
 

 

 令和５年２月１７日                                                             

第９回ものづくり日本大賞 受賞記念フォーラムにかかる取材の御案内 

～中部地域の受賞者の表彰式・受賞事例の発表を行います～ 

中部経済産業局では、３月７日（火）に、「第９回ものづくり日本大賞」に関する 

中部地域の受賞案件の表彰や受賞事例の発表を行う受賞記念フォーラムを開催します。

今回、新設した「ものづくり日本大賞中部経済産業局長賞」については、初めての表彰

となります。 

当日は、展示ブースにて受賞者へ個別に取材する時間も御用意しておりますので、 

是非、取材をお願いいたします。 

 

１．受賞記念フォーラムの概要 

日 時 ：令和５年３月７日（火）１３：００～１６：３０ 

 （【取材受付時間】１２：３０～１３：００）  

会 場 ：メルパルク名古屋 ２階 平安の間 

    （愛知県名古屋市東区葵３－１６－１６） 

内 容 ：１３：００～ 表彰式・記念撮影 等 

１４：００～ 受賞事例発表  

１６：００～ 名刺交換会 

１６：３０  閉会 

備 考 ：・表彰式・記念撮影の時間帯に、受賞者へ個別に取材することができる

時間がございます。 

・受賞事例の発表はオンラインで同時配信いたします。 

 

２．受賞記念フォーラムに出席する受賞者 

当日は、中部地域で受賞した、経済産業大臣賞：１件、優秀賞：４件、 

ものづくり日本大賞中部経済産業局長賞：６件の受賞者が出席予定です。 

※受賞者一覧、受賞概要は、参考資料を御覧ください。 

 

３．取材要領 

（１）受付 

○受付時間：１２：３０～１３：００ 

○受付場所：メルパルク名古屋 ２階 平安の間 前 

○受付方法：受付は、会場の受付窓口にて行いますので、身分証の提示をお願い

します。お名刺を頂戴いたしますので、準備をお願いします。 

 

 

 

https://www.chubu.meti.go.jp/


 

 

 

（２）撮影取材 

○撮影可能時間：すべて（１３：００～１６：３０） 

○撮影可能会場：メルパルク名古屋 ２階 平安の間 

 

４．取材登録 

 取材を希望される場合は、以下の登録期限までに、必要事項を電子メールで送付して

ください。 

 登録期限：令和５年３月３日（金）１２時 

 送 付 先： bzl-chb-seizo@meti.go.jp 

 

 送付の際は、メールの件名を必ず「第９回ものづくり日本大賞 受賞記念フォーラム 

取材登録」とし、本文に「会社名・支社名」「取材者の氏名（ふりがな）」「属性 

（記者、ムービー（カメラマン、アシスタント））」「電話番号」「E-mailアドレス」

を明記願います。 

 

５．その他 

① 当日は、自社腕章を着帯ください。 

② 当日の取材場所、会場への入退室、カメラ撮りのタイミング等は係員の指示に従って

ください。 

③ 取材関係者のための控え室・駐車場は特に用意しておりません。 

④ 新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用やアルコール消毒、受付時にお

ける検温、ソーシャルディスタンスの確保等の御協力をお願いします。また、当日、

風邪の症状、３７．５度以上の熱、強いだるさ、息苦しさ等がある場合は御来場をお

控え願います。 

 

    （お問合せ先） 

   中部経済産業局 産業部 製造産業課長 片桐  

     担当：伊野 

      電話：０５２－９５１－２７２４（直通）  

 

https://www.chubu.meti.go.jp/
mailto:bzl-chb-seizo@meti.go.jp


～受賞記念フォーラム～

主催／中部経済産業局

令和
５年 日㊋月

申込締切
令和5年３月３日㊎12：00まで

ものづくり
日本大賞

 ホテルメルパルク名古屋
２階 平安の間（名古屋市東区葵３-16-16）

配信会場

全体プログラム
13:00 ～ 表彰式・記念撮影
14:00 ～ 受賞事例発表　※オンライン同時配信
16:00 ～　名刺交換会
16:30　　閉会

定員 オンライン 最大 100名 申込方法
裏面のお申込み専用URL
よりお申し込みください。

参加無料 要事前申込要事前申込

第９回

14:00 ～ 16:00 受賞事例発表
（オンライン同時配信）

今回より「ものづくり日本大賞中部経済産業局長賞」を新設
受賞事例発表をオンライン同時配信

受賞案件については、裏面をご参照ください

「ものづくり日本大賞」は、日本のものづくりの
第一線で活躍する各世代のうち、特に優秀と認め
られる方々を顕彰する制度です。本フォーラムで
は「第９回ものづくり日本大賞」における中部エ
リアの受賞者の栄誉をたたえるとともに、その技
術を紹介します。
受賞事例発表はオンラインで同時配信しますの
で、是非ご視聴ください。



