同時加工、内径２ヶ同時加工、外・内径同時加工
方法及びピンピストン・ピンクランクの特殊研削加工の課題解決を説
明する。また、今後の国内産業のありかたを欧州（独）を事例とし、
紹介する。

7月17日（土）
14：30～15：15 受講生交流会 立席での懇談により、受講生相互のコミュニケーションを図る。

＜６＞

7月17日（土）
15：15～16：45

火力発電用構造部材への取組み
大平洋製鋼㈱　執行役員
研究開発室長：山本 有一

鍛造メーカーの実力は、高速で回転するタービンロータ素材を製造出
来る事が指針の１つとなっている。タービンロータ素材を作る際に留
意すべき点を材料の面から説明し、その取組みや将来への発展性につ
いても述べる。
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＜７＞

7月31日（土）
13：30～15：00

建設機械用油圧モーター製造工
程の無人化へのあくなき挑戦
㈱不二越　製造統括本部　製造原価
改善部　副部長：北川 浩永

建設機械向けの油圧モーター製造工程で、生産性の高いものづくりを
あきらめずに取り組み、事業を拡大してきた。部品加工工程の無人化
や組立工程の集約（大部屋化）で少人化をいかに実現したか、そのプ
ロセスを紹介する。

＜８＞

7月31日（土）
15：15～16：45

無菌充填システムの概要とEB
（電子線）滅菌システムの開発事例
澁谷工業㈱
グループ生産情報統轄本部　開発本
部　EB技術部　部長代理：西 富久雄

日本でのPETボトル飲料の進化の歴史と、近年急速に普及した無菌
充填システムの誕生の背景及びそのシステムの構成や技術的特徴など
を説明する。また、無菌充填システムにおけるPETボトルの滅菌方
法として世界に先駆けて開発したEB滅菌システムに関する事例紹介
を行う。

＜９＞

8月21日（土）
13：30～15：00

自動車部品の量産加工設備の
変遷と工作機械開発事例
コマツNTC㈱　開発本部　商品開
発部　部長：澤田　穣

自動車部品加工ラインを取り上げ、市場ニーズの変化に対応した加工
設備の変遷を紹介する。特に日本自動車メーカの要望で実施した、加
工機の小型化の開発事例を取り上げる。講師がこれまでに経験した工
作機械開発事例を紹介し、今後求められる加工設備像、エンジニア像
について述べる。

＜10＞

8月21日（土）
15：15～16：45

ウォータージェット加工技術の
応用について
㈱スギノマシン　プラント機器事業
本部　生産統括部　第一技術部
WJ設計課長：原島 謙一

ウォータージェット加工とは、微細ノズルから高速噴射される液体の
運動エネルギーを利用し、機械部品の洗浄、切断、更には粒子の微細
化を行う工法である。噴射圧力を30 ～ 500MPaに制御し、バリ取り
洗浄、金属切断、機能性粒子生成等、多種用途に応用できる。用途に
適した各種高圧ポンプ、噴射ノズルの原理、及び最新適用事例を解説
する。

＜11＞

8月28日（土）
13：30～15：00

高精度製品のための金型設計・
製作技術と一貫生産体制
三晶技研㈱　技術本部
第一技術部　部長代理：大野 竜二

高精度製品を生産するための金型設計・製作技術、及びその金型をツー
ルとした高品質・低コストでの一貫生産体制の構築における、周辺技
術を含めた製品設計から工法までの技術開発に取り組んだ事例につい
て述べる。

＜12＞

8月28日（土）
15：15～16：45

建設機械の品質と信頼性を支
える鋳物づくり
㈱小松製作所　生産本部　氷見工場
技術部　技術グループ
GM：小川 兼司

コマツは創業100年の間、建設機械のトップメーカとして『品質と信
頼性』を追求し、物づくりを極めてきた。その中で、鋳造という古く
からの加工技術も一役を担う重要な生産技術としてグローバル展開
し、挑戦し続けている様子を紹介する。

＜13＞

9月4日（土）
13：30～15：00

世界同一品質を生み出す技術力
：一貫生産思想の継続的進化

YKK㈱　専門役員　工機技術本部
金属材料担当：喜多 和彦

ファスナーを事例に、一貫生産思想の継続的進化の方針の基、世界同
一品質を生み出す技術について紹介する。商品を構成する材料から成
形、製造設備や金型についても専用化し、内製化することによる差別
化について述べる。

＜14＞

9月4日（土）
15：15～16：45

スギノマシンの超技術とグロー
カルニッチリーダー経営
㈱スギノマシン
副社長　執行役員：杉野　岳

創業以来、技術開発型企業として「超技術」を探求し、世界に貢献し
てきた当社の開発史を軸に、当社が目指すグローカルニッチリーダー
戦略を共に考える。

9月4日（土）
18：30～20：30

技術交流会（懇親会）
（受講生、講師、科目コーディネータ、
事務局）

立食で受講生相互の交流を深めるとともに、講義で質問できなかった
こと、或いは感想、要望等について講師の方々と直接話し合いながら
人的ネットワークの構築を図る。（要参加費）

＜15＞
※開催日時は
後日連絡

工場見学 ※開講期間内の平日に実施 「B：機械材料システム産業コース」（P20）の工場見学を行う。

※「B：機械材料システム産業コース」のこれまでの見学コース
H21年度：YKK㈱、㈱スギノマシン　早月事業所、㈱不二越
H22年度：日本高周波鋼業㈱、コマツNTC㈱、田中精密工業㈱
H23年度：㈱不二越、コマツキャステックス㈱、キタムラ機械㈱
H24年度：YKK㈱、三晶技研㈱、㈱不二越　滑川事業所、㈱石金精機
H25年度：コマツキャステックス㈱、㈱マスオカ、コマツNTC㈱
H26年度：㈱不二越　富山事業所、㈱スギノマシン 早月事業所、田中精密工業㈱　水橋製造部
H27年度：㈱不二越　東富山事業所、大平洋製鋼㈱、田中精密工業㈱　婦中工場
H28年度：コマツNTC㈱ 、㈱不二越　富山事業所
H29年度：コマツキャステックス㈱、田中精密工業㈱　婦中工場、津根精機㈱　婦中工場
H30年度：コマツNTC㈱ 、㈱不二越　富山事業所
R１年度：㈱スギノマシン　早月事業所、㈱不二越　滑川事業所、田中精密工業㈱　婦中工場
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［ 産業技術論 ］
授業科目名 アルミ加工産業特論
開講日程 9 月 11 日　～　10 月 30 日　土曜日　3・4 限　　※ 10 月 9 日は休講

