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第１章 平成 2７年度事業報告
（平成 28 年 5 月 12 日理事会承認） 

自 平成 27 年 4 月 1 日 

 至 平成 28 年 3 月 31 日 

１.概 要 

昨年度前半は、わが国の雇用状況や所得環境に改善の傾向が見られ、企業経営環境にとっては原油価格

の下落によるエネルギー価格の低減という追い風がありました。後半になって、中小企業にもビジネスチャンス

をもたらすＴＰＰ交渉の大筋合意というニュースをはじめ、大村智 北里大学特別栄誉教授のノーベル生理学・

医学賞受賞、梶田隆章 東京大学宇宙線研究所所長のノーベル物理学賞受賞、ラグビー・ワールドカップで日

本チームが強豪南アフリカに勝利という、日本中を勇気づけてくれる出来事もありました。 

12 月に入ると、アメリカＦＲＢが政策金利を引き上げるという、世界経済にとってプラスに働くか、マイナスに働

くかがわからない状況が出てきました。加えて、中国をはじめ新興国の経済の減速傾向が鮮明なり、その影響

のため世界経済の先行きに不透明も感じられるようになりました。 

このような状況下において、当協会は、会員各位のご支援と関係者のご努力により、成功裡に終えることがで

きた「粉体工業展大阪２０１５」をはじめとして、期初に計画した諸事業を、ほぼ滞りなく遂行することができまし

た。 

以下にその概要について報告いたします。 

1）公益目的事業（継続事業）の活動概況 
   1.1）調査・研究事業 

 19 の分科会が合計 48 回〔単独開催 39 回（内海外 4 回）、合同開催 9 回（内海外での開催 3 回）〕の会合を

開催し、講演・技術討論、工場や研究施設の見学を通じ、それぞれの分野における粉体技術を取り上げた活

動を行いました。ここ 3年間の開催状況は、平成 25年度 52回〔単独45回（内海外 1回）、合同 7回)、平成 26

年度 49 回(単独 39 回、合同 10 回)であり、大きな変化は見られませんが、平成 27 年度は ACHEMA2015(独)

が開催されたこともあり、海外での開催が増えました。また、見学先の選定が難しいなか、各分科会では特長の

ある講演会や見学会を精力的に行ないました。 

粉体工業展大阪２０１５では、日本粉体工業技術協会（主催者）ブース内分科会コーナーにおいて、19 分科

会が活動状況や関連技術動向のパネル展示を行い、「粉体関連技術の現状や今後の方向がよくわかる」との

評価を得ました。粉じん爆発委員会は本展示会、「粉じん爆発情報セミナー」を開催し、粉じん爆発の危険性

評価と対策、規制と安全技術、海外規制や規格、に関する活動結果についての情報提供を行いました。さらに、

ナノ粒子安全性検討委員会も、同じく「「ナノ粒子の安全性に関するセミナー」を開催し、多層カーボンナノチュ

ーブの発がん性試験、カーボンナノチューブやカーボンブラック毒性、ナノ粒子のリスク評価と管理方法、とい

った最新の活動の集大成である、先端材料の安全性やリスクコントロールについて紹介を行いました。 

1.2）広報・普及事業 

（１）セミナー、フォーラム等の開催

    「粉体工業技術や粉体市場動向に関する調査研究の成果提供」の一環として、海外情報セミナーや粉体 

   技術フォーラムの開催に努めました。 

海外情報セミナーは、昨年に引き続き 2 回開催しました。対象は最近関心が深まっている「ベトナム」と「イ

ンド」をとりあげ、事情に詳しい講師をお招きして、現地の特殊な事情、現地で経験された事例など、生の情

報を講演いただきました。 

粉体工業展大阪２０１５では、最新情報フォーラムとして、“宇宙というスケールから見た人類そして粉”とい

う大きなスケールの話題をはじめ、ナノ化・非晶化、先端 2 次電池の開発動向と粉体の役割、粉体シミュレー

ション、リサイクル技術などのホットな話題のフォーラム、初心者向け講演会「こなもんことはじめ－粉体工学ガ

イダンス」、企業技術者と研究者の交流の場「粉のネットワーク－名刺交換会」を実施し、多数の参加をただき

ました。 

   （２）技術情報の発信 

上述の開催案内などはホームページ、メールマガジンなどを通じ配信し、また、月刊誌「粉体技術」へ掲載

し、会員のみならず、非会員の方々への情報提供にも努めました。特に、ホームページは、より「クライアント

オリエンティｯド」を目指して改定した結果、「見やすくなった」との評価を得ています。また、メルマガでは、粉

についての肩の凝らない話題を掲載していますが、読者からその話題に関する感想や関連情報の提供をい

ただけるまでになっています。 

   （３）技術相談 

粉体工業展大阪２０１５でも「技術相談コーナー」を開設し、3日間で35件の相談に対応しました。また、同

展示会併催行事として産学技術交流推進部門主催の［APPIE 産学官連携フェア 2015］を開催しました。“シ

ーズとニーズの出会い”を目的とし、大学や研究機関から 52 件のシーズが発表され、ニーズ側参加者は企
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業を中心に 159 名にのぼり、複数件の技術指導や技術提供の話が進んでいます。 

 1.3）人材育成・教育事業 

粉体技術の継続、専門的生涯教育及び人材育成の一貫として、当年度も以下の講座、セミナーを開催しま

した。粉体技術の高度化に伴い、粉体ユーザー層では種々の粉体技術的課題があり、教育部門が所掌する

これら講座についても、協会会員以外の参加者が増加しつつあります。 

・粉体入門セミナー（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）                              3 回（延べ 182 名参加） 

・粉体エンジニア早期養成講座（11 講座）                    11 回（延べ 116 名参加） 

・粉体技術専門講座（晶析、混合・混練、分級・ふるい分け分科会）    3 回（延べ 160 名参加）） 

・粉じん爆発・火災安全研修（初級基礎編）                        1 回(44 名参加) 

・特別講演（海外情報セミナー）                           2 回（述べ 63 名参加） 

・アドホックセミナー                                  1 回(44 名参加) 

1.4）規格・標準化事業 

標準粉体委員会では、JIS Z 8901に掲載されている試験用粉体１の粒子径分布測定装置を時代に即し
た装置に変更できないかの検討を始めています。また、昨年から開始した粒子径分布測定装置検定用粒子

（MBP）の信頼性計算結果のブラシュアップを行いました。そして、その結果にサブミクロン領域検定用粒子
（FSTP）の信頼性計算データを加えて、100  からナノ領域までをカバーする検定用粒子とするための検討
に着手しました。

規格委員会は、粉体工業展大阪２０１５に合わせて、ISO/TC24/SC4 の会議を大阪で開催し、引き続き、
粉体工業展大阪２０１５併催行事として同会議の参加者による講演会「国際標準セミナー〈微粒子計測に関

する国際標準化の現状と動向〉」（聴講者 65名）を開催しました。また、作成していた ISO 26824(粒子特性
用語)のＪＩＳ原案を JSAに提出、さらに、ISO 13099-2 (ゼーター電位測定)のＪＩＳ原案の作成作業を行って
います。

粉じん爆発委員会は、前述の「粉じん爆発・火災安全研修（初級基礎編）」を東京で開催したほか、粉体

工業展大阪２０１５にて、「粉じん爆発情報セミナー」（参加者 180 名）を開催しました。また、海外の粉じん爆

発・火災に関わる安全規格の調査・検討を行うワーキンググループを立ち上げました。加えて、改正された

「工場電気設備防爆指針（2015）の」フォローも行っています。

1.5）海外交流事業 

      海外交流委員会は、英文ホームページをリニューアルし、全ての委員会の活動や、個々の分科会活動を

紹介すると共に、APPIE annual REPORT 2014を作成し掲載をしました。また、海外交流先にもメール配
信しました。展示会関連として、IPB 2015（上海粉工展、10 月 28-30 日）にて無料交換ブースを設置し、協
会活動（主に粉工展の広報）や会員企業の紹介、技術相談、Japanese Pavilion 出展企業のサポートを行
いました。 

２）その他事業の活動概況 

2．1）展示会事業 

    第 11 回目となる粉体工業展大阪２０１５は、従来より広いインテックス大阪４・５号館を使

用しました。出展は 196 社・団体で 616 小間と増加、来場者数は 8,568 名とやや減少ましたが、

出展者からは「活気があった」との声もあり、盛況裡に終了することができました。 

2．2）標準粉体製造頒布事業 

標準粉体は、主要顧客である国内の自動車、電気・電子関連の企業への売上げが減少し、これを海外売

上の増加でカバーする形になり、昨年並みの売上数値になりました。売れ筋は従来通り、フィルター性能、

耐じん性、摩耗などを対象とした試験用粉体であり、検定用粉体には伸びが見られませんでした。 

2．3）会員共益事業 

・技術情報交流懇話会・・・火（4 回）、水（3 回）、木（4 回）、金（3 回）曜会、 合計 14 回 982 名の参加が 

ありました。 

・推薦審査委員会・・・例年通り、分科会功労賞、個人会員・会友の入会審査、協会賞、粉体工業展賞、 

粉体工業功績者表彰の推薦を会長に答申しました。 
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・人材育成委員会・・・「若手のつどい」を 4回開催、また「雇用延長に伴う諸制度の勉強会」を開催しました。

