
 

 

令和元年５月２７日   

                                                           

「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づく特定研究

開発等計画の認定（第２４回）について 

 

中部経済産業局は、令和元年５月２７日付けで「中小企業のものづくり基盤技術の

高度化に関する法律」（中小ものづくり高度化法）に基づく特定研究開発等計画を、

４３件認定しました。 

 

 

１．中小ものづくり高度化法は、中小企業のものづくり基盤技術の高度化を支援すること

により、我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図ることを目的とし

ています。 

中小企業者は、単独又は共同で、特定ものづくり基盤技術に関する研究開発及びその

成果の利用に関する計画（特定研究開発等計画）を作成し、経済産業大臣（経済産業局

長）の認定を受けることができます。 

今回の新規認定件数は４３件（中部経済産業局管内累計認定件数は、８８３件）です。

（＊認定案件の概要については「別紙」を御参照下さい。） 

   

２．「特定研究開発等計画」の認定を受けることにより、戦略的基盤技術高度化支援事業

（通称「サポイン事業」）、中小企業信用保険法の特例等の支援策を受けることができ

ます。 

（参考：令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業については、採択決定後、別途公表

する予定です。） 

 

３．特定研究開発等計画の認定申請は、今後も当局及び各地方経済産業局において受け付

けます。 

  申請先及び申請様式は、下記アドレスをご覧下さい。 

  ◆http://www.chubu.meti.go.jp/interface/php/chubu/kikai/sapoin/index.php 

 
 
 （お問合せ先） 

中部経済産業局 地域経済部 産業技術課長 篠田 

担当：山岡 

電話：０５２－９５１－２７７４(直通)  

 

https://www.chubu.meti.go.jp/
http://www.chubu.meti.go.jp/interface/php/chubu/kikai/sapoin/index.php


 

 

番号 指針分野 所在地 申請者法人番号 申請者名 共同申請者法人番号 共同申請者名 研究開発テーマ

1 情報処理 愛知県 2180001120315 ＡＰＴＪ 株式会社
安全性及び更新性の高い国産車載ソフトウェアプラットフォーム
の開発

2 情報処理 愛知県 9180001045035 株式会社ヴィッツ
先進的モビリティ社会を実現する安全インフラセンサの研究開
発

3 情報処理 愛知県 8180001072534 株式会社テクノスピーチ
AI技術を用いたプロフェッショナル用総合音声制作ツールの研
究開発

4 精密加工 岐阜県 4200001019156 佐藤精密株式会社
金型のダウンサイジング（小型化）を実現する鋳造条件の研究
開発

5 精密加工 岐阜県 6200001019261 ニッケンかみそり株式会社
AIを用いた最適刃先形状の設計技術と高脆弱材への精密刃付
け技術とを連動させた革新的刃物の開発

6 精密加工 三重県 3190001006636 高洋電機株式会社
ウルトラファインバブル・高圧クーラントハイブリット加工による
国産ハステロイ製部品の高精度・高能率加工技術の開発

6220001000517 株式会社松浦電弘社

8120001056336 株式会社ソフトウェアク
レイドル

8 製造環境 岐阜県 2180301012204 株式会社オーイーエス
ゼロエミッションを実現する省エネ型高濃度窒素含有汚水浄化
技術の開発と事業化

9 製造環境 三重県 6190001016509 ミナミ産業株式会社
ウルトラファインバブルを用いた食品の品質改善及びそれに適
した発生装置の開発

10 接合・実装 岐阜県 7200001032222 岐阜スチール株式会社 7180001088928 近藤鉄筋株式会社
鉄筋の先組工法に対応した鉄筋構造物の結束金具及び取付
方法の研究開発

11 接合・実装 岐阜県 1012401008033 第一電通株式会社
サーボプレス機構と高速加熱技術を用いた一方向熱可塑性ＣＦ
ＲＰリベットの革新的ハイサイクル接合技術開発と事業化

12 接合・実装 三重県 8190001015681 東洋工業株式会社
金属製品の高品質化・低コスト化を達成する低温摩擦接合装
置の開発

13 接合・実装 富山県 5020001118058 株式会社スフィンクス・テクノロジーズ
くり返し、安定持続性を備えた狭局所加熱はんだ付けロボット
の開発

14 立体造形 愛知県 6180001074466 中日クラフト株式会社
インライン・インプロセスモニタリング自動レーザ肉盛り溶接シ
ステムの研究開発

15 立体造形 愛知県 8180001066817 チヨダ工業株式会社
国産木質素材の流動成形による“木材の質感”を備えた高級車
車内空間部材の量産化研究開発

16 立体造形 愛知県 8180001094826 株式会社名南ゴム工業所
補聴器の装着を快適にする身体親和性イヤーピース/イヤー
モールドの開発

17 立体造形 岐阜県 2200001017640 株式会社エス・ケイ・ワイ 9200002017385 有限会社　横井モールド 樹脂成型品の表面を光干渉制御技術で加飾する研究