参加申込

お問合せ先 第９回ものづくり日本大賞 受賞記念フォーラム事務局（株式会社マルワ） 〒468-0011名古屋市天白区平針4-211
TEL 052-838-5466　E-mail monojp-9th@jimukyoku.go.jp 　FAX 052-802-9355

ご記入いただいた個人情報は、主催者において本フォーラム開催や支援施策の情報提供等のため以外には使用しません。

お申込み専用URL　
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優秀賞

申込
締切

令和５年3月3日㊎
12：00まで

本フォーラムの受賞事例発表をオンライン視聴いただくには、事前のお申し込みが必要です。

製造・生産プロセス部門 アルム株式会社
多品種少量の金属加工業界に生産性革命をもたらす加工プログラミング完全自動化AI 開発

大豊精機株式会社
現地現物を製造業のデジタル変革に活かす点群モデル化ソリューション

ヤマザキマザック株式会社
AM/研削技術を搭載したハイブリッド複合加工機による機能部品の工程集約

製品・技術開発部門 中島産業株式会社
世界唯一の金属材へのガラスセラミックス溶射技術を用いた高性能なオゾン発生体の開発

トライボテックス株式会社
ICTに対応した世界初の連続監視可能な発電機等のオイル状態測定システム

株式会社デンソー／トヨタ自動車株式会社
自動車排出ガス中の大気汚染物質を低減し環境保護に貢献するＡ/Ｆセンサ保護層の開発

伊藤光学工業株式会社
人の眼の光学特性を考慮した設計手法の開発と、眼鏡レンズ「エスペランス」の開発

伝統技術の応用部門 株式会社老子製作所／若鶴酒造株式会社／富山県産業技術研究開発センター
高岡銅器の伝統技術による世界初の銅合金鋳造製ウイスキー蒸留器ポットスチルの開発

製造・生産プロセス部門 株式会社アイシン
地球も人も元気になれる、品質・生産性に優れた革新アルミダイカスト工場

製造・生産プロセス部門 中部電力ミライズ株式会社／中部電力株式会社
社会的課題解決と日本のものづくりに貢献する開発一体型ソリューションサービスの展開

製品・技術開発部門 株式会社ＴＹＫ
水素のみに応答するプロトン伝導性固体電解質を使用した気相用水素センサの開発

上記の申込専用URLよりお申込みください。
※Web会議・オンラインツール「Microsoft Teams」により配信します。
※受講するには、パソコン等、インターネットに接続できる環境が必要です。

ものづくり日本大賞 中部経済産業局長賞 [14:50～]

経済産業大臣賞

受 賞 案 件 紹 介

[14:00～]

[14:10～]

mailto:monojp-9th@jimukyoku.go.jp
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/chubu01/230307forum


 

 

参考１ 

第 9回ものづくり日本大賞 中部地域 受賞者一覧 

経済産業大臣賞 （１件７名） 

（１）製造・生産プロセス部門 

案件名 受賞者 所属企業等 

地球も人も元気になれる、品質・生産性に優れ

た革新アルミダイカスト工場 

竹之下 正志 株式会社アイシン 

鵜飼 伸介 株式会社アイシン 

横井 賢治 株式会社アイシン 

深見 尚男 株式会社アイシン 

兼氏 貴也 株式会社アイシン 

安田 正臣 株式会社アイシン 

浅井 秀之 株式会社アイシン 

 

優秀賞 （４件２２名） 

（１）製造・生産プロセス部門 

案件名 受賞者 所属企業等 

社会的課題解決と日本のものづくりに貢献す

る開発一体型ソリューションサービスの展開 

赤坂 千春 中部電力ミライズ株式会社 

古川 美喜男 中部電力ミライズ株式会社 

田中 良 中部電力ミライズ株式会社 

塚前 伊久磨 中部電力ミライズ株式会社 

田中 和士 中部電力株式会社 

長 伸朗 中部電力株式会社 

棚橋 尚貴 中部電力株式会社 

 