粉体工業展大阪２０１５での「学生ツアー」では、工学院大学・山田教授による粉体

産業説明会、若手教員の引率によるツアー、交流会を実施し、98 名の参加を得まし

た。 

・産学技術交流推進部門・・・10月 15日、粉体工業展大阪２０１５の同時開催行事として「APPIE産学官連携

フェア２０１５」を開催、シーズ 52件、ニーズ側参加者 107 名があり、シーズプレ

ゼンテーションにおいて、4件のベストシーズ賞を選びました。3月7日にはテク

ノカフェを開催、先端技術と伝統技術の講演と講演テーマについて自由討論

を行いました。また、会員・非会員を問わず受付ける技術相談には 7 件の相談

が寄せられました。 

２．会議・会合 

2.1 第 34 回定時総会 
日 時：平成 27 年 5 月 26 日（火）  午後 1 時～午後 1 時 50 分 

場 所：東京ガーデンパレス 2 階 高千穂の間 

             （東京都文京区湯島 1-7-5） 

出席者:出席正会員総数 221 名 （出席:39 名、委任状提出者:182 名）  

（正会員の総数:357 名） 

議事に先立ち，竹内和事務局長が開会を宣言し、当協会定款第１５条に従い、増田弘昭代表理事会長が議

長となり、議事を進行した。議長より、平成 27年 5月 26 日現在、当協会の議決権を有する正会員総数は 357 名

（議決権総個数 357 個；法人 281 個、個人 76個）に対し、当日正会員 39名（当日議結権 個数 39個）、議決権

行使書面提出者182名（書面議決権行使個数182個）、合計221名（議決権総個数221個）となり、出席者数は

当協会定款１７条１項に定める定足数､すなわち過半数の出席を得ていることより、本総会が有効に成立する旨

の報告があった。 

引続き、議案書に基づき、報告事項 2件の報告と決議事項１件の議案審議に入った。 

報告事項１：平成 26 年度事業報告及び附属明細書の件ならびに平成 27 年度事業計画及び予算の件 

豊見昭専務理事より、別冊第 34 回定時総会資料に基づき夫々説明があった。 先ず、平成 26 年度事業報

告については、同資料Ｐ.1～の“第 1 章 平成 26 年度事業報告”に基づき、５つの公益目的事業（調査・研究事

業、広報・普及事業、人材育成・教育事業、規格・標準化事業及び海外交流事業）と３つのその他事業（展示会

事業、標準粉体製造頒布事業及び会員共益事業）について詳しい報告があった。引続き、同資料Ｐ.63～の“第

3章 平成 27年度事業計画”に基づき、対処すべき課題として、５つの公益目的事業の継続的、かつ確実なる推

進と、これらを支える収益事業の推進と会員共益事業を積極的に展開するため、「ユーザー視点と実際の設計に

役立つ分科会活動」、「基本技術の継承と普及を目指した人材育成・教育事業」、「ナノ粒子への対応と検討」、

「粉体工業展大阪２０１５の目標達成」、という重点目標を掲げ、会員共益活動の活性化を目指す旨の報告があ

った。更に、同資料Ｐ.81～の“第４章 平成２７年度予算”に基づき、平成 27 年度予算は咋年度比で経常収益は

139,185 千円の減収、経常費用は 79,343 千円の減少見込みであること及び当期一般正味財産増減額として

49,582 千円の減少を見込んでいることが報告された。 

報告事項 2：平成 26 年度計算書類等に関する監査結果報告の件 

新井英植監事より監査報告があり、平成 26 年度における業務及び財産、ならびに公益目的支出計画の実施状

況について監査を行なった結果、法令及び定款に反する重大な事実はない旨の報告があった。 

議長より、報告事項 1及び 2 について質疑を求めたところ、出席者よりの意見、質問はなく報告を終わった。 

決議事項 

第１号議案：平成 26 年度貸借対照表及び正味財産増減計算書ならびに附属明細書の承認の件 

豊見昭専務理事より、平成 26 年度正味財産増減計算書ならびに附属明細書及び貸借対照表承認の件ついて、

第３４回定時総会資料Ｐ.53～の“第 2 章 26 年度決算報告”に基づき説明があった。すなわち、貸借対照表（Ｐ．

55）に示す通り、流動資産合計は対前年度比で 55,641 千円の増加、固定資産合計は対前年度比で 7,419 千円

の増加、資産合計では対前年度比 63,060 千円の増加となった。負債合計は対前年度比で 23,313 千円の増加

であり、その結果正味財産合計は対前年度比で 39,747 千円の増加となり、資産合計及び負債と正味財産の合

計は共に 462,842 千円となった。 
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また、 

（１）一般社団法人への移行により、特例民法法人として保有していた公益目的財産額 322,797 千円を公益目的

のために適正に支出する義務があること 

（２）当年度（平成 26 年度）末までの公益目的収支差額として 251,595 千円を計上（消化）したこと 

（３）従って、平成 27 年度期初の公益目的財産残額は 71,202 千円となり、当初実施計画のとおり、平成 28 年度

末には公益目的支出計画を完了できる見込みであること 

が説明された。 

これら説明に付き、議長より本議案の承認を求めたところ、出席者全員異議なく、第１号議案は原案通り承認可

決された。 

以上で、第 34 回定時総会の議事はすべて終了し、午後１時５０分、議長は閉会を宣言した。 

引き続き、午後2時20分から協会賞および細川明彦・佐知子基金による粉体工業展賞の授賞式、ならびに粉体

工業功績者表彰式が行われ（8 頁、４．表彰を参照）、午後 3 時 10 分からは特別講演が行われた。

演題：「集じん技術の体系化とエアフィルタ」 

講師：金沢大学名誉教授 江見 準 氏  

特別講演の終了後、午後 4 時 20 分～午後 6時にかけ、2 階/高千穂の間において懇親会を行った。 

2.2  理事会
第 1回理事会 

日 時： 平成 27 年 5 月 14 日（木）午後 3 時 ～ 午後 5 時 

場 所： ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪（3 階 飛鳥の間） 

               （大阪市北区堂島浜 1丁目 3 番 1 号） 

出席者：増田弘昭会長、山田幸良、島田啓司、棚橋純一各副会長、豊見昭専務理事を含め 

     理事 27 名、監事 3名、顧問 1 名、合計 31 名 

事務局：事務局長代理 1名、 

議  事： 

第 1 号議案：入、退会会員について 

第 2 号議案：共催、協賛及び後援行事について 

第 3 号議案：委員会副委員長の新任について 

第 4 号議案：平成 26 年度事業報告書、決算報告及び監査報告について  

第 5 号議案：協会賞受賞者、粉体工業功績者及び細川明彦・佐知子基金による粉体工業展賞受賞者選

考について 

第 6 号議案：協会規定「海外交流活動に関する覚書」「謝金等に係わる規定」並びに 

個人会員に関する覚書」等の一部改定について 

第 7 号議案：ニュルンベルクメッセ中国との相互協力契約締結の承認願い及び 

IPB2015（International Powder & Bulk Solids Processing Conference & Exhibition 2015）に Japanese 

Pavilion を設ける件        

報告事項 1：委員会アドバイザー、分科会名誉コーディネータの新任について 

 第2回理事会 

日 時： 平成27年7月31日（金）午後3時～午後４時50分 

場 所： 東京ガーデンパレス (3 階：平安の間) 

      （東京都文京区湯島 1丁目 7番 5 号） 

出席者：増田弘昭会長、山田幸良、棚橋純一 各副会長、豊見昭専務理事を含め 

     理事 22 名、監事 1名、顧問 1 名、合計 24 名  

議  事： 

第 1 号議案：入、退会会員について 

第 2 号議案：共催、協賛及び後援行事につい 

第 3 号議案：委員会副委員長の交代及び新任、分科会副代表幹事委員長の新任について 

第 4 号議案：協会規定「協会賞規程」「粉体工業功績者表彰規定」及び細川明彦・佐知子基金運用管理

規程」並びに「技術交流懇話会規約」の一部改定について 

第 5 号議案：粉体工業展 2015 の実行予算について 

第 6 号議案：粉体工業展に係わる業務委託契約について 

第 7 号議案：事務局職員の給与改定について 

報告事項 1：特別協賛会費の申込み状況について 
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報告事項 2：平成 27 年度の受託事業について 

報告事項 3：粉体工業展の開催に係わる業務委託の公募結果について 

報告事項 4：委員会アドバイザーの新任について 

報告事項 5：平成 28 年度協会主要行事日程について 

報告事項 6：事務局員異動の件 

報告事項 7：50 周年記念事業に向けての積立金について 

第 3 回理事会 

日 時： 平成 27 年 11 月 25 日（水）午後 1 時～午後 2時 45 分 

場 所：京都センチュリーホテル (1 階:千寿の間) 

(京都市下京区東洞院通塩小路下ル東塩小路町 680) 

出席者：増田弘昭 会長、山田幸良、島田啓司 各副会長、豊見昭専務理事を含め 

     理事 26 名、監事 3名、顧問 1 名、合計 30 名 

事務局：事務局長代理、1 名 

議  事：  

第 1 号議案：入、退会会員について 

第 2 号議案：共催、協賛及び後援行事について 

第 3 号議案：委員会副委員長の新任、分科会正副代表幹事の交代について 

第 4 号議案：平成 27 年度分科会功労賞、委員会・部門功労賞の選考について 

第 5 号議案：平成 28 年度協会主要行事日程について 

第 6 号議案：国際粉体工業展東京２０１６に係わる粉体工学会との覚書締結について 

第 7 号議案：（株）粉体と工業社との「粉体技術」販売に係わる契約改定について 

第 8 号議案：分科会の継続並びに新設・分割・併合・廃止について 

第 9 号議案：京都本部事務所の拡大について 

第 10 号議案：協会規程「事務局職員出張旅費規程」の一部改定について 

第 11 号議案：協会規程「海外出張旅費内規」の一部改定について 

第 12 号議案：Chemtech Gujrat World Expo 2016 視察とインド企業視察ツアーについて  

報告事項 1：平成 27 年度上期会計報告  

報告事項 2：平成 28 度新個人会員の推薦募集及び入会審査について 

報告事項 3：平成 27 年度分科会連絡会議及び委員会・部門連絡会議の開催について 

報告事項 4：国際粉体工業展東京２０１６の計画概要について 

報告事項 5：ワールドインシュアランスブローカーズ PL 保険 E&O保険の募集について 

報告事項 6：協会本部の一部業務委託について 

報告事項 7：代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の定期報告について 

第 4 回理事会 

日 時：平成 28 年 3 月 16 日(水) 午後 2 時 30 分～午後 4時 10 分 

場 所：ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪（４階：平安の間） 

        （大阪市北区堂島浜1-3-1） 

出席者：増田弘昭会長、山田幸良、島田啓司各副会長、豊見昭専務理事を含め 

理事 30 名、監事 2 名 合計 32 名 

議 事: 

第 1 号議案：入、退会会員について 

第 2 号議案：共催、協賛及び後援行事について 

第 3 号議案：協会賞受賞者、粉体工業功績者及び細川明彦・佐知子基金による粉体工業展賞受賞者の

選考について 

第 4 号議案：臨時委員会の設置について 

第 5 号議案：正副代表幹事、正副コーディネータ、正副委員長の交代と新任について  

第 6 号議案：平成 28 年度の事業計画及び予算(案)について 

第 7 号議案：特定資産「2020 展示会開催地問題積立金」の積立てについて 

第 8 号議案：特定資産「創立 50 周年記念事業積立基金」積立ての一旦中止について 

第 9 号議案：協会規則「就業規則」の一部改定について 

第 10 号議案：協会規程「細川明彦･佐知子基金 運用管理規程」の一部改定について 

第 11 号議案：協会規程「理事会規程」及び「理事及び監事の選任に関する覚書」の一部改定について 

第 12 号議案：平成 28 年度の受託事業について 

第 13 号議案：国外展示会主催者との相互協力契約締結の承認願い及び IPB2016（International 
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Powder/Bulk Conference & Exhibition 2016) に Japanese Pavilion を設ける件について 

第 14 号議案：第 35 回定時総会について 

報告事項 1：粉体工業展大阪２０１５の決算報告 

報告事項 2：平成 27 年度決算見通しについて 

報告事項 3：平成 28・29 年度役員改選案について 

報告事項 4：分科会名誉幹事及び名誉コーディネータ並びに委員会アドバイザーの新任について 

報告事項 5：2020 展示会開催地として｢インテックス大阪使用 仮申込書｣の提出について 

報告事項 6：日本粉体工業技術協会奨励賞の新設 

報告事項 7：事務局員異動の件 

報告事項 8：技術情報交流懇話会/金曜会の開催会場変更及び日程の一部変更について 

報告事項 9：代表理事及び業務執行理事の職務の執行状況の定期報告について 

2.3 秋期定例会合 
日 時：平成 27 年 11 月 25 日（水） 午後 3 時～午後 5時 20 分 

場 所：京都センチュリーホテル（1 階：瑞鳳の間） 

        （京都市下京区東洞院塩小路下ル東塩小路町 680） 

出席者：増田弘昭会長、山田幸良、島田啓司各副会長、豊見昭専務理事を含め 
合計 71 名 

 次 第： 

 1. 協会挨拶                       会 長     増田弘昭 

2. ご来賓式辞          経済産業省製造産業局産業機械課  岡本健太郎氏 

3. 平成 26 年度協会事業の上半期実績報告      専務理事    豊見昭       

4. 連絡 消費税転嫁対策の取組 近畿経済産業局消費税対策課   山岡一雄氏 

5. 特別講演 

 講演：「Ｅコマースで起業＆大学院で学んだこと」 

 講師：株式会社チェリッシュ 代表取締役 石尾智恵氏

5. 懇親会（1 階・瑞鳳の間） 

2.4 分科会連絡会議 

日 時：平成 28 年 1 月 22 日（金） 午後 1 時～午後 6時 

     場 所：名鉄グランドホテル（11 階・柏の間） （名古屋市中村区名駅 1-2-4） 

   出席者：増田弘昭会長を含め 71 名

                                 （司会進行 専務理事 豊見昭） 

          1．開会挨拶                            会 長     増田弘昭 

          2．協会からの連絡事項とお願い               事務局長  竹内和 

          3．分科会報告                          各代表幹事 

          4．第 11 回分科会功労賞、第 2 回委員会・部門功労賞表彰式 会 長 増田弘昭 

          5．分科会自由情報交換会              分科会運営委員会

          6．総合討議                       分科会運営委員会 

          7．閉会挨拶                            副会長 山田幸良

第 11 回分科会功労賞は 9 名の方々が受賞された（8 頁 4.5 分科会功労賞、4.6 委員会・部門功

労賞を参照）。 

会議終了後、11 階柏の間において午後 6 時～午後 8 時の間、分科会連絡会議および委員会・部門連

絡会議参加のメンバーによる懇親会と自由情報交換会が行われた。 

2.5  委員会・部門連絡会議 

日 時：平成 28 年 1 月 23 日（土） 午前 9 時 30 分～午後 3時 30 分 

場 所：名鉄グランドホテル（11 階・柏の間） （名古屋市中村区名駅 1-2-4） 

出席者：増田弘昭会長を含め 40 名 

                                    （司会進行 専務理事 豊見昭） 

1．開会挨拶  会 長    増田弘昭 

          2．協会からの報告と連絡事項   専務理事  豊見昭  

 3．各委員会・部門の現状と平成 28 年度の計画について  各委員会・部門代表 

          4．全般討議（委員会運営に係わる全般事項等の討議）      
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          5．閉会挨拶                           副会長   山田幸良 

2.6  委員長連絡会 

      第 1 回  （通算 61 回） 平成 27 年 6 月 24 日(水）   名古屋/出席者 15 名  

第 2 回  （通算 62 回）  平成 27 年 9 月  3 日(木)  大阪/出席者 16 名 

2.7  常務会 

第 1回  （通算 46 回） 平成 27 年 4 月 14 日(火) 東京/出席者 10 名 

   第 2 回  （通算 47 回） 平成 27 年 7 月 7 日(火) 東京/出席者 10 名 

   第 3 回  （通算 48 回） 平成 27 年 10 月 28 日(水)  名古屋/出席者 9名 

第 4 回  （通算 49 回） 平成 28 年 3 月  3 日(木) 大阪/出席者 9 名

2.8  監査会 

 日 時：平成 27 年 4 月 24 日(金） 13:30～15:30 

      場 所：京都/協会本部会議室  

       出席者：新井英植監事、田畑信行監事、中川晴雄監事 

              豊見専務理事、竹内事務局長、山田経理担当 

         議 事：平成 26 年度正味財産増減計画書、貸借対照表、公益目的支出計画実施報告書の 

                  監査並びに業務監査 

３．会 員 

3.1 会員数 

 平成 26 年度 

   終了時    

         平成 27 年度 

入 会 退 会 終了時 

 正会員 

    法人 

    個人

350 

275 
75 

14 

13 
    1 

11 

   5 
   6 

353 

  283 
   70 

賛助会員 7            7 

合   計 357  14 11 360 

                                            （平成 28 年 3 月 31 日付） 

3.2 入会者

1）法人会員（13 社） 

①㈱セイホー、②愛友産業㈱、③㈱ユーテック、④山本電機工業㈱、⑤マイクロトラック・ベル㈱ 

⑥シーファー㈱、⑦グラクソ・スミスクライン㈱、⑧ユーシー・ジャパン㈱、⑨㈱平岩鉄工所 

⑩島津テクノリサーチ㈱、⑪真壁技研㈱、⑫㈱児玉帆布工業㈱、⑬ジャパンマシナリー㈱ 

 2）個人会員(１名) 