18 立体造形 三重県 2150001005584 岩崎工業株式会社
注射針による医療事故と感染症の発生リスクを解消した、革新
的な動物用無針注射器の研究開発

19 立体造形 富山県 7230001012626 魚岸精機工業株式会社
ダイカスト金型破損の原因解析と解析結果を基とした低廉化金
型の商品化

20 立体造形 石川県 2220001012243 株式会社東振テクニカル
超硬合金積層造形とハイブリッド加工による超薄肉長尺精密ジ
グの革新的製造技術の開発

21 立体造形 石川県 8100001011532 日機工業株式会社
変形性膝関節症治療のための高強度小型立体固定プレート及
び固定方式の開発
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7 精密加工 石川県 2220001009454 マイクロプロセス株式会社
炭素繊維強化複合材加工と生産性を両立するレーザ技術の研
究開発

別 紙



22 表面処理 愛知県 5180001000241 株式会社小沢製作所
温泉水配管の高機能化による保守・管理費用の大幅低減技術
開発

23 表面処理 愛知県 4180001025330 玄々化学工業株式会社 木材用高耐候性塗料とそれを用いた防火性木質建材の開発

24 表面処理 愛知県 9180001119409 株式会社Photo electron Soul
プラズマ励起用途への新規電子ビーム生成システムの研究開
発

25 表面処理 愛知県 6180001009595 株式会社山一ハガネ
湿式処理により蓮の葉構造をナノレベルで再現する安価な撥
水処理技術の研究開発

26 表面処理 三重県 2190001017799 株式会社ディ・アンド・ディ
白華を防止した不燃木材の開発および製品品質管理手法の確
立

27 機械制御 愛知県 8180001078713 株式会社オプトン
FA生産システムの制御ソフトを自動生成する機能を持った「新
型制御装置」の研究開発

28 機械制御 愛知県 6180001021212 株式会社ヤマダ
風力削減に風車を用い、削減過程で発電、その電力により回
転を自己制御し、風害の発生を防ぐ建材の研究開発

29 機械制御 三重県 1190002001786 株式会社一志精工電機
安定した高精度プレス加工を可能にする“加工力調整装置”を
搭載した金型構造及びプレス生産技術の研究開発

30 複合・新機能材料 愛知県 1180001016729 三協化学株式会社
建築物におけるアスベスト含有仕上塗材を安全かつ完全に除
去できる革新的剥離工法の開発

31 複合・新機能材料 愛知県 9180001109137 シーズテクノ株式会社
パワー半導体モジュール用高熱伝導性・耐高電圧窒化ボロン
基板の技術開発と製造

32 複合・新機能材料 愛知県 5180001078872 品野セラミックタイル工業株式会社 4180001062274 タイレックス工業株式会社
暗所でも「消臭・抗菌・抗ウイルス・防汚・防黴」必須５機能を発
現する進化形光触媒「量子触媒ゾル」の研究開発

33 複合・新機能材料 岐阜県 6200001008280 株式会社ビー・アイ・テック 感染治療機能を有する複合材料製人工股関節の研究開発

34 複合・新機能材料 石川県 4013301021866 株式会社白山
高性能プロセッサーの発熱問題を解決する環境調和型電子冷
却モジュールの開発

35 複合・新機能材料 石川県 2220001012400 北陸ファイバーグラス株式会社 熱可塑性樹脂FRPの革新的中空構造部材作製技術の開発

36 複合・新機能材料 石川県 6210001003990 丸八株式会社
航空機部材に適用する熱可塑性CFUDテープを用いたDC/DI
（ダイレクト・コンソリデ―ション／ダイレクト・インスペクション）
プロセスの開発

37 材料製造プロセス 愛知県 9180301015687 カサイ工業株式会社
カスタムメイド型の低融点ガラス粉末（フリット）の試作・生産に
向けた製造プロセス（多変量データ解析による実験計画法を活
用）の開発

38 材料製造プロセス 愛知県 9180001100186  株式会社サンケン
再生グラファイトを用いて作製した多孔質焼結体による高度糞
尿排水処理装置の研究開発

39 材料製造プロセス 岐阜県 8200001018674
カーボンファイバーリサイクル工業株
式会社

水素タンクからのリサイクル炭素繊維連続巻取り技術開発と中
間基材への応用

40 バイオ 岐阜県 1200001016081 厚生産業株式会社 皮膚バリア機能を改善する麹由来化粧品原料の開発と事業化

41 測定計測 愛知県 7180301005649 三信建材工業株式会社
世界初　高精度レーザー打診測定器を搭載した壁面調査ロ
ボットの開発

42 測定計測 愛知県 5180001074161 三精システム株式会社 GPSを使わないドローン位置精密測定装置

43 測定計測 愛知県 3040001000199 株式会社アイ・メデックス
排便リズムの把握に役立つウェアラブル腸電位計測システム
の開発

※所在地は、「主たる研究実施場所」における都道府県名
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