講義のねらい
・アルミ加工産業の発展経緯と確立された固有の技術に対する理解を深めること
・専門分野の深い知識・技術力に加え、他の技術分野の知識を幅広く習得すること
・要素技術を理解した上で、複眼的視点からモノづくり全般に活かす能力を身につけること

科目コーディネータ
YKK AP㈱　生産本部　素材技術部　アルミ押出技術室　シニアアドバイザー：大畠 紀夫
三協立山㈱　技術統括室　技術開発部長：宇野 清文
アイシン軽金属㈱　技術開発研究所　生技開発部長：吉田 朋夫

 講義計画　　　★2021年１月現在

＜回＞
講義日時

講義タイトル
★講師所属･職・氏名 講　義　内　容

9月11日（土）
13：30～14：15

開講式
（受講生、科目コーディネータ、事務局）

本養成コース、アルミ加工産業特論の主旨説明。受講生等の自己紹介。
事務局からの事務連絡。

＜１＞

9月11日（土）
14：15～15：45

富山県アルミ産業の発展と今
後の展望
富山県アルミ産業協会　会長
（北陸アルミニウム㈱　代表取締役
社長）：荒井　毅

富山県の基幹産業のひとつである「アルミ産業」について、富山にお
けるアルミ産業発展の歴史と現状。またグローバル化も見据えた今後
の業界展望と、次世代を担うエンジニアに対する幾つかの期待と提言
について。

＜２＞

9月11日（土）
16：00～17：30

アルミニウムの基礎１
：高強度化・高品質化への取組み

㈱UACJ　R&Dセンター　第一研究部
材料基盤研究室　室長：箕田　正

アルミニウム合金は比重が鉄の約１/ ３であり、軽量化を目的として
輸送機構造材に広く用いられている。アルミニウム合金の高強度化、
高品質化ニーズは高く、これまで継続した取組みを続けている。その
事例を中心に紹介する。

＜３＞

9月18日（土）
13：30～15：00

アルミニウムの基礎２
：加工技術と表面処理

三協立山㈱　三協マテリアル社
事業役員　技術開発統括室
室長：花木　悟

材料へのニーズが多様化し、いっそう高度になる今日では、アルミニ
ウムもまた従来よく知られている特性にとどまらず、新たな機能を付
加して先端分野で役立っている。本講義では、製品とするために必要
な加工技術の全体像とその中で複雑形状を精度良く作ることができる
押出加工技術と表面処理技術について製品例を交えて解説する。

＜４＞

9月18日（土）
15：15～16：45

平成を検証し令和における開
発プロセスを建材領域を事例
に考える
YKK AP㈱　執行役員　開発本部
住宅商品開発部　部長：牛丸　禎

平成では時代変化の中で顧客要求へどのようなプロセスを経て商品や
技術が開発されてきたかを講師の建材領域事例で検証を行い、令和に
おいて新型コロナウイルス対応をふまえながらプロセスをいかに改善
進化させて開発を行えばよいかを受講者とともに考える。

＜５＞

9月25日（土）
13：00～14：30

メタルカーテンウォールの開
発事例と今後の展開
YKK AP㈱　設計営業部
設計提案Gリーダー：奈良 栄達

国内にカーテンウォールが導入されてはや半世紀が経ち、ビル建築の
外装システムとして、完全に定着している。本講義ではもう一度原点
に返り、その技術開発の変遷と今後の展開を再考する事で、この分野
の持続的成長と次世代プロ人材の自己研鑽に繋がる事を期待する。

9月25日（土）
14：30～15：15 受講生交流会 立席での懇談により、受講生相互のコミュニケーションを図る。

＜６＞

9月25日（土）
15：15～16：45

アルミボトル缶の商品開発事例
：材料開発と加工成形技術の構築

㈱神戸製鋼所　真岡製造所
アルミ板研究部
材料加工研究室長：山口 正浩
武内プレス工業㈱　技術開発本部
第一技術開発部　副主査：久米　治

1996年に小型PETボトルが解禁になり、アルミ飲料缶メーカーは大
きな打撃を受けた。それに対抗するための技術開発について概説する。
講義の前半は、アルミ缶用材料に関し実用化のスタートから今日の発
展に至る経緯を述べるとともに、ボトル缶材料開発事例を紹介する。
後半は、武内式アルミボトル缶の成形仕上げの技術開発事例を紹介す
る。

22



＜７＞

10月2日（土）
13：30～15：00

アルミニウム、素材から部品事業へ
日本軽金属㈱　技術・開発グループ
先進技術担当：岡田　浩

新しい領域に挑戦する時、怖さを感じるものである。しかし、企業が
生き残っていくためには挑戦し続けなければならない。板材や押出材
といった素材の製造メーカーが様々な部品を開発・製造するに至った
経緯を説明した後、自動車用アルミニウム部品事業へ参入した事例を
紹介する。

＜８＞

10月2日（土）
15：15～16：45

アルミニウムの接合加工と製
品開発事例
日本軽金属㈱　技術・開発グループ
先進技術担当　部長：堀　久司

アルミニウムの溶接技術とアルミ製品への適用事例を紹介する。特に
FSWに関しては薄板接合品（板厚１mm）である液冷ジャケット、厚
板接合品（板厚150mm）の大型厚肉製品（液晶製造装置部材）など
への適用については開発当初の苦労も交えて紹介する。

＜９＞

10月16日（土）
13：30～15：00

アルミダイカスト鋳造における
「環境変化と軽量化への挑戦」
アイシン軽金属㈱　ダイカスト工場
工場長：伊勢呂 考史

自動車部品の軽量化ニ－ズよりアルミダイカスト化が進んでいる。更
に高強度・高精度の要求が追加され難易度が高くなっている中、課題
を解決できるエンジニアの育成が重要である。自身が行ったアルミ化
体験から求めるエンジニアとはなにかを振り返ってみた。皆様と一緒
に考えてみたい 。

＜10＞

10月16日（土）
15：15～16：45

アルミニウム新材料開発によ
る自動車部品軽量化への挑戦
アイシン軽金属㈱
技術開発研究所　生技開発部
部長：吉田 朋夫

地球温暖化を背景に、自動車業界は燃費向上を目的とした車両軽量化
ニーズが高まっている。アルミ化は車体軽量化に有効な手段であり、
弊社は新材料開発を行いながら、競合に対して差別化を行っている。
講義では、自身が経験した開発事例を紹介しながら、技術者のあるべ
き姿について考える。

＜11＞

10月23日（土）
13：30～15：00

アルミホイール製造と新製品
開発事例
㈱TAN-EI-SYA
執行役員　業務本部長　兼
品質保証本部長：木村　健

軽合金製自動車ホイール製造における開発～量産製造の流れ、主要製
法である鍛造＆塑性加工を中心とした工程概要と特徴の解説、及びそ
の技術を活かした異業種製品への取り組み事例について述べる。