①白川善幸氏

3）会友（3 名） 

       ①石田俊二氏、②吉原伊知郎氏、③野出毅氏 

 4)名誉個人（2 名） 

       ①杉田稔氏、②田森行男氏

3.3 退会者 
1）法人会員（5 社） 

①太陽日酸㈱、②ＴＤＫ㈱、③ホルビガー日本㈱、④アイサー商事㈱、⑤シーファー㈱ 

2）個人会員 （6 名） 

①内海良治氏、②神田良照氏、③小林征男氏、④佐藤宗武氏、⑤畑村洋太郎氏、⑥湯晋一氏 
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４． 表 彰 

平成 27 年 5 月 26 日(火)、第 34 回定時総会に引続き、第 29 回協会賞授賞式、第 8 回東京国際粉体工業展

賞ならびに第 29 回粉体工業功績者の各表彰式を行った。 又、平成 28 年 1 月 22 日、分科会連絡会議の席上

において、第 11 回分科会功労賞、第 2 回委員会部門功労賞の授与式を行った。 

4.1 協会賞（第 29 回） 
 功労賞 浅井 信義氏（晃栄産業㈱） 

 技術賞 東谷 公氏（京都大学名誉教授） 

 堀尾 正靭氏（東京農工大学名誉教授） 

4.2 粉体工業展賞（第 22 回）〔細川明彦・佐知子基金補助〕 
彦坂 徹氏 （日清エンジニアリング㈱）

4.3 東京国際粉体工業展賞（第 8 回）〔細川明彦・佐知子基金補助〕
槇野 利光氏（槇野産業㈱）

               酒井 幹夫氏（東京大学大学院） 

               松山 達氏（創価大学） 

4.4 粉体工業功績者表彰（第 29 回）   
【表彰項目別・法人会員名簿順】 

№ 所 属 名 氏 名 項目 № 所 属 名 氏 名 項目 

1 赤武エンジニアリング㈱ 山田 道宏 技術 14 ㈱徳寿工作所 小原 直樹 〃

2 エステック㈱ 生井 茂 〃 15 ㈱徳寿工作所 大野 明 〃

3 ㈱大川原製作所 高橋 広希 〃 16 日清製粉㈱ 森 康成 〃

4 ㈱島津製作所 十時 慎一郎 〃 17 日本エアフィルター㈱ 渡辺 猛 〃

5 ㈱ダルトン 海野 眞義 〃 18 フルード工業㈱ 星 真太郎 〃

6 ツカサ工業㈱ 井上 克広 〃 19 フロイント産業㈱ 久保 悟 〃

7 ㈱パウレック 堀田 泰宏 〃 20 ホソカワミクロン㈱ 荒木 直人 〃

8 ㈱堀場製作所 中山 かほる 〃 21 麻益㈱ 楜澤 順史 営業 

9 ㈱マキノ 酒井 健夫 〃 22 新東工業㈱ 三浦 雅幸 〃

10 明治機械㈱ 砂村 巌 〃 23 中央化工機㈱ 岡田 康孝 〃

11 クノール食品㈱ 野中 隆司 製造 24 東洋ハイテック㈱ 桜井 敏夫 〃

12 ㈱栗本鐵工所 柴田 祐二 〃 25 三興空気装置㈱ 高岡 賢司 生産 

13 塩野義製薬㈱ 山本 哲矢 〃 26 日清エンジニアリング㈱ 黒田 英輔 〃 

（表彰項目内訳：技術開発 10 名、生産管理 2 名、製造技術 10 名、営業活動 4 名、 計 26 名）

4.5 分科会功労賞（第 11 回）
   （氏名 50 音順） 

№ 氏名 分科会名 所属名 

1 海老原 尚 粉砕分科会 東京アトマイザー製造㈱ 

2 荻田 容宏 分級ふるい分け分科会 東京スクリーン㈱ 

3 河野 高 リサイクル技術分科会 ㈱セイシン企業 

4 岸本 武志 輸送分科会 三興空気装置㈱ 

5 後藤田 龍介 クリーン化分科会 ㈱日立製作所 

6 小西 孝信 混合・成形分科会 ホソカワミクロン㈱ 

7 重枝 季伸 計装測定分科会 ㈱マツシマ メジャテック 

8 鍋内 浩 粉体ハンドリング分科会 ㈱マツシマ メジャテック 

9 難波 均 集じん分科会 中尾フィルター工業㈱ 

4.6 委員会・部門功労賞（第 2 回）
№ 氏名 委員会名 所属名 

1 荷福 正治 粉じん爆発委員会 (国研) 産業技術総合研究所 

2 鈴木 昇 ISO 対応委員会 宇都宮大学大学院 

（敬称略） 
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５．粉体工業展 
５．１ 粉体工業大阪２０１５

  5.１.1 概要 

開催テーマ：粉づくり・ものづくり・夢づくり －粉の技術－ 

会 期：2015 年 10 月 14 日（水）～16 日（金） 10:00～17:00 

会 場：インテックス大阪（南港) 4・5 号館 

主 催：（一社）日本粉体工業技術協会 

後 援：経済産業省近畿経済産業局、農林水産省、文部科学省、大阪府、大阪市、大阪商工会議所、国立研究

開発法人産業技術総合研究所 関西センター、地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所、地方独立

行政法人大阪市立工業研究所、公益財団法人関西・大阪21世紀協会、一般財団法人大阪科学技術センター、

一般社団法人ナノテクノロジービジネス推進協議会、ナノ学会

特別協賛：粉体工学会、公益社団法人化学工学会、日刊工業新聞社、フジサンケイ ビジネスアイ

協  賛：  

塩ビ工業・環境協会 大阪科学機器協会 カーボンブラック協会

（一財）化学研究評価機構 化成品工業協会 環境資源工学会

（一財）機械振興協会 合成ゴム工業会 骨材資源工学会

材料技術研究協会 （公社）産業安全技術協会 （一社）産業環境管理協会

（一社）色材協会 （一社）資源・素材学会 （公社）新化学技術推進協会

人工軽量骨材協会 （一社）製剤機械技術学会 製粉協会

石油化学工業協会 石灰石鉱業協会 （一社）セメント協会

耐火物技術協会 タングステン・モリブデン工業会 （一社）電池工業会

日本エアロゾル学会 （一社）日本化学工業協会 （一社）日本機械学会

（公社）日本空気清浄協会 （一社）日本計量機器工業連合会 （公社）日本下水道協会

（一社）日本砕石協会 （公社）日本材料学会 （一社）日本産業機械工業会

（一社）日本試薬協会 （一社）日本食品機械工業会 （一社）日本食品工学会

（公社）日本水道協会 日本製薬工業協会 日本製薬団体連合会

日本石灰協会 日本石鹸洗剤工業会 （公社）日本セラミックス協会

（一社）日本鉄鋼協会 （一社）日本電気計測器工業会 （一社）日本塗料工業会

（一社）日本乳業協会 日本粘土学会 （一社）日本農業機械工業会

日本肥料アンモニア協会 （一社）日本ファインセラミックス協会 日本プラスチック工業連盟

日本フレキシブルコンテナ工業会 日本粉末冶金工業会 日本無機薬品協会

日本薬科機器協会 ニュルンベルグメッセ中国社(NMC) ネオマテリアル研究会

（一社）表面技術協会 （一財）ファインセラミックスセンター （一社）粉体粉末冶金協会

（一社）レーザプラットフォーム協議会

展示規模：196 社・団体/616 小間 

来場者：8,568 名（登録入場者数） 

同時開催： 

□粉体工学会 秋期研究発表会（主催：粉体工学会） 

会期：   10 月 13 日（火）・14 日（水） 

会場：   ATC ホール  

 参加者：    200 名 

 □APPIE 産学官連携フェア 2015 シーズとニーズのマッチング－粉の技術－ 

会期：   10 月 15 日（木） 

会場：   インテックス大阪 センタービル 2F 国際会議ホールおよび会議室C・D 

参加者：    159 名 

併催企画： 

□学生ツアー＆交流会（企画：（一社）日本粉体工業技術協会 人材育成委員会） 

    日時：  10 月 14 日（水）9:20～13:00  

     場所：  学生ツアー 「粉体工業展大阪２０１５」 会場 

  粉体産業説明会・交流会 インテックス大阪 F 会議室 

参加者： 98 名（大学関係者、協会関係者、学生 41 名、企業 30 名） 
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□製品技術説明会 

会 期： 10 月 14 日（水）～16 日（金)  

会 場： 4 号館 A ルーム・B ルーム 

参加者： 延べ 2,042 名 

□未来材料ゾーン 出展社プレゼンテーション 

会 期：10 月 14 日（水）・16 日（木）  

会 場：展示会場 4号館 Aルーム 

参加者 ：延べ 185 名 

□アカデミックコーナー （プレゼンテーションとポスターセッション） 

併催セミナー・フォーラム 

□セミナー 

  ◆最新情報フォーラムシリーズ 

Ⅰ粉のスケール、宇宙のスケール 

 京都大学大学院総合生存学館  准教授   磯部 洋明 氏 

 会期：10 月 14 日（水） 11:00～12:00  

 会場：インテックス大阪 センタービル 2F 国際会議ホール 

 参加者：48 名 

Ⅱナノ化・非晶質化技術最新情報 

 千葉大学大学院薬学研究院 製剤工学研究室  教授   森部 久仁一 氏 

 会期：10 月 14 日（水） 12:45～13:30  

 会場：インテックス大阪 センタービル 2F 国際会議ホール 

 参加者：60 名 

ⅢEV及び電力貯蔵に向けた先端二次電池の開発動向と粉体技術の役割 

 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 関西センター 

 上席イノベーションコーディネータ 兼 山形大学  特任教授   境 哲男 氏  

 会期：10 月 16 日（金） 12:30～13:15  

 会場：インテックス大阪 センタービル 2F 国際会議ホール 

 参加者：127 名 

Ⅳよくわかる！粉体シミュレーションの最新技術 

 東京大学大学院工学系研究科 レジリエンス工学研究センター  准教授   酒井 幹夫 氏 

 会期：10 月 16 日（金） 13:30～14:15  

 会場：インテックス大阪 センタービル 2F 国際会議ホール 

 参加者：110 名 

Ⅴ産官学連携によるリサイクル技術開発 

 北九州市立大学 国際環境工学部エネルギー循環化学科  教授   大矢 仁史 氏 

 会期：10 月 16 日（金） 14:30～15:15  

 会場：インテックス大阪 センタービル 2F 国際会議ホール 

 参加者：55 名 

◆ 粉じん爆発情報セミナー（学術情報／規制・技術情報／国際動向・技術情報／質疑応答） 

日時：10 月 14 日（水） 14:00～17:00              

 場所：インテックス大阪 センタービル 2F 国際会議ホール 

 参加者：180 名 

◆国際標準セミナー＜微粒子計測に関する国際標準化の現状と動向＞ 

会期：10 月 15 日（木） 10:00～12:00  

会場：ATC ホール コンベンションルーム２ 

参加者：65 名 

10



◆粉のネットワーク～名刺交換会 

会期：10 月 15 日（木） 16:00～17:00  

会場：展示会場 5号館 主催者コーナー 

参加者：63 名 

◆ナノ粒子の安全性に関するセミナー 

会期：10 月 16 日（金） 10:00～12:00  

会場：インテックス大阪 センタービル 2F 国際会議ホール 

参加者：126 名 

◆こなもん ことはじめ 粉体工学ガイダンス 

会期：10 月 14 日（水）、15 日（木）、16 日（金） 10:10～11:20  

会場：展示会場 4号館 B ルーム 

参加者：延べ 222 名 

5.１.2 オープニングセレモニー

日 時：10 月 14 日（水） 9:45～10:00  

会 場：インテックス大阪 インテックスプラザ 
主催者挨拶 日本粉体工業技術協会 会長 増田弘昭氏 
テープカット：全 7 名 

5.１.3 開催記念レセプション
日 時：10 月 14 日（水） 17:30～19:00  
会 場：ハイアット・リージェンシー大阪 3F リージェンシーボールルーム D・E 
参加者：243 名

5.１.4 技術相談コーナー 
会 期：10 月 14 日（水）～16 日（金）の 3 日間 
場 所：主催者コーナー 
相談件数：35 件 （各日 3 名の相談員にて対応） 

5.１.5 主催者コーナー 
・協会活動案内 
協会の事業方針、活動方針の案内、協会誌“粉体技術”の紹介をはじめ、各種資料の配布を行った。 
・分科会ポスター展示： 
19 の技術分野別分科会は、特徴ある組織と運営により、分科会活動への参加者に対し、粉体に関する広
い知識、高度な技術、最新の情報等の獲得の場を作ることにより、社会のニーズに応えて、粉体に関連す
る技術の向上と産業の発展に大きく寄与 
19 分科会が、活動報告・粉体の近未来技術をポスター展示 
・標準粉体展示コーナー 
JIS（Z 8901）試験用粉体・ダスト、APPIE標準粉体（日本粉体工業技術協会規格）、ACダスト・検定用粒子
などの紹介を行った。 
・協会誌“粉体技術”の紹介 

5.１.６カタログ展示コーナー 
21 社 26 製品のカタログを展示 
“新製品・新技術”、“ロングセラー製品”に分けて展示、紹介 

5.１.７ 粉体技術総覧 2014／2015 の発刊 
冊子および CD-ROMで発刊し、会場において来場者に無料で配布 
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６．常置委員会 