（２）製品・技術開発部門 

案件名 受賞者 所属企業等 

水素のみに応答するプロトン伝導性固体電解

質を使用した気相用水素センサの開発 

常吉 孝治 株式会社ＴＹＫ 

岩井 翔 株式会社ＴＹＫ 

和田 修 株式会社ＴＹＫ 

ICTに対応した世界初の連続監視可能な

発電機等のオイル状態測定システム 

川畑 雅彦 トライボテックス株式会社 

井原 聡 トライボテックス株式会社 

類家 淳司 トライボテックス株式会社 

安部田 泰 トライボテックス株式会社 

山田 翼 トライボテックス株式会社 



 

 

案件名 受賞者 所属企業等 

自動車排出ガス中の大気汚染物質を低減

し環境保護に貢献するＡ/Ｆセンサ保護層

の開発 

片渕 亨 株式会社デンソー 

中藤 充伸 株式会社デンソー 

牛窪 匠 株式会社デンソー 

今田 将太 株式会社デンソー 

三宅 慶治 トヨタ自動車株式会社 

西嶋 大貴 トヨタ自動車株式会社 

近藤 春樹 トヨタ自動車株式会社 

 



 

 

参考２ 

 

「ものづくり日本大賞 中部経済産業局長賞」受賞者一覧 

ものづくり日本大賞 中部経済産業局長賞 （６件２１名） 

（１）製造・生産プロセス部門 

案件名 受賞者 所属企業等 

多品種少量の金属加工業界に生産性革命をも

たらす加工プログラミング完全自動化 AI開発 
平山 京幸 アルム株式会社 

現地現物を製造業のデジタル変革に活かす点

群モデル化ソリューション 

坂田和夫 大豊精機株式会社 

武田 英己 大豊精機株式会社 

大小田 節子 大豊精機株式会社 

鳥居 丈三 大豊精機株式会社 

畠山 瑞央 大豊精機株式会社 

浦川 隆幸 大豊精機株式会社 

AM/研削技術を搭載したハイブリッド複合加工機

による機能部品の工程集約 

堀部 和也 ヤマザキマザック株式会社 

大内 誠悟 ヤマザキマザック株式会社 

鈴木 敦 ヤマザキマザック株式会社 

浅野 孝平 ヤマザキマザック株式会社 

北本 真一朗 ヤマザキマザック株式会社 

山﨑 遼 ヤマザキマザック株式会社 

 

（２）製品・技術開発部門 

案件名 受賞者 所属企業等 

世界唯一の金属材へのガラスセラミックス溶射

技術を用いた高性能なオゾン発生体の開発 
中島 幹夫 中島産業株式会社 

人の眼の光学特性を考慮した設計手法の開

発と、眼鏡レンズ「エスペランス」の開発 

加藤 一壽 伊藤光学工業株式会社 

壁谷 尚樹 伊藤光学工業株式会社 

福井 慎一 伊藤光学工業株式会社 

 

（３）伝統技術の応用部門 

案件名 受賞者 所属企業等 

高岡銅器の伝統技術による世界初の銅合金

鋳造製ウイスキー蒸留器ポットスチルの開発 

  

元井 秀治 株式会社老子製作所 

老子 祥平 株式会社老子製作所 

稲垣 貴彦 若鶴酒造株式会社 

氷見 清和 富山県産業技術研究開発センター 



第９回ものづくり日本大賞
中部地域 受賞概要

参考３



経済産業大臣賞



48歳平均年齢愛知県西尾市所在

株式会社アイシン
所属
企業

たけのした まさし

竹之下 正志 ：他６名
受賞者

地球も人も元気になれる、品質・生産性に優れた革新ア
ルミダイカスト工場

受 賞
件 名

ＣＯ２排出量削減と安全、高品質を成立できるリフトレス溶湯供給
システム、独自に開発した三次元冷却と高集積冷却により大量脱
熱と軽量化を実現した金型、工場建屋の室温制御と採光最適化で、
溶湯供給作業、金型の段取り作業の自動化や時間短縮による品
質・生産性向上、作業者の安全性向上に寄与。

また、これらの技術を組み合わせることで、従来の工場に比べて
ＣＯ２排出量４０%低減を達成しながら、不良率を５０％低減、サイク
ルタイムを２８％低減し、高い品質と生産性を誇る革新アルミダイカ
スト工場を実現した。