＜12＞

10月23日（土）
15：15～16：45

世界へ広がる日立の鉄道モノづくり
㈱日立製作所
鉄道ビジネスユニット　笠戸事業所
笠戸交通システム統括本部
車両生産本部　本部長：茂山 正明

日立製作所笠戸事業所が鉄道車両を製作開始してから100年を迎えよ
うとしている。扱う素材は鉄からステンレス、アルミ合金へと変わり、
現在、アルミ合金に特化した車両製造で、国内のみならず海外へ積極
的に展開している。本講義では、素材を軸に鉄道車両製造の変遷につ
いて述べる。

＜13＞

10月30日（土）
13：30～15：00

航空宇宙分野におけるアルミ
ニウム合金
三菱重工業㈱
総合研究所　製造研究部
主席研究員：高橋 孝幸

航空機には、比強度、製造性の観点からアルミ合金が多く適用されて
おり、近年、さらなる特性向上のニーズも高まっている。本講義では,
機体製造会社における材料技術者の役割を紹介するとともに、航空宇
宙材料に求められる特性、品質を解説する。また、最近の航空宇宙用
アルミ合金の技術動向と今後の展望についても概説する。

＜14＞

10月30日（土）
15：15～16：45

アルミ加工産業の将来動向と
課題について
富山大学　学長特命補佐
元アイシン軽金属㈱
副社長：村上　哲

国内アルミ産業においては、1980年代の製錬事業から撤退以降、アル
ミ加工産業として成長してきた。しかし今後の成長が期待できない中、
競争力を発揮できるビジネスモデル構築が必要となっている。その状
況の下、アルミ加工産業の将来動向と克服すべき技術課題について、
技術経営面を踏まえ述べる。

10月30日（土）
18：30～20：30

技術交流会（懇親会）
（受講生、講師、科目コーディネータ、
事務局）

立食で受講生相互の交流を深めるとともに、講義で質問できなかった
こと、或いは感想、要望等について講師の方々と直接話し合いながら
人的ネットワークの構築を図る。（要参加費）

＜15＞
※開催日時は
後日連絡

工場見学 ※開講期間内の平日に実施 「C：アルミ加工産業コース」（P22）の工場見学を行う。

※「C：アルミ加工産業コース」のこれまでの工場見学コース
H21年度：ワシマイヤー㈱、三協立山アルミ㈱　新湊工場、三協マテリアル㈱　奈呉工場、アイシン軽金属㈱
H22年度：武内プレス工業㈱、YKK AP㈱　黒部事業所
H23年度：三協マテリアル㈱、アイシン軽金属㈱、ワシマイヤー㈱、宮越工芸㈱
H24年度：武内プレス工業㈱、YKK AP㈱　黒部事業所
H25年度：アイシン軽金属㈱、富山住友電工㈱、三協立山㈱　三協マテリアル社　新湊東工場、㈱TAN-EI-SYA
H26年度：武内プレス工業㈱、YKK AP㈱　黒部事業所
H27年度：三協立山㈱　三協マテリアル社　奈呉工場、三協アルミ社　射水工場、アイシン軽金属㈱、㈱TAN-EI-SYA
H28年度：武内プレス工業㈱、YKK AP㈱　黒部事業所
H29年度：三協立山㈱　三協マテリアル社　奈呉工場、三協アルミ社　射水工場、アイシン軽金属㈱、㈱TAN-EI-SYA
H30年度：武内プレス工業㈱、YKK AP㈱　黒部製造所
R１年度：㈱TAN-EI-SYA、アイシン軽金属㈱、㈱小松製作所　氷見工場
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［ 産業技術論 ］
授業科目名 プラスチック産業特論
開講日程 11 月 6 日　～　12 月 18 日　土曜日　3・4 限

講義のねらい
・プラスチック産業の発展経緯と確立された固有の技術に対する理解を深めること
・専門分野の深い知識・技術力に加え、他の技術分野の知識を幅広く習得すること
・要素技術を理解した上で、複眼的視点からモノづくり全般に活かす能力を身につけること

科目コーディネータ

㈱タカギセイコー 取締役　専務執行役員　開発・技術本部　本部長：田口 浩孝
㈱トヨックス　生産技術部　部長：金井 克雅
三光合成㈱　執行役員　次世代技術部　次長：亀田 隆夫
富山県プラスチック工業会　事務局長：篠島 紀昭

 講義計画　　　★2021年１月現在

＜回＞
講義日時

講義タイトル
★講師所属･職・氏名 講　義　内　容

11月6日（土)
13:30～14:15

開講式
（受講生、科目コーディネータ、事務局）

本養成コース、プラスチック産業特論の主旨説明。受講生等の自己紹
介。事務局からの事務連絡。

＜１＞

11月6日（土)
14:15～15:45

プラスチックの夢/将来
㈱本田技術研究所
四輪R&Dセンター　第３技術開発室
第３ブロック（TKR）
主任研究員：竹内 和夫

自動車の進化の過程で、材料としてのプラスチックがその特性や製法
の進化とともにどのように使われてきたかを振り返る。自動車の進化
ニーズや社会的要請を踏まえ、今後プラスチック部材に期待される材
料や製法の革新について想いを語る。

＜２＞

11月6日（土)
16:00～17:30

汎用樹脂　PVC
：様々な分野で活躍する塩化ビニル樹脂

信越化学工業㈱
塩ビ事業本部　部長：木村　智

汎用樹脂で、多様な特性の発現と加工し易さから広範な用途で使用さ
れる塩化ビニル樹脂について、狙った特性を発現させる配合技術と加
工法、及び塩化ビニル樹脂を取り巻く環境問題や最近の業界動向につ
いて述べる。

＜３＞

11月13日（土）
13:30～15:00

汎用樹脂　PP
：最軽量樹脂ポリプロピレンの特性と
その可能性について

日本ポリプロ㈱　材料技術センター
副センター長：安達　穣

最軽量樹脂であるオレフィン系プラスチックのポリプロピレンに重点
を置き、その優れた機械特性・成形加工性について解説。製品設計の
革新事例等を用い、樹脂の特徴・成形技術について紹介する。

＜４＞

11月13日（土）
15:15～16:45

エンジニアリング樹脂
：高耐熱エンジニアリングプラスチック
スに対する市場要求の変化と材料開発

ポリプラスチックス㈱
テクニカルソリューションセンター
主任研究員：長永 昭宏

近年の市場環境の変化に伴うエンプラへの要求の変化とそれに対する
材料、ソリューション開発について説明する。EV/HEV、スマホ向
けアイテムなどを例に、最近の具体的開発事例を紹介する。