6.1 総務委員会 （赤堀肇紀委員長、松島徹、六車嘉貢各副委員長） 

1.平成 27 年度の事業実績概要 

1-1．【協会広報活動の推進】 

1)「事業案内 2015 年度版」を作成・発行した（和文のみ 700 部）。 

2) ＡＰＰＩＥメールマガジンの発信を継続した。（発信数 51,994 通、前年比 3%増） 

3) 協会ホームページ（英文）を8月にリニューアルした。また、和文ホームページについては、トップページレイア

ウト変更など改善を継続した。 

4) 海外情報セミナーの開催 

①第４回海外情報セミナー開催 

・開催日：7 月 30 日（木） 

・場所：東京/㈱日清製粉グループ本社 本社ビル会議室 

・対象国：ベトナム 

・第４回から海外交流委員会と合同企画 

②第５回海外情報セミナー開催 

・開催日：11 月 10 日（火）     

・場所：東京/㈱日清製粉グループ本社 本社ビル会議室 

・対象国：インド 

5) 「日本粉体工業技術協会 最近の 5 年（2011 年～2015 年）」誌について、執筆者を辻参与に決定し依頼し

た。 

1-2．【法人会員増強の推進】 

1) 「粉体工業展大阪２０１５」で非会員出展会社に対し入会勧誘を行い、１社（ジャパンマシナリー㈱）にご入会

いただいた。 

2) 協会活性化アンケート実施について討議した。今後、活性化小委員会で項目・内容、依頼時期や方法などを

検討し、H28 年度に法人会員向けに実施予定となっている。 

3) 分科会、教育部門開催のセミナーなどに出席された非会員会社に対し、担当を決め入会勧誘活動を実施し

た。 

4) 過去３年間の入退会リストを作成し、入会理由・退会理由を把握し増強と退会防止について討議した。 

1-3．【総務委員会業務の明確化】 

委員会業務所掌規定にある「協会総務基本事項の総括」の内容の確認をはじめ現状の仕事の棚卸による総務

委員会と協会総務の役割分担、今後の活動方針を検討した。 

２．実施した会合、会議について 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.4.14 東京/東京ガーデ

ンパレス 3 階 鶴

の間 

10 1. 総務委員会体制について 

2. 平成 27 年度の総務委員会事業計画について 

3. 活性化小委員会からの報告 

4. 海外情報ＷＧから第４回海外情報セミナーについて 

5. 総務委員会の役割、仕事について 

2 H27.8.7 京都/協会京都本

部会議室 

13 1. 総務委員会体制変更 

2. 平成27年度の総務委員会事業計画の進捗状況報告 

3. 6/24 委員長連絡会の報告 

4. ホームページ、メルマガ発信数について報告 

5. 第 5 回海外情報セミナーについて 

6. 来年度事業案内について 

7. 粉工展大阪２０１５での出展社挨拶回りについて 

8. 法人会員へのアンケートについて 

9. 休眠会員へのアクションについて 

10. 編集委員会との関わりかたについて 

3 H27.12.3 大阪/ANA クラウン

プラザホテル大阪 

4 階 桂の間 

13 1. H27 年度事業計画の進捗状況（粉工展挨拶回り、第 5

回海外情報セミナー等） 

2. 事務局からの報告（HP レイアウト変更、メルマガ配信・

HP アクセス数等） 

3. H28 年度事業計画、予算、委員会日程について 

4. 「海外情報セミナー」今後の予定について 

5. 休眠会員へのアクション（法人会員向けアンケート）に
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ついて 

6. 総務委員会の仕事について 

（海外情報ＷＧ） 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.5.14 大阪/ANA クラウンプ

ラザホテル大阪 

4 1. 第 4 回海外情報セミナーについて 

2. 第 5 回海外情報セミナーについて 

2 H27.9.3 大阪/ANAクラウンプ

ラザホテル大阪 

4 1. 第 5 回海外情報セミナーについて 

（活性化小委員会） 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H28.2.17 東京/協会東京事務

所 会議室 

5 1. 会員アンケートについて 

2. 活性化方策について 

6.2 技術委員会 （山田幸良委員長、牧野尚夫副委員長） 

1.平成 27 年度の事業実績概要 

1) 技術委員会の体制；委員長:山田幸良(副会長：技術担当)、副委員長:牧野尚夫、 

特別委員:増田弘昭(会長)、事務局:豊見昭 

2) 業務所掌；委員会､分科会に共通する技術的問題への対応 

3) 現在、｢技術委員会｣の傘下に｢技術用語検討委員会｣､｢ナノ粒子安全性検討委員会｣及び｢ナノ粒子利用技術

委員会｣の3委員会がある。 ナノ粒子に関しては、平成26年度まで｢ナノ物質検討委員会｣において ナノ物質全体

の検討を行っていたが、実態としてはリスク面中心に活動してきた。協会運営の課題に“ナノ粒子への対応技術とナ

ノ粒子利用技術の検討”があり、協会全体として取組むこととし、｢ナノ粒子利用技術委員会｣を平成 27 年度より発足

した。これに伴い、｢ナノ物質検討委員会｣は｢ナノ粒子安全性検討委員会｣と改称した。なお、｢ナノ粒子安全性検討

委員会｣は役割をほぼ達成したと考えており、技術情報のウオッチングは行うが活動は小休止し、｢ナノ粒子利用技

術委員会｣に当面注力する。 

4) 平成 26 年度に引続き、｢ナノ粒子利用技術委員会｣の活動に注力すべく、本委員会(8/4)は基より準備委員会

(4/6)、コアメンバーによる検討会(6/24、10/16)に参加した。（詳細は、｢ナノ粒子利用技術委員会｣より報告有り） 

2.実施した会合 

会議については実施せず。

6.2.1 技術用語検討委員会 （牧野尚夫委員長） 

1.平成 27 年度の事業実績概要 

1) 委員会の構成；委員長：牧野尚夫、委員：遠藤茂寿、山田昌治、特別委員：増田弘昭 

 2)書籍名｢粉体用語ポケットブック｣の刊行に関し、新書版で初版2,000部、本体価格1,800円、総用語数1,500語

という構想に従い執筆要領を作成し、約 10 名の執筆者に執筆を依頼した。 

 3) 現在までに、執筆者7名から原稿が提出され（用語数割合では80％）、技術用語委員が中心になって査読を実

施している。 

 4) 執筆が未了の著者には、技術用語委員長より督促をしている。 

２.実施した会合、会議について 

 本年度は、執筆を要請した後、各執筆者の執筆を待つことが仕事であったので、会議等は行わなかった。 

6.2.2 ナノ粒子安全性検討委員会 （明星敏彦委員長、遠藤茂寿、近藤郁各副委員長） 

1.平成 27 年度の事業実績概要 

粉体工業展大阪 2015 ナノ粒子の安全性に関するセミナー（10 月 16 日 10：00～）開催 

講演 3 題 参加人数：126 名 

1) 多層カーボンナノチューブ(MWCNT-7)の全身吸入暴露によるラットの発がん性試験 

中央労働災害防止協会 日本バイオアッセイ研究 センター 室長 笠井辰也氏 

2) 単層カーボンナノチューブ及びカーボンブラックの実験動物における毒性影響 

産業技術総合研究所 安全科学研究部門 江馬 眞 氏 

3) ナノ粒子のリスク評価の考え方と管理手法 

産業医科大学 産業生態科学研究所 教授 明星敏彦 氏 

２.実施した会合、会議について 

 委員長、副委員長打ち合わせ 10 月 16 日セミナー前 

 委員会は開催せず。 
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6.2.3 ナノ粒子利用技術委員会 （奥山喜久夫委員長、伊ヶ崎文和、福井武久各副委員長） 

1 平成 27 年度の事業実績概要 

1) 委員会の活動開始：本委員会は、平成 27 年 4 月 1 日に設置され、活動を開始した。本委員会の活動方向

は、「ナノならではの機能、ナノサイズ化の利点、それを実現する取扱いについての技術的課題に関する情

報を粉体技術業界へ提供し、会員の関連技術、装置の開発、商品化へとつなげていく」ことである。 

2) 委員会の組織：委員会のメンバーは、企業関係委員、大学関係委員、更に協力分科会委員で構成されて

いる。会員数が 20 名以上と多くなったために、コアメンバーを決めコアメンバーによる検討会を逐次開催し、

委員会の方向性などを議論し、決定した。 

委員会組織：委員長：○奥山、副委員長：○伊ケ崎、○福井、特別委員：○増田会長、○山田副会長、委

員：天内、入江、後夷、薄井、○荻、○後藤、菰田、左合、瀬戸、竹内一、田原、中尾、○中村、林、藤、松坂、

松元、横田、吉原、平岡、谷 計 26 名、うちコアメンバー：8 名（○印） 

3) 本年度は、本委員会を２回（平成 27 年 8 月 4 日および平成 28 年 2 月 2 日）、準備委員会を１回（平 27 年

4 月）、コアメンバーによる検討会を平成 27 年 6 月と 10 月に開催した。 

4) 活動状況；各委員にナノ粒子および微粒子材料として、興味のあるサイズ、湿式および乾式における単位

操作の重要性について、「ナノ粒子の利用技術に関する活動の方向性検討」のアンケートを実施し、湿式

および乾式において重要となる単位操作を調査した。各委員より「ナノ粒子利用情報および実例の紹介」を

依頼し、報告をいただき、今後の活動の内容を具体化した。 

5) 28 年度 2 月 2 日に第２回目の委員会の開催を開催し、委員のナノ粒子に関する研究テーマ名、利用例、

課題ついて議論し、ナノ粒子の利用において特に重要な分散操作について、委員による講演を通し、ナノ

粒子の分散技術の現状、課題などについて議論を進め、活動の方向性を議論した。 

２．.実施した会合、会議について

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.8.4 京都/ホテルセントノ

ーム京都 

25 1. 委員の自己紹介 

2. 委員会の概要説明 

3. アンケート結果の概要説明 

4. ナノ粒子利用情報および実例の紹介 

5. 今後の進め方について 

6. その他 

2 Ｈ28,2,2 京都/ホテルセントノ

ーム京都 

29 １．各委員の研究テーマ・利用例の紹介 

２．講演：3 名の委員より 

３．国際粉工展東京 2016 のセミナーについて 

４．｢粉体技術｣10 月号特集について 

５．今後の進め方について 

６．その他 

（準備委員会） 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.4.6 京都/協会本部 会

議室 

7 1. ナノ粒子利用技術委員会の活動に向けて 

2. ナノ粒子利用技術委員会の進め方 

3. その他 

（コアメンバーによる検討会） 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.6.24 名古屋/名鉄ニュー

グランドホテル 

9 1. アンケート結果について 

2. 委員会の進め方と今年度のアクションプラン 

3. 平成 27 年度第 1 回ナノ粒子利用技術委員会について 

4. その他 

2 H27.10.1

6 

大阪/インテックス大

阪 ルーム２ 

11 1. 議事録の確認 

2. 委員からの研究・利用例紹介 

3. アンケート結果からの今後の方向性の検討 

4. ナノ粒子材料の合成・分散技術の課題 

5. 今後の活動 
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6.3 「粉体技術」編集委員会 （大矢仁史委員長、鈴木道隆、谷正美各副委員長） 

1.平成 27 年度の事業実績概要 

協会月刊誌「粉体技術」の発行 各号は特集として 

平成 27 年  ４月号 協会を支える分科会活動 

 ５月号 海外特集号 

  ６月号 粉体の固体化技術 

  ７月号 ナノ計測のトレンド 

  ８月号 静電気関連業界・技術の動向 

  ９月号 自然災害とどのように向き合うか 

  １０月号 地域密着特有技術 

  １１月号 クリーン化技術の活動 

  １２月号 製造設備・機械設備 

平成 28 年  １月号  世界に誇るオンリーワン技術 

      ２月号  大阪粉体工業展を終えて 

       ３月号  粉粒体食品のハンドリング技術

２.実施した会合、会議について 

回 日程 場 所 人数 議  題 

1 H27.6.27 東京/東京八

重洲 ホール 

302 会議室 

13 1．7 月号～2016 年 3 月号の進捗確認 

2. アヘマ報告について 

3．一般記事の状況説明と現場ルポ・先達対談候補について 

4. 既刊号(4.5.6 月号)を振り返って 

5. その他（「粉体技術」編集委員会内規の確認） 

2 H27.9.11

-12 

京都/ホテル 

ルビノ京都堀

川 

21 1. 10 月号 ～2016 年 3 月号の特集進捗確認 

2. 一般記事、現場ルポ・先達について 

3. 入門講座について 

4. 2016 年表紙デザインについて 

5. 編集委員会への要望、改善事項の提案 

6. 平成 27 年第 1 回本委員会議事録と小委員会議事録の確認 

7. 7・8・9 月号を振り返って 

8. その他 

9. 2017 年 8 月号までの特集内容・担当者決定 

3 H27.11.2

1 

東京/東京八

重洲ホール 

16 1.12 月号 ～2016 年 8 月号の進捗確認 

2. 一般記事の状況説明と現場ルポ・先達対談候補について 

3. 創刊 10 年記念に向けて 

4. 議事録の確認 

5. 既刊号 (10,11 月号)を振り返って 

6. その他 

4 H28.3.12 メルパルク京

都

17 1．4 月号以降の進捗確認 

2．一般・収録記事などの状況確認 

3.10 周年記念行事について 

4．執筆要領などの変更について 

5. 議事録の確認 

6. 既刊号(12～3 月号)を振り返って 

7. 来年度からの委員長、副委員長について 

8．その他 

（小委員会） 

各号の記事を確認し、本誌の編集をおこなうために毎月編集小委員会を京都本部で開催した。 

6.4 推薦審査委員会 （加藤文雄委員長、赤堀肇紀副委員長） 

1.平成 27 年度の事業実績概要 

・年 3 回の会合で、各賞の表彰規定に則り、審査業務を実施してきた。 

・協会賞・粉工展賞・粉体工業功績者表彰について 

第 2 回理事会に於いて、募集締切日 3 月 10 日が 2 月 10 日へ変更、決定され、12 月末に募集を開始した。「粉

体工業功績者表彰制度」周知の為に、協会ホームページに募集開始のお知らせを掲載した。 
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2.実施した会合、会議について 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.10.23 京都/協会本
部 会議室 