案件の概要

大企業企業別



優秀賞



37歳平均年齢岐阜県多治見市所在

株式会社TYK
所属
企業

つねよし こうじ

常吉 孝治 ：他２名
受賞者

水素のみに応答するプロトン伝導性固体電解質を使用
した気相用水素センサの開発

受 賞
件 名

水素ガスのみに反応して連続的に水素濃度を測定できる、気相
（ガス）用の水素センサを開発。プロトン導電性固体電解質セラミッ
クスを検出素子として用いたセンサを産業レベルで実用化した製品
で、これまでの熱伝導式水素センサでは測定が難しかった高温環
境下で直接測定することができる。誤検知のない水素漏れ検知器
や警報器への応用など、水素社会での安全かつ効率的な水素活
用にも応用展開が可能である。

案件の概要

大企業企業別 46歳平均年齢愛知県名古屋市所在

中部電力ミライズ株式会
社：他１団体

所属
企業

あかさか ちはる

赤坂 千春 ：他６名
受賞者

社会的課題解決と日本のものづくりに貢献する開発一
体型ソリューションサービスの展開

受 賞
件 名

デジタル社会、脱炭素社会、循環型社会など製造業が抱える
様々な社会的課題を解決するため、独創性、革新性の高い開発一
体型ソリューションサービスという新たなビジネスモデルを構築。

全てのものづくり企業を対象に、これまでの膨大な試験データや
ノウハウを活用し、既存技術では解決できない課題を、ヒアリング
～試験～開発～導入～横展開支援までをワンストップで実施。地
元の設備メーカー、システムベンダー、要素技術メーカー等、主に
中小企業を集めたコンソーシアムにより商品化し、地元産業の活
性化も支援している。

案件の概要

大企業企業別



42歳平均年齢愛知県大府市所在

トライボテックス株式会
社

所属
企業

かわばた まさひこ

川畑 雅彦 ：他４名
受賞者

ＩＣＴに対応した世界初の連続監視可能な発電機等のオ
イル状態測定システム

受 賞
件 名

潤滑油内の異物を連続にオンライン監視し、メンテナンス時期の
最適化や機器の寿命予測を可能とするオイル状態測定システムを
開発。水力・火力・風力発電等の発電設備を始めとし、回転・摺動
部を持つポンプ等の大型機械は、故障予防のため定期的に潤滑
油の汚染状態等の劣化状態を把握している。本取組では、レーザ
光の特性を利用して気泡と粒子を識別する原理を新たに開発した。
これにより、気泡の影響を受けずに粒子のみの連続計測が実現し、
設備に取り付けた状態で異常の早期発見が可能となった。

案件の概要

中小企業企業別 47歳平均年齢愛知県刈谷市所在

株式会社デンソー：他１
団体

所属
企業

かたふち とおる

片渕 亨 ：他６名
受賞者

自動車排出ガス中の大気汚染物質を低減し環境保護に
貢献するＡ/Ｆセンサ保護層の開発

受 賞
件 名

エンジン始動直後からの最適燃料噴射制御を可能とし、自動車
の排出ガスを大幅にクリーン化するA/Fセンサを開発。従来、エン
ジン始動直後は、排気管内に溜まった多量の凝縮水の被水により
センサ素子割れのリスクがあり、センサを駆動することができな
かった。本技術では、被水した凝縮水をライデンフロスト効果により
撥水させる機能を保護層に付与することで、これまで困難であった
エンジン始動直後からのセンサ駆動を可能とした。

案件の概要

大企業企業別



「ものづくり日本大賞
中部経済産業局長賞」

受賞概要

参考４



43歳年齢石川県金沢市所在

アルム株式会社
所属
企業

ひらやま たかゆき

平山 京幸
受賞者

多品種少量の金属加工業界に生産性革命をもたらす
加工プログラミング完全自動化AI開発

受 賞
件 名

多品種少ロット生産の部品加工業において、 これまで図面1枚あ
たり最大１～２時間かかっていた加工プログラムを人手をかけずに
3分で完了させるなど、製造原価の50％を占める加工プログラム作
成作業を完全自動化するAIソフトを開発。デジタル化の遅れた製
造業において圧倒的な生産性向上を実現し、世界のものづくりを
支える中小加工企業のDX推進に寄与する。2022年に本ソフトウェ
アをリリースし、今後の本格的なサービス展開を図る。

案件の概要

中小企業企業別 48歳平均年齢岐阜県瑞浪市所在

大豊精機株式会社
所属
企業

さかた かずお

坂田和夫 ：他５名
受賞者

現地現物を製造業のデジタル変革に活かす点群モデル
化ソリューション

受 賞
件 名

これまで現場・現地の広域計測はデータが一塊となり実用が難し
かったが、３Dデータを任意形状に緻密分割して点群モデル化する
ことで、CADモデルのように活用できるシステムを開発。新規設備
の導入検討やレイアウト、工場計画等の各種シミュレーションにお
いて精度・スピードを向上させた。本手法はあらゆる業界で現地現
物のデジタル活用・デジタルツインへの先駆的提案になる。