＜５＞

11月20日（土）
13:00～14:30

エンジニアリング樹脂　PC
：明日の未来を創る材料開発

三菱エンジニアリングプラスチックス㈱
第１事業本部　技術部　材料開発グ
ループ　主任研究員：早川 淳也

エンジニアリングプラスチックのポリカーボネートは、透明性・耐衝
撃性・耐熱性・難燃性に優れた非晶性樹脂であり、様々な用途に広く
展開されている。樹脂の特性、これまでの開発事例、および今後の動
向について解説する。

11月20日（土）
14:30～15:15 受講生交流会 立席での懇談により、受講生相互のコミュニケーションを図る。

<６>

11月20日（土）
15：15～16：45

プラスチック成形加工機械の
仕組みと最新の制御・成形技術
㈱日本製鋼所　成形機事業部
市場開発部　部長：植田 祐治

私たちの日常生活に欠かせないプラスチック製品。ペレットの製造か
ら最終製品の成形に至るまでの各種プラスチック成形加工機械の概要
を紹介するとともに、特に射出成形機にスポットをあて、その仕組み、
最新の制御技術および射出成形技術（DSI、物理発泡成形など）につ
いて解説する。
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＜７＞

11月27日（土）
13:30～15:00

樹脂流動シミュレーションの活用
三光合成㈱　執行役員
次世代技術部　次長：亀田 隆夫

プラスチック材料は、成形過程における材料の緩和と成形時間が近い
ために、成形条件によって製品の品質は大きく変わることを詳解する。
また、製品の品質を金型製作前に予測することで、ものづくりに活か
すための解析の利用方法について議論する。

＜８＞

11月27日（土）
15:15～16:45

射出成形用金型と金型製造技術
三光合成㈱　T＆Eビジネスユニット
工場長代理：小林 立雄

プラスチック射出成形用金型の基礎的な構造からその製造技術までを
紹介する。特に、プラスチック製品を生産するためのツールとして、
その生産性を高める観点から金型に盛り込まれている最新技術を交え
ながら述べる。

＜９＞

12月4日（土）
13:30～15:00

新たな複合材成形技術の開発
と実用化への挑戦
㈱タカギセイコー
開発部　課長代理：坂　正也

日進月歩する自動車業界において車体軽量化が時代のニーズとなり、
金属部品の樹脂化が進む中、強度確保や大量生産対応が課題となって
いる。これを克服する複合材（FRP）成形技術を開発し、量産実用化
した事例について紹介する。

＜10＞

12月4日（土）
15:15～16:45

プラスチック会社から医薬品
会社へ
ファーマパック㈱　BFSカンパニー
生産技術部　部長：浅井 敏正

医薬品に使用するプラスチック容器を製造する会社が、 BFSS（ブ
ロー・フィル・シール・システム）という特殊技術を用いて、 医薬品
そのものを製造する会社を設立した。BFSS技術の魅力と世界におけ
るBFSS技術の動向について、 会社設立から現在に至るまでの会社の
成長と従業員の思いを交え紹介する。

＜11＞

12月11日（土）
13:30～15:00

商品・技術開発のあるべき姿
㈱トヨックス
生産技術　顧問：森岡 政幸

「風が吹けば桶屋が儲かる」の風は環境変化で、桶屋は企業とも言える。
風の影響予測なしで商品開発はあり得ず、変化を先取りした企業が生
き残ってきた。しかし、それが人類の普遍的な幸福に繋がる真の付加
価値であるとは限らない。

＜12＞

12月11日（土）
15:15～16:45

プラスチックへのめっき技術
：樹脂表面の金属化処理が新たな付加
価値を生み出す

奥野製薬工業㈱
名古屋支店　名古屋表面処理営業部
技術担当　次長：北　晃治

自動車、家電製品、水廻り部品、遊戯器具、雑貨などの装飾用、電気・
電子部品の電磁波遮蔽目的、およびプリント配線板、パッケージ基板、
アンテナ部品などの回路形成と広い分野で使用されるプラスチック
めっきについて、基本技術および最近のトピックスについて紹介する。

＜13＞

12月18日（土）
13:30～15:00

樹脂の基礎知識
：歴史、構造・物性と評価法

元㈱三井化学分析センター：広瀬 敏行

プラスチックは、現代の生活に無くてはならない素材となっているが、
その種類・用途は多岐にわたり、一般に分かりづらいものとなっている。
本講義では、樹脂開発の歴史、製法、構造、物性、評価法などを整理
し解説するとともに今後の在り方について考察する。

＜14＞

12月18日（土）
15:15～16:45

企業経営における環境変化への
対応〜技術開発面からの考察〜
富山県プラスチック工業会長
㈱タカギセイコー
代表取締役会長：八十島 清吉

『技術・品質・創意・挑戦』を社是とするタカギセイコーは80年にわ
たりプラスチック製品を通して社会に貢献してきた。環境変化への対
応の歴史を技術開発面から捉え、変化への対応がいかに重要かを紹介
し、また今後の技術戦略についても考える。

12月18日（土）
18:30～20:30

技術交流会（懇親会）
（受講生、講師、科目コーディネータ、
事務局）

立食で受講生相互の交流を深めるとともに、講義で質問できなかった
こと、或いは感想、要望等について講師の方々と直接話し合いながら
人的ネットワークの構築を図る。（要参加費）

<15>
※開催日時は
後日連絡

工場見学 ※開講期間内の平日に実施 「D：プラスチック産業コース」（P24）の工場見学を行う。

※「D：プラスチック産業コース」のこれまでの工場見学
H26年度：㈱トヨックス、三晶技研㈱、㈱リッチェル
H27年度：㈱タカギセイコー　新湊工場、三協化成㈱、三光合成㈱　富山工場
H28年度：阪神化成工業㈱、㈱トヨックス、㈱リッチェル
H29年度：㈱タカギセイコー　新湊工場、三協化成㈱、三光合成㈱　テクニカルセンター
H30年度：ファーマパック㈱、㈱リッチェル、㈱トヨックス
R１年度：㈱タカギセイコー　新湊工場、三光合成㈱　テクニカルセンター
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［ 産業技術論 ］
授業科目名 医薬製剤産業特論
開講日程 1 月 8 日　～　2 月 26 日　土曜日　3・4 限　　※ 1 月 15 日は休講

講義のねらい
・医薬製剤産業の発展経緯と確立された固有の技術に対する理解を深めること
・専門分野の深い知識・技術力に加え、他の技術分野の知識を幅広く習得すること
・要素技術を理解した上で、複眼的視点からモノづくり全般に活かす能力を身につけること