7 1.前回議事録の確認について 
2.分科会功労賞および委員会・部門功労賞選考について 
3.ＫＯＮＡ賞受賞候補者の推薦について（報告） 
4.その他 

2 H28.1.15 京都/協会本

部 会議室 

8 1.個人会員候補者の選考について 

2.会友候補者の選考について 

3.個人会員の名誉個人会員への移行について 

4.その他 

3 H28.2.26 京都/協会本

部 会議室 

8 1.協会賞候補者の選考審査について 

2.粉体工業展賞候補者の選考審査について 

3.粉体工業功績者候補の選考審査について 

4.その他 

6.5 粉体工業展委員会 （増田弘昭委員長、村田博、菅原一博各副委員長） 

1.平成 27 年度の事業実績概要 

 1) FOOMA JAPAN 2015（国際食品工業展 2015）参加 

・平成 27 年 6 月 9 日(火)～12 日(金)、東京ビッグサイト 東 1-6 ホール 

・食品機械を中心に原料処理から製造、物流にいたるまで食品製造プロセスのすべてを網羅したアジア最大級の

｢食｣の総合展（出展社数  681 社） 

・協会ブース：東 3 ホール 3A－27（幅 3ｍ×奥行 2.5ｍ,1 小間） 

     ポスター＆雑誌の展示とパンフ＆チラシ配布 

・同来場者；4 日間で 86 名 

 2)粉体工業展大阪 2015 を開催（詳細は大阪粉体工業展委員会より） 

・平成 27 年 10 月 14 日(水)～16 日(金)、インテックス大阪 4･5 号館 

・開催規模：196 社･団体／616 小間（前回：179／573） 

・来場者：8,568 名（前回：9,225） 

・来場者数は前回より減ったが出展社各位からは効果のある展示会であったとの言葉を多くいただいた。 

２.実施した会合、会議について 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.7.7 東京/東京ガー

デンパレス  

11 1. 粉体工業展の開催事業に係わる業務委託公募結果の概要

説明 

2. ㈱シー･エヌ･ティ社(CNT)のプレゼン 

3. 審査結果 

4. 審査後の討議 

2 H28.2.29 東京/東京事務

所会議室 

15 1. 2020 年度問題(ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催)の状況報告と粉工展開催の

進め方等 

2. その他 

6.5.1 東京粉体工業展委員会 （村田博委員長、大川原正明、槇野利光各副委員長） 

1.平成 27 年度の事業実績概要 

１－１国際粉体工業展東京 2016（第 21 回）の企画策定 

1）会 期: H28 年（2016 年）11 月 30 日（水）～12 月 2 日（金）、3 日間 

会場：東京ビッグサイト 東展示棟 1・2・3 ホール 

    開場時間:10：00～18：00（1,2 日目）、3 日目(17：00 迄） 

2）キャッチコピー：「この一粒…夢をかたちに －粉の技術－」 

      3）出展料：本体価格は前回 2014 と同じとする。 

4）開催規模目標：有料規模 850 小間（前回 828 小間） 

    5）併催行事、関連行事 

①特別講演 「失敗に学ぶ」 畑村洋太郎氏 

    ②最新情報フォーラム 食品、先端材料(ナノ･電池)、粉体シミュレーション 

    ③粉体工学入門セミナー （2014 年 2 日間）→3日間の開催へ 

    ④粉体機器ガイダンス    粉砕分科会、計装測定分科会にて検討 

    ⑤ナノ粒子技術利用セミナー ナノ利用技術委員会にて検討 

    ⑥海外情報セミナー 海外交流委員会、総務委員会にて検討 
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    ⑦粉じん爆発情報セミナー 粉じん爆発委員会にて検討 

    ⑧学生ツアー・交流会 人材育成委員会にて検討 

   ・粉の広場 

    ①アカデミックコーナー 

    ②テーマ展示：労働安全、粉砕、計装測定 

 ③技術相談、分科会展示コーナー、標準粉体コーナー 

   ・出展社行事 

 ①製品技術説明会 

    ②特別展示ゾーン、出展社プレゼン 

   ・式典関係：オープニングセレモニー、開催記念レセプション 

   ・粉体技術総覧 2016/2017 発行:書籍 10,000 部＋CD-R10,000 枚(2017)大阪分込み 

・粉体工学会関連行事：展示会初日（11/30）に秋期研究発表会を展示会場内第 2 会場にて開催。粉体工学

会にて企画運営 

6)広報・出展促進活動 

①Web、メール配信、ダイレクトメール(招待状 DM) 

②展示会での営業  粉体工業展大阪 2015 H27.10.14～10.16 

 IPB2015（上海）     H27.10.28～10.30 

           INCHEM TOKYO2015     H27.11.25～11.27(今回初のブース出展) 

2.実施した会合、会議について
回 日程 場所 人数 議題 

1.準備会議 H27.6.3 東京事務所 7 委員選定、今後のスケジュール検討 

1.本委員会 H27.7.28 種苗会館 6F 26 役割分担決定、全体スケジュール、基本構成、併

催行事等について 

1.正副委員長会議 H27.8.6 東京事務所 9 本･小委員会方針、併催行事・ゾーン展示他検討 

2.本委員会 H27.8.26 種苗会館 6F 23 開催要項意匠決定・内容確認、併催行事等検討 

2.正副委員長会議 H27.9.9 東京事務所 8 出展案内内容確認、併催行事等検討他 

1.広報出展促進 H27.9.29 種苗会館 6F 17 出展促進計画とスケジュール、広報活動について 

3.正副委員長会議 H27.11.9 東京事務所 9 併催行事等検討、広報出展促進活動について 

3 本委員会 H27.11.18 種苗会館 6F 23 併催行事企画の全体像、出展促進活動について 

2.広報出展促進 H27.12.9 種苗会館 6F 17 出展状況、広報･出展促進計画について 

4.正副委員長会議 H28.2.9 東京事務所 8 出展促進計画、広報活動計画、併催行事企画他 

4.本委員会 H28.2.29 種苗会館 6F 30 出展状況、広報活動計画進捗 

5.正副委員長会議 H28.3.31 種苗会館 6F 12 シカゴ粉工展について、 

現在の進捗状況他 

3.広報出展促進 H28.3.31 種苗会館 6F 16 出展状況、広報･出展促進計画について 

広告出稿先検討 

6.5.2 大阪粉体工業展委員会 （菅原一博委員長、加藤文雄、高倉正紀各副委員長） 

1.平成 27 年度の事業実績概要 

1）第 11 回目となる粉体工業展大阪２０１５を開催し、盛況裡に終了することができた。 

 粉体工業展大阪２０１５の開催実績 

 ・開催日時：2015 年 10 月 14 日（水）～16 日（金）10:00～17:00 

 ・会   場：インテックス大阪（南港）４・５号館 

 ・開催テーマ：粉づくり・ものづくり・夢づくり －粉の技術― 

 ・開催規模：196 社・団体、616 小間 

 ・来場者数：8,568 名（実質登録入場者数） 

 併催行事 
・最新情報フォーラム「粉のスケール、宇宙のスケール」 
・最新情報フォーラム「ナノ化・非晶質化技術最新情報」 
・最新情報フォーラム「EV 及び電力貯蔵に向けた先端二次電池の開発動向と粉体技術の役割」 
・最新情報フォーラム「よくわかる！粉体シミュレーションの最新技術」 

・最新情報フォーラム「産官学連携によるリサイクル技術開発」 

・粉じん爆発情報セミナー 

17



・国際標準セミナー「微粒子計測に関する国際標準化の現状と動向」 
・ナノ粒子の安全性に関するセミナー 

・学生ツアー&交流会 

・こなもん ことはじめ [粉体工学ガイダンス］ 

・粉のネットワーク(名刺交換会) 

・技術相談コーナー 

2)今回の開催を総括して 

・前回の 1・2号館から広い４・５号館での開催となり、出展社・小間数増加が課題だったが、早い段階から PR等で

対策を実施したことにより、前回 179社・団体、573小間から今回 196社・団体、616小間と出展社、小間数とも増

加した。 

・今回、導線や会場レイアウト等を考慮し入場受付を４号館のみとした。結果として４・５号館両方に人が流れたが、

４・５号館両方に受付があったほうが良かったとの意見もあったので、次回に向け検討したい。 

・来場者は減少したが、成熟した展示会になってきたとの印象もある。実際に、来場者、出展社からは「活気があり

良い展示会だった」「実りある商談があった」との意見が多数あった。今後は、来場者数だけではなく名刺獲得数

や商談数なども指標とすることを検討したい。 

・広報についても、来場者数や出展社・小間数などの PR だけでなく、来場者、出展社の声など質にもスポットを当

てた PR を検討したい。 

・併催行事については、大学の先生方の協力得て概して盛況だったが、時間帯や PR の方法については改良す

べき点もあり、企画段階から深く検討していく必要がある。 

２.実施した会合、会議について 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.4.15 京都/ホテル

セントノーム京

都  2F 貴船

の間 

26 1．出展状況報告と今後の対応 

2．併催イベント状況報告と検討 

3．未来材料ゾーン募集と企画について 

4．4-5 号館会場構成の検討 

5．開会式、開催記念レセプションについて 

6．会場運営WG委員依頼について 

7．その他 

2 H27.7.2 京都/メルパ

ルク京都 

25 1. 出展状況の確認と経費の確認 

2.併催イベントの最終確認 

3.招待状見本の確認 

4. イベント聴講者に実施する聴講者アンケートについて 

5. 開会式、開催記念レセプションについて 

6. ユニフォームについて 

7. 広告について 

8. 主催者コーナーについて 

9. カタログコーナーについて 

10. 搬入出について 

11. 会場内売店について 

3 H27.12.4 京都/京都セ

ンチュリーホ

テル 

40 最終委員会（反省会） 

4 H28.2.16 京都/協会本

部会議室 

11 監査会 

（小間割委員会） 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27. 7.2 京都/メルパ

ルク京都 

15 1. 開催規模について説明 

2. 小間割図（案）が提案と検討 

（会場運営ワーキング委員会） 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.9.29 京都/メルパ

ルク京都 

20 1.委員自己紹介 

2. 展示会概要、会場運営ワーキンググループの業務、会場図

面、装飾規定についての説明 等 
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6.6 分科会運営委員会 （伊ヶ崎文和委員長、伊藤正康副委員長） 

1.平成 27 年度の事業実績概要 

1)代表幹事に協力を頂き、粉体技術４月号「協会を支える分科会活動」特集号を発刊し、各分科会活動の昨年度実

績及び今年度の活動方針について紹介した。新委員長の運営姿勢については、昨年度と基本的に同様である旨

を明記した。 

2)H27 年度から発足した「ナノ粒子利用技術委員会」と関心ある分科会とのインターフェース役として、アンケートへ

の分科会協力や協力分科会を募る等の活動を行った。 

3)年４回の委員会を開催し、拡大分科会運営委員会では協会幹部や分科会の代表の参加のもと、分科会がかかえ

る問題点などについて討議し、解決方法等の共有化を図った。その一つとして、昨年度実施した分科会活動合理化

のためのアンケートについて引き続き検討を行っている。 

4)代表幹事が交代したあるいはコーディネータが交代した分科会に対し、ヒアリングを実施し、スムースな運営にむ

けてアドバイスを行った。 

5)１９分科会体制について検討するために、小委員会を設けることとした。 

6)分科会に運営委員が参加することによるモニター活動についても継続実施している。 

２.実施した会合、会議について 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.6.6 名古屋/安保

ホール  

7 1. 前回委員会を振返って  

2. 平成 27 年度の事業計画について 

3. 分科会活動の効率化のために 

4. 19 分科会体制の検討についての進め方 

5. 平成 27 年度拡大分科会運営委員会およびヒアリングについて 

6. その他 

2 H27.8.21 京都/メルパ

ルク京都  

37 1.開会の挨拶 

2.平成 27 年度分科会事業の予算について 

3.平成 27 年度分科会の活動進捗と課題（1 分科会・約 5 分） 

4.分科会活動報告のまとめ 

5.総合討議 

・分科会から提起された課題（問題点や要望） 

・分科会活動合理化案について 

6.ナノ粒子利用技術委員会からの報告 

7．事務局からの連絡とお願い事項 

8． 幹部コメント 

9．閉会挨拶 

3 H27.10.3 名古屋/安保

ホール 

8 1.前回議事録(第 1 回委員会)の確認 

2.拡大分科会運営委員会とヒアリングで提起された問題点の整理

と検討 

3.委員長連絡会議(9/4)の報告、討議 

4.分科会連絡会議(H28.1/22)の次第と役割分担、その他 

5.分科会継続申請について 

6.分科会運営委員会委員の増加について 

7.分科会モニターについて 

4 H28.3.5 名古屋/安保

ホール 

10 1. 平成 28 年度の方針と事業計画 

2．分科会連絡会議を振り返って 

3．分科会小委員会のあり方の検討、その他 

（小委員会） 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.8.21 京都/メルパ

ルク京都  

16 3 分科会のヒアリング 

造粒分科会、粉砕分科会、湿式プロセス分科会 

6.7 海外交流委員会 （辻裕委員長、松本幹治、赤堀肇紀各副委員長） 

平成 27 年度の事業実績概要 

1) APPIE annual REPORT 2014 の作成(4 月)及び英文ホームページ リニューアル（8 月） 

2014 年度の協会活動を紹介した英文レポートを作成、協会 HP に掲載、海外交流先にメールにて配信。日本語

版ホームページのリニューアルにあわせ、英文ホームページも刷新し、全ての委員会の活動、個々の分科会活

動などについても紹介した。 

2) IPB 2015（上海の粉工展、10 月 28-30 日）において、無料交換ブースを設置し、協会活動（主に粉工展の広報）
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や会員企業の紹介、技術相談、Japanese Pavilion 出展企業のサポートを行った。さらに Japanese Pavilion を協会