案件の概要

大企業企業別

②アッセンブリー構造

③点群属性情報

①点群緻密分割

④カラー&識別 点群切替

⑤動的点群

異種データを混在させ
多彩なエンジニアリングに
対応可能。各業界の
データと点群のコラボ

マルチデータ検証



37歳平均年齢愛知県丹羽郡大口町所在

ヤマザキマザック株式会
社

所属
企業

受賞者

AM/研削技術を搭載したハイブリッド複合加工機による
機能部品の工程集約

受 賞
件 名

案件の概要

大企業企業別

ほりべ かずや

堀部 和也 ：他５名

レーザにより局所的に機能付与可能なAM技術“Laser Metal 
Deposition”（LMD）と研削加工技術を搭載した複合加工機を開発。
焼入れ工程の代替と研削技術による仕上げを、同一機上で行う
ことで、工程間移動や手間暇を排除することができ、部品製造に
おけるリードタイムの短縮、コストの削減、省エネとCO2排出量の
削減を達成した。当社ではカップリングと呼ばれる工作機械の旋
回部に使われる部品製造で適用しており、他社でAM技術を搭載
した複合加工機を実際の部品生産へ適用した例はまだない。

70歳年齢岐阜県土岐市所在

中島産業株式会社
所属
企業

なかしま みきお

中島 幹夫
受賞者

世界唯一の金属材へのガラスセラミックス溶射技術を用
いた高性能なオゾン発生体の開発

受 賞
件 名

案件の概要

中小企業企業別

環境負荷の低減や新型コロナウイルス感染症等により、殺菌、
脱臭、有毒・有害性物質の安定化や無機化に優れた効果を発揮
するオゾンの有効性が評価されている。当社は創業当時より培っ
てきたセラミックの知見を活かし、従来不可能と言われていた特殊
なガラス溶射技術を確立することで、高効率で強靭性（基材金属
強靭性）の高いオゾン発生無声放電体を開発。

10年以上に渡り海外大手に納入実績があり、2022年には国内大
手企業と共同開発、2023年に改良品を量産化予定など、今後の波
及効果が期待される。

●ガラス溶射技術 ●オゾン発生無声放電体



48歳平均年齢愛知県蒲郡市所在

伊藤光学工業株式会社
所属
企業

受賞者

人の眼の光学特性を考慮した設計手法の開発と、眼鏡
レンズ「エスペランス」の開発

受 賞
件 名

個人の眼球測定情報をもとに最適なレンズを提供するための設計
手法を確立し、世界初の眼光学設計遠近両用レンズ「エスペランス」
を開発。従来の眼鏡レンズ単体における光学性能改善に加えて、人
の眼の形状・特性まで考慮し、眼と眼鏡レンズとを一体の光学系とし
て取り扱うことで、視野が広くゆがみが少ない遠近両用レンズを実
現。2022年までに累計40万枚を販売。

案件の概要

中小企業企業別

かとう かずとし

加藤 一壽 ：他２名

モデル眼を使用した眼鏡光学系イメージ

販売しているレンズの外観 ユーザーが使用する完成状態

49歳平均年齢富山県高岡市所在

株式会社老子製作所：
他２団体

所属
企業

受賞者

高岡銅器の伝統技術による世界初の銅合金鋳造製ウイ
スキー蒸留器ポットスチルの開発

受 賞
件 名

案件の概要

中小企業企業別

もとい ひではる

元井 秀治：他３名

伝統産業である高岡銅器の高い鋳造技術を発展させ、大型の
鋳造が難しい鉛フリーの銅合金を用いて、世界で初めての鋳造
による大型のウイスキー蒸留器ポットスチルを開発。
本製品は、従来の板金加工で製作されたポットスチルに比べて、
低価格・短納期を可能にしたことに加え、長寿命、形状の設計自
由度・再現性が高い、材質による酒質の調整、省エネ効果等、多
くの優れた性能を有している。
本場英国での特許も取得し、国内外での販売体制を整えた。

･低価格 (20%ダウン)

･短納期 (8ヵ月→4ヵ月)

･長寿命 (20年→50年以上)

･設計の自由度/再現性が高い

･材質による酒質の調整が可能

･省エネ (効率約２倍)
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