科目コーディネータ
協和キリンプラス㈱　高岡営業所長：中田 哲也
ダイト㈱　生産本部　副本部長：中嶋 義徳

【アドバイザー】富山大学　研究推進機構　学術研究・産学連携推進本部　支援員：熊田 重勝

 講義計画　　　★2021年１月現在

＜回＞
講義日時

講義タイトル
★講師所属･職・氏名 講　義　内　容

1月8日（土）
13:30～14:15

開講式
（受講生、科目コーディネータ、事務局）

本養成コース、医薬製剤産業特論の主旨説明。受講生等の自己紹介。
事務局からの事務連絡。

＜１＞

1月8日（土）
14:15～15:45

製薬産業の概況
：薬都とやまの未来

富山県　厚生部　くすり政策課
課長：青柳 ゆみ子

製薬産業はどの国でも厳格な「規制産業」であり、ニーズすなわち疾
病であるという特殊性から、他の産業と発展の戦略は大きく異なる。
一方で、人口減少、高齢化、規制の国際標準化等、社会自体も大きく
変わってきている。県内企業はこれまで高品質な医薬品の生産で成長
を続けてきたが、10年後はどうなっているのだろうか？未来を考える
ための「過去と現在」を概説する。

＜２＞

1月8日（土）
16:00～17:30

先用後利が原点！広貫堂のイ
ノベーション
㈱広貫堂
代表取締役：塩井 保彦

「先用後利って何？」をテーマに日本の伝統文化である配置薬から、
薬都とやまのくすりの歴史と広貫堂の142年にわたるイノベーション
について、様々なチャレンジを紹介する。

＜３＞

1月22日（土）
13:30～15:00

薬事と医薬製剤産業環境
アステラス ファーマ テック㈱
生産技術部　部長：高橋 充博

薬事の観点から、医薬品製剤産業のビジネス環境変化（規制、業界動向）
を紹介する。薬事規制の背景を知ることで、薬事法、PIC/S、ICHの
ガイドラインの理解を深め、さらに、モノづくり全般に生かす能力を、
ディスカッションする。

＜４＞

1月22日（土）
15:15～16:45

新薬開発
：創薬研究について

富士フイルム㈱
R&D統括本部　有機合成化学研究所
研究マネージャー：田中　正

新薬開発の概略及び医薬品産業を取り巻く環境について述べた後、新
薬開発の難しさ、課題、戦略及びその将来像について解説する。また、
弊社における研究戦略及びこれまでの創薬研究について事例を挙げて
紹介する。

＜５＞

1月29日（土）
13:00～14:30

医薬品原薬の生産
：品質をプロセスで作り込む

協和ファーマケミカル㈱　技術部
マネージャー：横江 公三子

医薬品の有効成分である原薬（API）の生産において、プロセス開発
から製造設備を使用した製造（プロセスバリデーション、商業生産）
に至るまでに必要な規制対応、データ取得などについて、概要を解説
する。

1月29日（土）
14:30～15:15 受講生交流会 立席での懇談により、受講生相互のコミュニケーションを図る。

＜６＞

1月29日（土）
15:15～16:45

高薬理活性医薬品を取り扱う
医薬品製造施設の設計と運用
ダイト㈱　信頼性保証本部
品質保証室　部長代理：砂場　学

抗がん剤、ホルモン剤などの高薬理活性医薬品を研究開発あるいは製
造を行う場合、一般医薬品の設計の考えに加えて、作業員への健康被
害、環境に対する影響を科学的に評価し、その対策を設計と運用に盛
り込む必要がある。そこで、弊社の製造施設を実例にして、製造施設
の設計施工と運用管理について紹介する。

＜７＞

2月5日（土）
13:30～15:00

薬剤学（基礎）と医薬品開発事例
：特殊な医薬品の開発を目指して

東亜薬品㈱　研究開発本部
製剤研究部　部長：林　達之

医薬品は錠剤、注射剤、坐剤、軟膏剤などに製剤加工されて体に投与
される。薬剤学概論では投与された医薬品がどのように吸収され、作
用部位に到達してその薬効を現すのかの概略を解説する。また、吸入
剤など特殊な医薬品の開発事例を用い、医薬品開発の面白さ、困難さ
の一例を紹介する。
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＜８＞

2月5日（土）
15:15～16:45

ジェネリック医薬品の製剤開発
：経口固形剤を中心として

日医工㈱　開発・企画本部
製剤開発部長：熊田 俊吾

ジェネリック医薬品の開発は、特許の回避、先発品の徹底分析、製剤
試作及び試作品の評価を行っていく。そして完成した製剤について
安定性試験やヒトBE試験を行い、得られた結果を元に承認申請する。
本講義では、最近の業界動向を踏まえつつ、これら一連の開発業務に
ついて解説する。

＜９＞

2月12日（土）
13:30～15:00

経皮吸収技術に基づく製剤開発
リードケミカル㈱
医薬研究部　部長：松澤 孝泰

生体バリアーである皮膚を通して薬を吸収させるという経皮吸収剤の
発想の原点、その開発初期の基本戦略と有効性を証明するために実施
した実験例を踏まえ、経皮吸収剤という医薬品の新しいジャンルを切
り開いていったエピソードについて紹介する。

＜10＞

2月12日（土）
15:15～16:45

新薬開発動向と凍結乾燥製剤
技術
㈱富士薬品
生産事業本部
技術開発部長：野上 俊宏
生産事業本部
第二製造部主幹：伊藤 勝彦

我が国の新薬開発におけるモダリティはバイオ系に大きくシフトして
いる。今回各社バイオ系注射剤の新薬開発動向について捉え、医療の
求める医薬について解説する。またバイオ系製剤の基幹技術である凍
結乾燥製剤技術について解説する。

＜11＞

2月19日（土）
13:30～15:00

眼科用剤の開発・製造・販売の
ビジネスモデル
日東メディック㈱　研究開発本部長
兼　信頼性保証部長：中井 俊輔

ジェネリック医薬品の開発から工業化、販売までを行う弊社において、
開発から工業化、市場の知識について、眼科用剤の視点から解説する。
ワンストップで行う事業のメリットや成長の過程も述べる。

＜12＞

2月19日（土）
15:15～16:45

医薬品開発段階での受託製造
サービス
富士化学工業㈱　信頼性保証本部　
品質保証部　担当部長：勝山 準次

多くの製薬メーカーに提供している開発段階からの受託製造サービス
について紹介する。弊社は独自のクローズドサイクルスプレードライ
を用いた難溶性薬物の非晶質化及び固体分散体による吸収性改善技
術、ならびに治験原薬及びその中間体製造の有機合成技術を有してい
る。それらのコンセプトや最近の課題について説明する。