ブースと共に設営。会員企業 8社が出展。 

2.実施した会合、会議について  

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.7.13 東京/種苗会

館 6 階会議室 

15 1. ACHEMA の報告 

2. 委員構成について 

3. APPIE annual REPORT 2014 

4. 英文ホームページについて 

5. 海外交流活動に関する覚書、海外交流委員会内規について 

6. 前回議事録確認 

7. 海外団体・企業との交流（内容・方法）について 

8. 海外出張、派遣の安全管理対策 

9. 海外情報セミナーについて 

10. IPB2015（上海）共同出展について 

11.その他 

2 H28.3.8 東京/種苗会

館 6 階会議室 

13 1. 前回および企画小委員会 議事録確認 

2. H27 年度活動報告と H28 年度事業計画について 

海外情報セミナー＠国際粉体工業展東京 2016  

海外展示会 出展・情報収集 

3. 海外展示会における APPIE ブースの活用について 

4. 今後の海外交流委員会の体制について 

5. その他 

6. 平成 28 年度第 1 回委員会日程および開催場所 

（小委員会） 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.12.18 協会東京事務

所 

6 1.IPB2015 報告 

2.インドツアーについて 

3.海外情報セミナーの企画について 

4.海外の団体との交流、賛団体の確認 

5.海外展示会における APPIE ブースの活用について 

6.今後の海外交流委員会の体制 

7.中長期の取組み計画について 

8.APPIE annual REPORT 作成 

9.平成 28 年度予算検討 

2 H28. 2.16 協会東京事務

所 

7 第 6 回海外情報セミナーについて 

（総務委員会のWG と合同） 

6.8 人材育成委員会 （大川原正明委員長、西村卓朗副委員長） 

1.平成 27 年度の事業実績概要 

(1)若手のつどいを開催(年 4 回、うち 2 回は東京と関西でグループ討議方式) 

(2)粉体工業展大阪 2015 学生ツアー・交流会の企画運営  

 ・工学院大学・山田教授による粉体産業説明会 

・若手先生による学生及び内定者等の展示会ツアー･及び交流会 参加者： 合計 98 名 

(3) 雇用延長に伴う諸制度の勉強会、方向性について 

・フロイント産業、ホソカワミクロンに引き続き、大川原化工機、西村機械製作所からの報告があった。 

2.実施した会合、会議について 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.7.14 東京/種苗会

館 6F 会議室 

14 1.次回(2015 年 8 月)及び、今後（2015 年 11 月及び 2016 年 3 月）

の「若手のつどい」について 

2.「粉体工業展大阪 2015 学生ツアー・学生交流会」について 

3.本日の「若手のつどい」役割分担について 

4.その他 

2 H27.8.25 大阪/ホソカワ

ミクロン㈱ 

13 1.「粉体工業展大阪 2015 学生ツアー・学生交流会」スケジュー

ル、役割分担について 

2.次回及び今後の「若手のつどい」について 

3.本日の「若手のつどい」役割分担について 
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4.その他 雇用延長制度、当社の方向性:大川原化工機 

3 H27.11.17 東京/種苗会

館 6F 会議室 

13 1. 粉体工業展大阪 2015 学生ツアーの感想・反省点 

2.次回、第 55 回「若手のつどい」(平成 28 年 3 月 29 日(火)につい

て)  (対象者の確認) 

3.平成 28 年度「若手のつどい」について 

4.平成 28 年度委員会等開催予定 

5. 本日の「若手のつどい」役割分担について  

6.その他 雇用延長制度、当社の方向性：㈱西村機械製作所 

4 H28.3.29 東京/ちよだ

プラットフォー

ムスクエア 

14 １.正副委員長の変更、委員の変更について 

2.平成 28 年度委員会及び「若手のつどい」について 

3.国際粉体工業展東京 2016 学生ツアー･交流会について 

4. 本日の「若手のつどい」役割分担について 

5.その他 

（若手のつどい）委員会と同日開催 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.7.14 東京/ホテル

機山館 

49 第 52 回営業・管理部門の若手のつどい 

講師：吉原伊知郎技術士事務所所長、吉原伊知郎氏（元奈良機械

製作所、取締役・支店長） 

テーマ：「粉・粒を扱う業界から、どんな体験が出来るか」  

2 H27.8.25 大阪/ホソカワ

ミクロン㈱ 

45 (通算第 53 回）若手のつどい(若手先生方との 交流会)5 名の先生

のプレゼンテーション・グループ討議、情報交換など 

3 H27.11.17 東京/ホテル

機山館 

43 (通算第 54 回）若手のつどい（営業・管理部門向け） 

講師：辻 裕氏（大阪大学名誉教授） 

テーマ：「粒体と流体に関わって：オリジナルな研究や開発には金が

かからない」 

4 H28.3.29 東京/ちよだ
プラットフォー
ムスクエア 

45 (通算第 55 回）若手のつどい(若手先生方との交流会) 
5 名の先生のプレゼンテーション・グループ討議、情報交換など 

6.9 標準粉体委員会 （森康維委員長、後藤邦彰副委員長） 

1.平成 27 年度の事業実績概要 

1)JIS Z 8901に規定されている JIS試験用粉体１の粒子径分布測定法の適否を検討。吉田委員が開発した自動
式沈降天秤で測定、第 2回委員会でデータの検討を行ったが、測定法の結論は持ち越しとなった。
2)吉田委員による「JIS粒子径測定装置検定用粒子（MBP）」の測定の不確かさデータの再計算は完了。森委員長
が計算結果を検証。その結果は第 2 回委員会で報告されたが、一部修正が必要となった。また、CRM 化プロセス

についての検討も必要なことも明らかになり、協会ホームページへの掲載は一時保留。CRM 化作業は次年度も継

続することになる。③「サブミクロン領域粒子径分布測定装置試験用粒子（FSTP）」のラウンドロビン試験に先立ち、
森委員長が実験条件を検討。その結果、粒子径がナノ領域に及んでいるため分散法の確立が必要なことが判明。

現在、適用分散剤の選定とその効果の検証を計装測定分科会の協力で実施中。また、不確かさの測定も準備・検

討中である。

２.実施した会合、会議について 

（委員会） 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.8.27 京都/本部会

議室 

16 1. 前回議事確認
2. 平成 27年度第 1回委員会・部門連絡会議報告
3. 沈降天秤による JIS粉体の粒子径分布測定報告
4. MBP粒子の不確かさ再計算について
5. 再分級サブミクロン領域試験用粒子（FSTP）の SEM による測

定計画

6. 再分級サブミクロン領域試験用粒子（FSTP）のラウンドロビン試
験計画

7. その他
2 H28.3.7 京都/本部会

議室 

 16 自動化沈降天びんのデータ検討、FSTP ラウンドロビン試験の試験
計画、MBP粒子 CRM化プロセスの検討
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（小委員会） 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.12.21 京都/本部会議室 3 FSTP ラウンドロビン試験の試験条件確認 

７．規格・標準化委員会 

7.1 規格委員会 （遠藤茂寿委員長、松山達副委員長） 

１-１平成 27 年度の事業実績概要 

JIS規格の作成・見直し 
1)平成 27 年度 JIS原案作成
・ 原案作成委員会(1) ：ISO 13099-2:2012 コロイド分散系-ゼータ電位の測定法-光学的方法（委員長：東谷

先生）；2015年 8月より 1年間で原案作成
・ 原案作成委員会(2)：ISO 26824:2013粉体の粒子特性評価 - 用語（委員長：遠藤）；2016年 2月末原案提

案

2)平成 28年度 JIS原案作成：以下 3件を申請
・ ISO 12154:2014（体積置換による密度の測定 ガスピクノメータによる骨格（スケルトン）密度の測定）の JIS
化；委員長：宇都宮大鈴木先生

・ ISO 27891:2015（エアロゾル粒子の個数濃度 凝縮粒子計数器の校正）の JIS化；委員長：産総研・桜井氏
・ JIS Z 8827-1:2008粒子径解析–画像解析法-第１部：静止画像解析法改正；委員長：創価大学・松山先生
3)平成 28年度以降の JIS作成：以下の ISOの JIS制定及び JIS改正を行う。
・ ISO 17867 Particle size analysis -- Small-angle X-ray scattering；JIS化（伊藤氏）
・ JIS Z 8801-1:2006 試験用ふるい-第１部金属製網ふるい；改正（ISO/DIS 13310-1）（ふるい小委員会）
・ ISO/DIS 19430 Determination of particle size distribution -- Particle tracking analysis；JIS化
・ SAP 14-12  SAP試験用粉体３の JIS化
・ JIS Z 8901；追補改正（標準粉体委員会）
・ JIS Z 8909-2，JIS Z 8909-3（バグフィルターの耐久性試験）；改正（ISO16891）（集塵技術小委員会）
・ JIS Z 8828 (DLS)；改正（ISO 22412）（森先生）
4)JISの定期見直し調査：以下について関係者の意見に従い，「確認（継続）」と回答した。
・ Z 8801-1（試験用金属製網ふるい），Z 8817（可燃性粉じんの爆発圧力）, Z 8818（爆発下限濃度），Z 

8820-1（液相重力沈降法による粒子径分布測定-一般原理），Z 8833（粉体材料の縮分），Z 8910（集じん用
ろ布のサンプリング方法）

１-２協会規格の作成・見直し 

1)原案作成：なし 

2)見直し 

・ SAP 01-79「造粒物のかさ密度測定方法」及び SAP 02-82「造粒物の見掛け密度測定方法」について造粒分
科会コーディネータ村瀬先生に依頼し，確認（継続）とした。

１-３ 規格化、標準化事業の成果の普及・広報
・ JIS Z 8825（レーザ回折・散乱法）およびSAP 16-13（光学的方法による混合度の評価法）の紹介を粉体技術

誌で行った。

１-４規格関連委員会の動向把握：以下の委員会での動向について参加している委員から報告
・ ISO/TC 24/SC 4，ISO/TC 24/SC 8 
・ ISO/TC142（エアフィルター）
・ ISO/TC 229（ナノテク）
・ ISO/TC 281（ファインバブル）
・ 日本薬局方

２.実施した会合、会議について
回 日程 場所 人数 議題

1 H27.5.27 東京/種苗会館

6階会議室 

12 1. 前回議事録の確認
2. 規格類（SAP，JIS，ISO）の確認
3. JIS規格原案作成及び見直し
4. 規格関連委員会の動向
5. その他

2 H27.12.3 静岡/ 熱海シ

ーサイド 

9 1. 前回議事録の確認
2. 規格類（SAP，JIS，ISO）の確認
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3. JIS規格原案作成及び見直し
4. 規格関連委員会の動向
5. 来年度の方針
6. その他

３.協会が関与する規格等
1）協会が関与し新しく発行された JIS規格  3 件
・JIS Z 8834:2016「粉じん・空気混合物の最小着火エネルギー測定方法」
・JIS Z 8835:2016「一面せん断試験による限界状態線(CSL)及び壁面崩壊線(WYL)の測定方法」
・JIS Z 8823-2:2016「液相遠心沈降法による粒子径分布の測定方法―第 2 部：光透過式遠心沈降法」
2)協会が関与し新しく発行された ISO規格   1 件
・ISO 17867:2015「粒度分析－小角 X線散乱法」

3)個人会員の吉田英人氏が、粒子径測定方法などの ISO化、JIS化に貢献されたことに対し、経済産業大臣表彰を、
桜井博氏が気中ナノ粒子計測の ISO化、普及に貢献されたことに対し、産業技術環境局長表彰を受けた。
4)外部団体依頼による規格関連審議の委員会に次の委員を本会から派遣した。
・ISO/TC229(ナノテクノロジー)：綾信博氏(産総研) 
・ISO/TC142(空気その他のガスの清浄装置)：金岡千嘉男氏(金沢大学名誉教授)、米田仡氏(米田技術士事務所) 
・IEC/TC31(防爆電気機器)：山隈瑞樹(安衛研) 
・ISO/TC281(微細気泡技術)：遠藤茂寿氏(TASC) 
・土木学会 ISO対応特別委員会：遠藤茂寿氏(TASC) 
・微小粒子強度の測定方法 JIS原案作成委員会（産総研）：遠藤茂寿氏(TASC) 
・JIS原案委員会（カーボンブラック協会）：森 康維（同志社大）

7.2  ISO対応委員会 （松山達委員長、吉田英人副委員長）

１.平成 27年度の事業実績概要
１-１ 委員会の構成と概要
 本委員会は，粉体工業技術関連の国際標準化作業を推進するとともに，粉体工業技術に関する国際規格化の

動向把握と規格化作業の調整を行うことを目的としている。ISO の国内審議団体として，経済産業省からの委託で
ある国際標準化推進事業（原案作成，審議，定期見直し，新規規格提案）を推進している。本年度は次の事業を

三菱総研より受託し，国際標準の開発を行った。

・ナノ物質等の計測評価に関する国際標準開発（376 万）

・集じん器用ろ布の品質評価に関する国際標準開発（200 万）

これらの業務は，ISOの TC（専門委員会）/SC（分科委員会）に対応した小委員会が担当した。
・ISO対応委員会（松山委員長，吉田副委員長）
・ISO対応委員会粒子特性評価小委員会（桜井委員長）：ISO/TC 24/SC 4に対応；52 名
・ISO対応委員会ふるい小委員会（松山委員長）：ISO/TC 24/SC 8に対応；17 名
・ISO対応委員会集じん技術小委員会（金岡委員長）：ISO/TC 142/WG 7，WG 5；20 名 
１-２ 委員会活動の実績（詳細は小委員会の報告参照）

1) ISO対応委員会
・ISO/TC 24会議：開催なし
2) 粒子特性評価小委員会

・粒子特性小委員会を 7 月 8 日と 12 月 16 日に開催し、それぞれ 40 名弱の委員が参加し、直近に開催された国

際会議の報告と次回への対応を議論した。

・ISO/TC 24/SC 4第 48 回会議 （2015 年 6 月 11～12 日，仏・パリ）：日本から 16 名参加 

・ISO/TC 24/SC 4第 49 回会議 （2015 年 10 月 13～14 日，日本開催・大阪）：日本から 28 名参加 
・全 15WGの内 8WGで日本からシャドウコンビーナが指名されている. 
・TC 24/SC 4の国際幹事国を担当（2015-2017, 3年間）（国際幹事：TASC・遠藤氏）
・ISO/TC24/SC4を含めた粉体工業技術に関連する国際標準化の現状と動向を把握してもらうため，第2回粒子特
性評価小委員会開催に併せて、「国際幹事報告会」「関連 ISO/TC/SC報告会」を 12 月 16 日に開催した。
3) ふるい小委員会

・ISO 3310-1，ISO 9044改訂（何れも DIS投票終了し 2016 年春に発行予定）
4)集じん技術小委員会

・平成 27 年度 ISO/TC142 国内委員会（第 1 回 2015 年 4 月 17 日浜町会館，第 2回 8 月 6 日浜町会館）
・ISO/TC142 第 11 回総会および WG5, WG7 会議（2015 年 9 月 14-17 日，日本・金沢にて開催）：
日本から 12 名参加

・DIS 16891 の IS 化；10 月に FDIS 承認され 2016 年 1 月 15 日に発行された。・ISO/TC 142/WG 5
（集じん装置）で ISO/PWI 16313 Laboratory test of dust collection systems utilizing porous filter media online 
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cleaned using pulses of compressed gasが part 1 と part 2に分かれて，規格開発されることになり，当該 WG も
APPIE が国内審議団体として担当し金岡先生 (金沢大学名誉教授 )がプロジェクトリーダーに選任さ
れた。

１-３上記 TC以外における粉体工業技術に関連する国際規格化動向の把握
・ISO/TC229 (nanotechnology)，TC281 (Fine bubble technology), その他 TC との情報共有を図るため，リエゾン委
員を関係（小）委員会から派遣

２.実施した会合、会議について
ISO対応委員会の単独開催はなし
各小委員会は別項記載

7.2.1 粒子特性評価小委員会 （桜井博委員長）

１.平成 27年度の事業実績概要
 本小委員会は現在 52 名の委員により構成され、ISO/TC 24/SC 4（粒子特性評価分科委員会）において行われて
いる粉体・粒子測定に関する ISO 規格作成に参加し、適正な規格文書が迅速に作成されるよう活動を行っている。
平成 27 年度も、規格文書の作成、新たな規格の提案、承認投票、定期見直し等の作業を行うとともに、2 回の国際
会議に代表団を派遣し、文書案の審議を行った。また、年 2 回の頻度で小委員会を開催し、規格作成や国際会議
での審議の方針について検討を行った。

1）ISO/TC 24/SC 4 第 48 回国際会議 （平成 27 年 6 月 11～12 日、フランス・パリ）における規格審議

・参加者：議長（アメリカ） 国際幹事（日本・遠藤氏）の他、10 カ国から計 52 名。当小委員会からは 16 名が参加。

・13 のWG会合が開催され、ISO規格案の審議を行った。8 件の Resolutionが採択された。
2）ISO/TC 24/SC 4 第 49 回国際会議（平成 27 年 10 月 13～14 日、大阪）における規格審議
・参加者：議長（アメリカ） 国際幹事（日本・遠藤氏）の他、8 カ国から計 63 名。当小委員会からは 28 名が参加。

・12 のWG会合が開催され、ISO規格案の審議を行った。9 件の Resolutionが採択された。
3）各審議段階での投票、規格発行、定期見直し、新規提案の件数（平成 27 年 1 月 12 月） 
・新規提案（NP）2 件、委員会段階（CD）1件、照会段階（DIS）2 件、承認段階（FDIS）1 件、定期見直し（SR）4件に
対して投票を行った。

・日本提案の ISO 27891 を含め、2 つの ISO規格が発行された。
２.実施した会合、会議について
回 日程 場所 人数 議題

1 H27.7.8 東京/種苗会館 

6 階会議室 

39 1. 第 48 回パリ会議報告 

2. 第 49 回大阪会議への対応

3．ISO対応委員会，他 TC報告
4．その他（SC 4国際幹事の交代）

2 H27.12.16 東京/種苗会館 

6 階会議室 

35 1. 第 49 回大阪会議報告 

2. 第 50 回クラウスタール会議への対応 

3. ISO対応委員会，他 TC 報告 
4. 国際幹事業務関係の連絡 

5. その他 

7.2.2 ふるい小委員会 （松山達委員長）
1.平成 27年度の事業実績概要
ふるい小委員会を 3 月 16 日に開催した。議題として，現在行われている ISO3310-1（試験用篩）の改訂に対応する
JIS Z8801-1の改訂およびその準備作業について議論した。
2.実施した会合、会議について
回 日程 場所 人数 議題

1 H28.3.16 東京/種苗会館
京 都 ( 協 会 本
部)TV会議

8 ・ISO/DIS 9044（工業用織網）（40.99），ISO/DIS 3310-1（試
験用篩）改訂の件

・JIS Z 8801-1（試験用篩）改訂についての検討

7.2.3 集じん技術小委員会 （金岡千嘉男委員長、福井国博副委員長）

1.平成 27 年度の事業実績概要
WG-A TC146/SC1に対応 現在休止中
WG-B TC142/WG7に対応：ISO16891 Test methods for evaluating degradation of characteristics of cleanable filter 
mediaは、H27 年 10 月に 100％の賛成で承認され、印刷用最終校を H27 年 12 月に CSへ提出し、H28 年 1 月 15
日に出版された。TC142 金沢会議において、WG7 のタイトル及びスコープ変更、ならびに次期テーマ等を決定した
が、TC142総会での承認に至らなかったので、H28年度の課題として残った。ただ、WG7会議後のTC142議長との
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打ち合わせにより、H27 年 12 月 30 日に“ろ布性能測定を目的とする稼働中集じんシステムからのろ布のサンプリン

グ法”の PWI を提出した。
WG-C TC142/WG5 に対応：WG5 金沢会議において、ISO16313Part2 のプロジェクトリーダを獲得するため、日本
案を作成、提案したが、承認されるまでには至らなかった。しかし、TC142総会において、議長より金岡先生がプロジ
ェクトリーダに指名され、H27年末までに PWIの提出が求められた。ただし、内容的には日本の提案内容ではなく、
H26 年ロンドン会議での決定に沿う規格の策定を求められたので、国内において論議した結果、その議長方針を受

け入れ、Part2「ファン搭載パルスジェット払い落としフィルタシステムの性能試験法」原案を策定し、PWIをH27年12
月 30 日に提出した。 

2.実施した会合、会議について

集じん技術小委員会

回 日程 場所 人数 議題

1 H27.7.3 東京/種苗会館 6 階会

議室 

17 1.平成 27年度体制について
2. WG-B(WG7)活動概要について
3. WG-C(WG5)活動概要について

2 H27.10.20 東京/種苗会館 6 階会

議室 

17 1．金沢国際会議WG5,7の報告
2．今後の計画他

WG-B 
回 日程 場所 人数 議題

1 H27.7.3 東京/種苗会館 6 階会

議室 

17 1. 昨年度試験結果の報告
2. 今後の活動について

2 H27.9.14 石川/金沢東急ホテル 10 TC142/WG7会議を第 2回会議とした。
1. 前回会議の議事録確認
2. ISO/TC142 plenary meetingのための報告内容
3. WG7のタイトルとスコープの変更
4. WG7の新業務項目（Work Items）について

3 H27.10.20 東京/種苗会館 6 階会

議室 

17 1. 金沢WG7会議 議事内容の協議
2. 今後の予定
3. その他

WG-C 
回 日程 場所 人数 議題

1 H27.4.21 東京/種苗会館 6 階会

議室 

10 1. ろ布耐久試験結果報告書について
2. WG-C：FILTECHおよび ISO/TC142会議報告
3. その他

1 

- 

1 

H27.4.27 京都/協会本部 会議

室 

9 1. 経産省との面談報告
2. 来年度以降の委託事業公募テーマ(TC142)について
3. その他

1 

- 

2 

H27.6.19 京都/協会本部 会議

室 

10 1. TC142総会に向けて
2. 骨子に対して
3. 今後のスケジュールについて

2 H27.7.3 東京/種苗会館 6 階会

議室 

17 1. 経済産業省委託事業申請について
2.経緯について
3. 骨子に対して
4. 今後のスケジュールについて

3 H27.8.5 東京/種苗会館 6 階会

議室 

14 1.中国・東北大学訪問報告について
2. 骨子について

4 H27.9.14 石川/金沢東急ホテル 12 1．PWI16313-2 タイトルとスコープに付いて
5 H27.10.20 東京/種苗会館 6 階会

議室 

17 1. 金沢WG7会議 議事内容の協議
2. 今後の予定
3. その他

6 H27.11.24 京都/協会本部会議室 12 ISO/TC142議長宛提案(16313-2)の原案確認
※1-1,1-2はWG-C作業部会開催
国際会議

回 日程 場所 人数 議題

1 H.27.2.24
-26 

ケルン/独 1 FILTECH2015 にて ISO/TC142 議長、WG5 ドイツエキ
スパートとWG5で策定中の規格案について協議

2 H27.7.29 瀋陽/中国：東北大学 2 PWI16313-2 論議
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-30 WG7のタイトル及びスコープの修正及び新規規格提案
について

3 H27.9.14 金沢/東急ホテル 
TC142 総 会 及 び
WG5,7会議

12 PWI16313-2 論議
WG7のタイトル及びスコープの修正について

7.3 粉じん爆発委員会 （土橋律委員長、山隈瑞樹、林浩司各副委員長） 

1.平成 27 年度の事業実績概要 

1)安全教育 

粉じん爆発・火災安全研修（初級および中級）の企画・運営 

・粉じん爆発・火災安全研修【初級／基礎編】（毎年秋、関東関西交互に開催）の開催 

平成27年9月7-8日（月、火）に、（独）労働安全衛生総合研究所で開催。第１日目講義終了後の交流会は会

場が確保できないため、研修会場内で情報交換のための懇談の時間を設けた。講師が一部交代に対応し、内

容も見直した。 

・粉じん爆発・火災安全研修【中級／技術編】（２年ごとの春に関東で開催）の計画検討 

平成 27 年度は開催しない年度であるが、今後の内容見直し・講師交代に対応した計画を検討している。 

2)規格の作成

平成 26年度に協会規格 SAP 12-10「可燃性粉じん･空気混合気の最小着火エネルギー測定方法」の JIS 原
案の作成、および「耐爆構造規格」の技術指針（安衛研）制定への参加をおこなったが、平成 27 年度はこれら

のフォローをおこなってきた。JIS原案は、現在経済産業省で審議され 3月22日公示された。また、技術指針
は安衛研での回覧を終了した。 

3)行事等への対応 

・国際粉体工業展大阪２０１５における「粉じん爆発情報セミナー」の企画・開催 

11 月 28 日（金）14:00～17:00 無料開催 参加者 180 名 

粉じん爆発に関する先端情報の発信・周知を目的として以下のように開催。 

【主催者挨拶・トピックス紹介】 土橋律委員長（東京大学） 

【学術・技術情報】榎本兵治先生「粉じん爆発危険性評価と対策マニュアル」 

【規制・技術情報】山隈瑞樹副委員長（安衛研）「工場電気設備防爆指針改正について」 

【国際動向・技術情報】Stefan Penno 氏（INDEX）「爆発対策技術動向とヨーロッパの規格(法体系)について」 

4)最新の規制、規格等動向把握 

・安全試験国際規格調査検討ワーキング・グループの設置 

海外には多くの粉じん爆発・火災にかかわる安全試験規格が存在する。粉じん爆発試験等のＪＩＳ規格の将

来を見据えた中で、国際規格との整合性を確認することが必要であり、そのためには海外の規格を調査し系統

的に整理することが求められる。そこでワーキング・グループを設置し、当該規格の調査・検討をおこなうこととし、

ワーキング・グループで検討中。3 月の委員会で各グループより進捗報告実施。 

・粉じん防爆構造規格の IEC 規格への整合化 

 工場電気設備防爆指針（国際規格に整合した技術指針）2008」が改正され、工場電気設備防爆指針（国際

整合技術指針）（ JNIOSH-TR-46、2015）となった。 
現状では粉じん爆発発生の危険がある場所では、構造規格（厚生労働省告示）の検定に合格した機器を使

う必要があるが、IEC 規格適合品も新指針に基づき国内で検定を受けた上で使用が可能となる。危険場所の
区分がより明確に示され、そこで用いることができる防爆構造が指定される。 