2月19日（土）
18:30～20:30

技術交流会（懇親会）
（受講生、講師、科目コーディネータ、事務局）

立食で受講生相互の交流を深めるとともに、講義で質問できなかった
こと、或いは感想、要望等について講師の方々と直接話し合いながら
人的ネットワークの構築を図る。（要参加費）

＜13＞

2月26日（土）
13:30～15:00

「体外診断用医薬品」の可能性
㈱ニッポンジーン
代表取締役専務：米田 篤史

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で検査の重要性が広
く世の中に認知されると共に、「PCR検査」「抗原検査」「抗体検査」と、
感染症の診断には複数の検査方法が存在することも世の中に浸透する
こととなった。現在の医療活動の中で必要不可欠な「体外診断用医薬
品」を紹介すると共に、得意とする「遺伝子」と「抗体」の技術で様々
な検査方法に対応している弊社の事例を用いて、体外診断用医薬品の
可能性について紹介する。

＜14＞

2月26日（土）
15:15～16:45

将来の医薬品業界を担うエン
ジニアのために
協和ファーマケミカル㈱
代表取締役社長：大島 悦男

生命科学の急速な進歩と医療行政の変化によって医薬品業界は今後も
激変が予想される。自らの創薬研究、開発マネジメント、原薬ビジネ
ス等の経験を通して、業界の将来を担うエンジニアに期待することを
述べたい。

<15>
※開催日時は
後日連絡

工場見学 ※開講期間内の平日に実施 「E：医薬製剤産業コース」（P26）の工場見学を行う。

※「E：医薬製剤産業コース」のこれまでの工場見学
H21年度：東亜薬品㈱　富山工場、富山化学工業㈱、ダイト㈱、㈱廣貫堂　滑川工場
H22年度：日東メディック㈱、リードケミカル㈱、日医工㈱　滑川工場
H23年度：アステラス富山㈱、金岡邸、テイカ製薬㈱、㈱廣貫堂　呉羽工場
H24年度：㈱陽進堂、阪神化成工業㈱、富士化学工業㈱
H25年度：アステラス ファーマ テック㈱　富山技術センター、富山大学　民族薬物資料館、㈱富士薬品、朝日印刷㈱
H26年度： （Aコース）第一ファインケミカル㈱、アステラス ファーマ テック㈱　高岡工場、㈱廣貫堂　呉羽工場  

（Bコース）富山化学工業㈱、㈱池田模範堂、富士製薬工業㈱　富山工場
H27年度： （Aコース）㈱陽進堂、日東メディック㈱ 、東亜薬品㈱　西本郷工場  

（Bコース）㈱タイヨーパッケージ、日医工㈱　滑川事業所、テイカ製薬㈱
H28年度： （Aコース）アステラス ファーマ テック㈱　富山技術センター 、リードケミカル㈱　久金工場　久金東工場  

（Bコース）富士化学工業㈱　郷柿沢工場、 ㈱富士薬品　富山工場
H29年度： （Aコース）富山化学工業㈱、富士製薬工業㈱　富山工場  

（Bコース）協和ファーマケミカル㈱、アステラス ファーマ テック㈱　高岡工場
H30年度： （Aコース）㈱陽進堂、日東メディック㈱  

（Bコース）㈱廣貫堂　滑川工場、㈱富士薬品　富山工場・富山第二工場
R１年度： （Aコース）協和ファーマケミカル㈱、アステラスファーマテック㈱　高岡工場  

（Bコース）リードケミカル㈱　久金工場、富士製薬工業㈱  
（Cコース）和漢医薬学総合研究所、大学病院（検査部・薬剤部）
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４．講師紹介
専門技術論講師紹介
※…次世代スーパーエンジニア養成コース事務局の連絡先です。事務局より講師に連絡します。

電機システム工学特論（メカトロニクスとAI/IoT）

講師名
★所属

（教育研究分野）
役職

連絡先 専　　門

神代　　充

富山大学
学術研究部工学系
（制御システム工学）
教授

電話：076-445-6800
e-mail：jindai@eng.
u-toyama.ac.jp

人との身体的インタラクションロボットシステ
ム、及びモデル・ベースド・ビジョンに基づく自
己位置や対象物の種類・姿勢推定の研究に従事。

笹木　　亮

富山大学
学術研究部工学系
（制御システム工学）
教授

電話：076-445-6801 
e-mail：tsasaki@eng.
u-toyama.ac.jp

移動ロボットによる画像を用いた大規模環境位置
計測、手術支援機器のためセンサ開発に関する研
究に従事。

関本　昌紘

富山大学
学術研究部工学系
（知能機械学）
講師

電話：076-445-6798
e-mail：sekimoto@eng.
u-toyama.ac.jp

冗長自由度ロボットのマニピュレーション、多関
節運動の力学解析に関する研究に従事。

清田　恭平

富山大学
学術研究部工学系
（エネルギー変換工学）
助教

電話：076-445-6687
e-mail：kiyota@eng.
u-toyama.ac.jp

自動車用をはじめとする各種リラクタンスモータ
やベアリングレスモータ等磁気浮上モータの、高
効率化、高出力化、低騒音化および低コスト化に
関する研究に従事。

大路　貴久

富山大学
学術研究部工学系
（エネルギー変換工学）
教授

電話：076-445-6943※
e -ma i l：oh j i@eng .
u-toyama.ac.jp

電磁力応用工学を専門とし、磁気浮上技術を利用
した回転機や搬送システム、非接触電力伝送、電
磁アクチュエータ・センサ、電磁界解析等、電気・
磁気利用に関する研究に従事。

戸田　英樹

富山大学
学術研究部工学系
（知能ロボット工学）
准教授

電話：076-445-6686
e -ma i l：toda@eng .
u-toyama.ac.jp

パワーアシスト、生体が特異的に見せる制御方法
に関する研究、MRI、MEG、脳波、味覚計測など
生体の計測技術に関わる中、世界最高速の気体セ
ンサの開発に成功。後に富山大学工学部に赴任し
福祉機器・ロボティクスの研究に従事。

三原　　毅

東北大学大学院
工学研究科
（機械情報計測）
教授

電話：022-795-7357
e - m a i l ： m i h a r a @
tohoku.ac.jp

主に超音波を用いた構造部材の材料評価。圧電セ
ンサー・計測システムの開発。き裂を中心とした
欠陥計測・評価。

白鳥　智美

富山大学
学術研究部工学系
（機能材料加工学）
教授

電話：076-445-6788
e-mai l：shira@eng.
u-toyama.ac.jp

マイクロ加工、塑性加工、プラズマおよびレーザ
加工、可視化等の技術開発と現象解明に従事。生
産管理や品質管理、製造技術、工程設計を通じた
工場管理の経験有り。

本田　和博

富山大学
学術研究部工学系
（通信・ネットワーク工学）
講師

電話：076-445-6759
e-mail：hondak@eng.
u-toyama.ac.jp

通信システム工学を専門とし、MIMOアンテナの
開発、Over-The-Air評価装置の開発、生体電磁影
響を考慮したアンテナの評価、に関する研究に従
事。

小熊　　博

富山高等専門学校
電子情報工学科
（無線通信ネットワーク）
教授

電話：0766-86-5284
e-mai l：oguma@nc-
toyama.ac.jp

衛星系/地上系通信ネットワーク、高精度位置情報
を活用したモバイル－クラウド連携、エネルギー
マネージメントなどの研究に従事。
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参沢　匡将

富山大学
学術研究部工学系
（システム工学）
准教授

電話：076-445-6753
e-mail：misawa@eng.
u-toyama.ac.jp

人工知能（特にエージェント、強化学習）に関す
る研究、近年は脳科学の応用であるBCIの研究に
従事。

唐　　　政

富山大学
学術研究部工学系
（ニューラルネット）
教授

電話：076-445-6752
e-mail：ztang@eng.
u-toyama.ac.jp

ニューラルネットワークをはじめとする人工知能
とその応用に関する研究に従事。

スマートマニュファクチャリング特論

講師名 所属
役職 連絡先 専　　門

白鳥　智美

富山大学
学術研究部工学系
（機能材料加工学）
教授

電話：076-445-6788
e-mai l：shira@eng.
u-toyama.ac.jp

マイクロ加工、塑性加工、プラズマおよびレーザ
加工、可視化等の技術開発と現象解明に従事。生
産管理や品質管理、製造技術、工程設計を通じた
工場管理の経験有り。

岡根　正樹

富山高等専門学校
機械システム工学科
（機械システム工学）
教授

電話：076-493-5469
e-mai l：okane@nc-
toyama.ac.jp

材料力学、材料強度学、材料の強度特性に関する
実験的検討が専門。最近は、摩擦攪拌による鉄鋼
材料とアルミニウム合金異種金属接合体の作製
と、それらの静的ならびに疲労強度特性に関する
研究に従事。

小熊　規泰

富山大学
学術研究部工学系
（強度設計工学）
教授

電話：076-445-6776
e-mail：oguma@eng.
u-toyama.ac.jp

金属疲労、トライボロジー、機械部品の健全性評
価に関する研究に従事。

デジタルエンジニアリング特論

講師名 ★所属
　役職 連絡先 専　　門

白鳥　智美

富山大学
学術研究部工学系
（機能材料加工学）
教授

電話：076-445-6788
e-mai l：shira@eng.
u-toyama.ac.jp

マイクロ加工、塑性加工、プラズマおよびレーザ
加工、可視化等の技術開発と現象解明に従事。生
産管理や品質管理、製造技術、工程設計を通じた
工場管理の経験有り。

笹木　　亮

富山大学
学術研究部工学系
（制御システム工学）
教授

電話：076-445-6801 
e-mail：tsasaki@eng.
u-toyama.ac.jp

移動ロボットによる画像を用いた大規模環境位置
計測、手術支援機器のためセンサ開発に関する研
究に従事。
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基礎医薬工学特論

講師名 ★所属
　役職 連絡先 専　　門

小松かつ子

富山大学和漢医薬
学総合研究所
（資源開発分野）
教授

電話：076-434-7601
e-mail：katsukok@inm.
u-toyama.ac.jp

和漢薬の永続的利用を目指して、国内外の薬用植
物の資源調査と収集した植物・生薬の遺伝的・成
分的・薬理学的多様性を解析する研究に従事。ま
た、生薬の品質のレギュレーションや栽培研究も
行う。

阿部　　仁

富山大学
学術研究部工学系
（有機合成化学）
教授

電話：076-445-6943※
e-mai l：abeh@eng.
u-toyama.ac.jp

有機合成化学（複雑な構造を持つ有機分子の骨格
構築法の開発と生物活性を有する天然有機分子の
化学合成。複素環化学やヘテロ原子化学に関連す
る有機合成）。

豊岡　尚樹

富山大学
学術研究部工学系
（生体機能性分子工学）
教授

電話：076-445-6859
e-mail：toyooka@eng.
u-toyama.ac.jp

生体機能性分子工学（有機合成化学を用いた新規
医薬品の開発、糖尿病、アルツハイマー病、ニコ
チン受容体に基づく脳機能改善薬など）。

櫻井　宏明

富山大学
学術研究部薬学・
和漢系
（がん細胞生物学）
教授

電話：076-434-7520
e-mail：hsakurai@pha.
u-toyama.ac.jp

がん細胞の増殖や転移に関わる細胞内シグナル伝
達機構のについて、主にタンパク質リン酸化を中
心にした新規シグナル経路の同定を目指した分子
生物学研究に従事。

宮﨑　　章

富山大学
学術研究部工学系
（精密無機合成化学）
准教授

電話：076-445-6824
e-mail：miyazaki@eng.
u-toyama.ac.jp

精密無機合成化学（電気伝導性・磁性を示す有機
分子・金属錯体・有機金属錯体からなる分子性結
晶の開発など）。

大嶋　　寛

大阪市立大学
名誉教授
（晶析工学・バイオ
マス）・関西化学機
械製作㈱
取締役
R&D研究所長

電話：06-6419-7121
e-mail：ooshima@kce.
co.jp
（＊件名の文頭に【次世代
SE受講生】と記載のこと）

晶析工学（医薬原薬・中間体の結晶製造において
は、所望の特性を持った結晶を再現性良く確実に
製造することが要求される。そこで、試行錯誤か
ら脱した科学的根拠に基づく晶析操作を探る）。

遠田　浩司

富山大学
学術研究部工学系
（環境分析化学）
教授

電話：076-445-6864
e-mail：tohda@eng.
u-toyama.ac.jp

環境分析化学（生体内環境をモニターするオプ
ティカル糖センサの開発、環境水中重金属モニ
ター用イオン選択性電極の開発など）。

田村　和弘
金沢大学理工研究域
（化学工学基礎・物性）
教授

電話：076-234-4804
e - m a i l ： t a m u r a @
se.kanazawa-u.ac.jp

化学プロセスにおける気－液－固相平衡、超臨界
流体中での溶解・拡散現象に関する測定技術の開
発および熱力学・物理化学的理論を背景としたモ
デル化・計算手法に関する研究に従事。

米持　悦生

星薬科大学
薬学部薬品物理化
学研究室
教授

電話：03-5498-5048
e-mail：e-yonemochi@
hoshi.ac.jp

医薬品原薬・製剤の物性評価法の開発、および製
剤開発への物性情報適用手法の研究、また、原薬・
製剤の物性最適化のための分子設計への計算科学
の応用研究に従事。

中路　　正

富山大学
学術研究部工学系
（生体材料設計工学）
准教授

電話：076-445-6552
e-mail：nakaji@eng.
u-toyama.ac.jp

高分子材料化学・タンパク質工学・細胞生物学・
再生医工学（高分子を応用した機能材料開発、高
分子とタンパク質を複合化させた機能性バイオマ
テリアルの開発を中心に研究を進めている）。
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伊野部智由

富山大学
学術研究部工学系
（タンパク質システム工学）
准教授

電話：076-445-6551
e-mai l：inobe@eng.
u-toyama.ac.jp

タンパク質システム工学（プロテアソームによる
タンパク質分解の分子メカニズム解明と分解制御
技術の開発、自己集積型超複合タンパク質の開
発）。

製剤工学特論

講師名 ★所属
　役職 連絡先 専　　門

大貫　義則

富山大学
学術研究部薬学・
和漢系
（製剤設計学）
客員教授

電話：076-445-8827
e-mai l：onuki@pha.
u-toyama.ac.jp

製剤の処方設計や製造プロセスの最適化など、製
剤開発の重要課題を対象とした製剤化研究に従
事。また、分子イメージング技術などを利用した
製剤物性研究に従事。

岡田康太郎

富山大学
学術研究部薬学・
和漢系
（製剤設計学）
客員助教

電話：076-434-7803
e-mail：kokada@pha.
u-toyama.ac.jp

NMR緩和の観測を用いた、医薬製剤における物性
評価法の開発研究に従事。固形剤から液剤までさ
まざまな製剤を対象に、製剤開発で発生する諸問
題について、分子運動性をキーワードに現象の理
解を目指す。

吉田　正道

富山大学
学術研究部都市デ
ザイン学系
（材料プロセス工学）
准教授

電話：076-445-6836
e-mail：yoshida@sus.
u-toyama.ac.jp

医薬品原末他の高機能材料製造プロセスにおける
乾燥操作の最適化・効率化を目指した、熱物質の
移動現象論に基づく理論的研究、および計測手法
の開発研究に従事。

市川　秀喜
神戸学院大学
薬学部製剤学研究室
教授

電話：078-974-1551
e-ma i l： ich ikawa@
pharm.kobegakuin.ac.jp

医薬品の微粒子コーティングのための素材・処方
設計とプロセス開発、および放出制御型微粒子製
剤の粒子設計法に関する研究に従事。

森部久仁一

千葉大学大学院
薬学研究院
製剤工学研究室
（製剤工学）
教授

電話：043-226-2865
e-mail：moribe@faculty.
chiba-u.jp

分子製剤学の視点に基づいた研究、具体的には難
水溶性薬物の溶解性改善製剤の開発と固体及び溶
液・懸濁状態における物性評価に関する研究に従
事している。

黒岡　武俊

富山大学
学術研究部工学系
（プロセスシステム工学）
准教授

電話：076-445-6829
e-mail：kurooka@eng.
u-toyama.ac.jp

プロセスシステム工学を専門とし、製造業におけ
るプロセスの設計・制御・運転管理手法の開発お
よび改善に関する研究に従事。
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２．受講希望科目
　コース受講希望者は、合計 5 科目以上となるように「○」印をつけてください。（但し、MOT は必修）
　科目受講希望者は、希望する科目に「○」をつけ、工場見学の欄内に英文字が２つ以上ある科目は必ず1文字を選択（「○」で囲む）してください。

〒

※ 携帯番号（会社不在時の連絡用） ※ E-mail　（資料送付のため携帯電話不可）

男 女 年 月 日 年度

所　属
〒

 電話番号  FAX 番号

次世代スーパーエンジニア養成コース　2021年度受講申込書
令和　　　　　年　　　　月　　　　日１．受講申込

　全ての項目にご記入下さい。特に ※ 印箇所は必ずご記入ください。

専門技術論 基礎医薬
工学特論

製剤
工学特論

電機システム
工学特論

スマート
マニュファクチャリング特論

デジタル
エンジニアリング特論

受講希望科目
（工場見学選択） （　Ａ　Ｂ　C　D　）（ A B C D E ） （　Ａ　Ｂ　C　D　） （　E　） （　E　）

産業技術論 実践技術経営特論
MOT

プラスチック
産業特論

医薬製剤
産業特論

電気・メカトロニクス
産業特論

機械材料システム
産業特論

アルミ加工
産業特論

受講希望科目
（工場見学選択） （ A B C D E ） （　A　） （　B　） （　C　） （　D　） （　E　）
※工場見学　Ａ：電気・メカトロニクス産業コース、Ｂ：機械材料システム産業コース、Ｃ：アルミ加工産業コース
　　　　　　Ｄ：プラスチック産業コース、Ｅ：医薬製剤産業コース
　　　　　　工場見学は定員枠により希望に添えない場合があります。
　　　　　　また、受講申込みが遅い場合、希望の工場見学コースが既に終了している場合があります。

３．学歴・職歴
● 学歴　専攻学科等までご記入ください。

年　月 学　歴　（卒業を記載）

年 月

年 月

● 職歴　これまでの主要な職歴についてご記入ください。　　　　　　　　　　　　　　
年　月 職　　　歴

年 月

年 月

○申込み方法
　必要事項を記載の上、下記「申込み／問合せ先」にメールまたはファックスにてお申込み下さい。尚、受講申込書をメール又は
　ファックスで送付したにも関わらず、一週間以内に事務局よりメールが届かない場合は、お手数ですがご連絡下さい。
　受講申込書をメールで送付の場合は、ホームページ（http://www3.u-toyama.ac.jp/manabina/）のファイルを使用してください。
　コース受講申込みの締め切りは2021年 3月末日です。4 月より開講いたしますのでお早めにお申込み下さい。
　各科目の申込みは随時受け付けております。開講日 2週間前までにお申込み下さい。
　
　
○申込み／問合せ先
　富山大学  研究推進機構  学術研究・産学連携本部  “次世代スーパーエンジニア養成コース”担当  森本、田中
　E-mail：supereng@ctg.u-toyama.ac.jp　ファックス：076-445-6939　電話：076-445-6943（直通）   
　住所：〒930-8555　富山市五福 3190　HP：http://www3.u-toyama.ac.jp/manabina/     

フリガナ 性　別 生年月日（西暦）

氏　　名

過去の受講歴

会社

名　称

住　所

連絡先

自宅住所

連絡先

記入いただいた個人情報は、本事業にかかる教務・学生管理及びアンケート調査並びに富山大学・富山高等専門学校の事業等案内を送付する際の資料等にのみ参考とさせて
いただくもので、他の目的には一切使用いたしません。
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