当委員会では、この改正のフォローをおこなっている。10 月の国際粉体工業展大阪で開催した「粉じん爆発

情報セミナー」において、規制・技術情報として取り上げて説明した。 

２.実施した会合、会議について

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.6.29 千葉/船橋グ

ランドホテル 

20 1.新委員紹介、名簿確認 

2.前回議事録確認 

3. 平成 26 年度粉じん爆発火災安全研修【中級】(技術編) 結果報

告 

4. 粉じん爆発火災安全研修【初級】(基礎編)確認 

5. 粉体工業展大阪 2015「粉じん爆発情報セミナー」確認 

6. 各試験方法と海外規格との整合性について 

7. H26JIS原案作成(最小着火エネルギー測定方法) 報告 
8. H26JIS原案作成(最小着火エネルギー測定方法) 報告 
9. 「工場電気設備防爆指針－国際整合技術指針」改正 報告 

10. 平成 27 年度委員長連絡会資料 確認 

2 H27.12.11 東京/種苗会 22 1.前回議事録確認 
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館6階会議室 2.平成 27 年度 粉じん爆発火災安全研修【初級】(基礎編）実施報

告、アンケート結果報告 

3.平成 28 年度 粉じん爆発火災安全研修【初級】(基礎編）in 関西に

ついて確認 

4.「粉じん爆発情報セミナー」粉体工業展大阪2015報告、アンケート

結果報告 

5.国際粉体工業展東京 2016「粉じん爆発情報セミナー」について 

6.国際規格について 

7.耐爆発圧力衝撃形乾燥設備技術指針作成 状況報告 

8. IEC/TC31 国内委員会 状況報告 
9.平成 28 年度事業計画書(案)について 

3 H28.3.1 東京/種苗会

館6階会議室 

23 1.前回「平成 27 年度第 2 回粉じん爆発委員会議事録」確認 

2.「平成 28 年度事業計画書」確認 

3.平成 28 年度 粉じん爆発火災安全研修【中級】(技術編）について 

4.国際粉体工業展東京 2016「粉じん爆発情報セミナー」について 

5.耐爆発圧力衝撃形乾燥設備技術指針作成 状況報告 

6.IEC/TC31 国内委員会 状況報告 

7.H26JIS 原案作成（最小着火エネルギー測定方法）報告 

8．臨時委員会 

8.1 H27-28 年度 JIS 原案作成委員会１

－ コロイド分散系‐ゼータ電位の測定法‐光学的方法－（東谷公 委員長） 

（注：設置期間は、平成 27 年 8 月 1 日～平成 28 年 7 月 31 日の 1 年間） 

1.平成 27 年度の事業実績概要  

ISO13099-2 Colloidal systems - Methods for zetapotential determination — Part 2: Optical methodsに対応する
JIS原案を作成中。
 当該国際規格を JIS 化することは、ゼータ電位の測定法の光学的方法に関する原理、測定法の理解度を高めると
共に、業界におけるこの規格の理解の共有化及び国際競争力の維持、向上を図れることが期待できる。

2.実施した会合、会議について 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.8.19 東京/種苗会館 6階会議室 13 委員自己紹介、原案作成方針、作業スケジュール  

2 H28.2.18 東京/種苗会館 6階会議室 14 素案審議・修正 

（分科会） 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.8.19 東京/種苗会館 6階会議室 9 委員自己紹介、原案作成方針、作業スケジュール 

2 H27.11.27 京都/協会本部 9 素案審議・修正 

3 H28.1.8 京都/協会本部 9 素案審議・修正 

8.2  H27 年度 JIS 原案作成委員会 2 －粉体の粒子特性評価 - 用語－（遠藤茂寿 委員長） 
1.平成 27 年度の事業実績概要 

1-1 規格の概要 

 国際規格 ISO 26824:2013 Particle characterization of particulate systems -- Vocabularyの JIS原案を作成した。
ただ，この JIS 規格では，当該国際規格を基とし，国内の実状に合わせるため用語の削除，定義の変更など，技
術的内容を変更した（MOD）。

ISO 26824:2013では、ISO/TC 24/SC 4によって制定された粒子特性評価に関する規格において使用されてい
る用語をまとめ，定義・説明してある。この国際規格を国内規格とすることは粉体プロセス性能の評価を含め，種々

の方法で測定される粉体粒子特性を適切に評価する上で必要である。

1 2 規格作成の方針
 当該 ISO を基にするが，国内の実状に合わせ，ISOに対応する JISがある場合には JIS を基本とした。ISOでの
用語の定義や説明が適切でない場合には，新たに「用語」として加えず，必要な変更や注記の加筆を行い、不必

要な用語・注記は、適宜，削除した。「再現性」などの測定規格において共通する用語については，新たな箇条
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（又は分類）にまとめた。

JISの構成は，ISOの章立て（ISO/TC 24/SC 4のWG，すなわち，測定方法やカテゴリーに従っている）を踏襲す
るが，箇条（又は分類）のタイトルは適当なものに変更し、解説には今回の JIS 作成において整合性が問題になっ
た点や不適当な点について，担当者が記述した。その情報を基に，ISOの SR時に修正提案を行う。

1-3 JIS原案作成
委員会・分科会は，21 名の委員で構成され、分科会委員（14 名）が各章の項目作成（訳）を担当，校閲も行った。
平成 28年 2月中に原案作成を完了し、日本規格協会へ原案を提出した。

1-4 JISの構成
序文 

1適用範囲 

2分類 

3用語及び定義並びに記号 

a) 一般的用語及び分特性評価の結果；b）粒子形状の表示；c）試料のサンプリング及び調製；d）測定精度；e) 

粉体粒子の表面積，細孔及び密度の測定；f）液中粒子分系の特性評価；g）界面電気現象；h) 沈降法； i) 電

気的検知帯法；j) レーザ回折・散乱法；k）動的光散乱法； l）小角 X 線散乱法； m）音響法；n) 光相互作用に

よる粒子計数法；o）エアロゾル粒子の電気移動度及び粒子数濃度の測定法；p）エアロゾル粒子の荷電法；q）

画像解析法；r）光集束法 

参考文献 

附属書 JA（参考）JIS と対応国際規格との対応表 
索引 

２.実施した会合、会議について 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.6.23 東京/種苗会館 6階会議室 19 1. JIS原案作成方針 
2. 原案作成スケジュールと作業分担 

3. その他 

2 H27.12.10 東京/種苗会館 6階会議室 16 1. 一次案審議 

2. 今後の予定 

3 H28.2.17 東京/種苗会館 6階会議室 16 1. 二次案審議 

2. 原案承認 

（分科会） 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.6.23 東京/種苗会館 6階会議室 12 1. JIS 原案作成方針 

2. 原案作成スケジュールと作業分担 

2 H27.9.8 東京/種苗会館 6階会議室 14 1. 一次案審議 

2. 今後の原案作成スケジュール 

3 H27.9.24 東京/東京事務所 9 1. 一次案審議 

4 H27.9.29 東京/東京事務所 6 1. 一次案審議 

5 H27.10.21 東京/東京事務所 7 1. 一次案審議 

2.今後の予定 

6 H28.1.13 東京/東京事務所 8 1. 二次案審議 
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９．分科会 

9.1 粉体ハンドリング分科会 （登録会員数：会員 206 人、非会員 62 人、合計 268 人） 

（松本幹治ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、松坂修二副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、村上徹代表幹事[アイシン産業㈱]、 

海老原裕之副代表幹事[日清エンジニアリング㈱]） 

１．平成 27 年度の事業実績概要 

１－１、平成 27 年度の成果について

1) マテリアルハンドリング機器を取り込んだ分科会を計画・開催する。→計画通りに遂行中。 

2) 「粉粒体ハンドリング技術」書籍編集小委員会→初稿 80％受領、査読へ。3 月末原稿完成予定。 

3) 粉体エンジニア早期養成講座への講師派遣と会場提供を行う。→粉体ハンドリングⅠⅡともに終了。 

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について（人数欄の括弧内数字は合同の場

合の総数を示す） 

（分科会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.6.29 
東京/㈱日
清製粉グル
ープ本社 

59 ■テーマ【粉体の計量技術】 
1.技術講演【キログラムの定義改定と微小質量計測技術】 

(国研)産業技術総合研究所 藤井賢一氏 
2.製品紹介 
① 「ＨＢＭロードセルとそのアプリケーション」/スペクトリス㈱  
②「組合せ計量機コンピュータースケール及び顆粒用カットゲート式
自動計量器」/㈱イシダ 
③「重量式粉体供給機 NX フィーダー及び異物選別機」㈱クボタ 
④「ドージングバルブ計量ユニット」/アイシン㈱ 
⑤「自動計量システム」/タケモトデンキ㈱ 
⑥「木質バイオマス発電設備における計量システム」/鎌長製衡㈱ 
3.懇親会 

2 H27.9.17 
愛知/いその
㈱稲沢工場 

16
（33） 

■テーマ【プラスチックに関するリサイクル】（リサイクル技術と合同） 
1.工場見学：いその㈱稲沢工場 
2.技術講演『CFRP リサイクル技術の現状と工業化への展望』 

岐阜大学 守富寛氏 
3.懇親会 

3 H27.12.3 
東京/㈱日
清製粉グル
ープ本社 

53 ■テーマ【コンテナ（IBC)によるクリーンマテハン技術と自動洗浄】 
1.技術講演【固形製剤工場フロービンシステムの導入事例と設計上の
留意点】 大成建設㈱ 榎本大樹氏 
2.技術講演【最新のコンテナ自動洗浄技術】 ㈱KIT 殿 三浦 大氏 
3.製品紹介 
①「マトコンシステム」の紹介/日清エンジニアリング㈱
②「製薬工場における洗浄技術~ファーマコスプログラム」/エコラボ合
同会社 

③「コンテナ認識技術（RFID）の紹介」/オムロン㈱ 
4.懇親会  

4 H28.3.9 
東京/東京
八重洲ホー
ル 

77 ■テーマ【粉体ハンドリングにおける付着防止技術】 
1.技術講演 【粉体ハンドリングに関係する粒子の付着力】 
茨城大名誉教授 竹内 学氏 
2.技術講演  【微小粒子間の付着力測定と表面改質の効果とその応
用】  名城大学名誉教授 砂田久一氏 
3.製品紹介 
①「表面処理による粉体の付着防止」アルバックテクノ㈱ 
②「定量供給機の粉体付着対策」ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾃﾘｱﾙｽﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 
③「コンベア保護機器と付着防止」㈱マツシマ メジャテック 
④「ロータリーバルブの付着対策」アイシン産業㈱ 
4.懇親会

（幹事会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.6.29 東京/大庄水産 10 第 1 回分科会の反省、次回企画について 

2 H27.9.16 名古屋/裏閃家 5 第 2 回の反省、次回企画 

3 H27.12.3 東京/むさし坊 11 第 3 回の反省、次回企画、早期養成講座について等 

4 H28.3.9 東京/美味門 10 第 4 回の反省、次回企画、代表幹事交替準備について等 
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（粉粒体ハンドリング技術編集小委員会）

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.6.29 東京/神田大手町会議室 9 執筆担当・頁割り 

2 H27.9.17 名古屋/桑山ビル貸会議室 12 各章の執筆進捗状況の確認 

3 H27.12.3 東京/ユーラステクノ会議室 14 各章初稿の確認、査読者の選定・スケジュール 

4 H28.3.9 東京/八重洲ホール会議室 13 各章原稿出稿および査読進捗状況、今後の予定 

（粉体エンジニア早期養成講座） 

回 日程 場所 人数 講座概要 

3 H27.9.10 

～11 

埼玉県/日清製粉グループ本

社上福岡研修所 

10 粉体ハンドリングⅠ(輸送・供給) 

4 H27.10.8 

～9 

京都/ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都/京都大学

桂キャンパスローム記念館 

8 粉体ハンドリングⅡ(プラント・貯槽) 

9.2 粉砕分科会（登録会員数：会員 102 人、非会員 12 人、合計 114 人） 
（齋藤文良ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、 大木達也副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、海老原尚代表幹事[東京アトマイザー製造㈱]、 

須長克行副代表幹事[古河産機システムズ㈱]、 藤本信司副代表幹事[㈱栗本鐵工所]） 

1．平成 27 年度の事業実績概要 

１－１ 平成 27 年度の成果 

・年度事業計画は、すべて予定通り開催し、本会合 3回とも「赤字計上せず」に完了できた。 

・本会合での幹事団以外の参加者が、第 1 回は 22 名中 16 名を数えたが、他は 14 名中 3 名、17 名中 5 名と

少なく、協会の補助金事業としての課題が浮き彫りになった。 

   ・会員名簿の洗い直しも新規の会員登録要請も未了で、全体の達成度は 70％見当と感じる。 

   ・正副代表幹事 3 名の同時交代による、執行能力低下の懸念から、予定数以上に会合を開き、意見の集約に

は成果大であった反面、幹事の時間拘束も大きかったと深く反省している。 

   ・歴年の備蓄が￥120 千円減の見通しも、会計主幹の精励で、明朗なガラス張りが確立できた。 

１－２ 実施した本会合、幹事会、早期養成講座（カッコ内の人数は、合同の際の総参加数を示す） 

（本会合） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 

H27 
6.15-18 

ドイツ/フランクフル
ト、ミューラッカー 
スイス/ウツヴィル、
チューリッヒ 

22 ・ACHEMA2015 視察 
最新粉砕装置動向の調査、初参加者への無償通訳 

・現地企業の見学 
ヘンドレ社、シーファー社、ビューラー社、スイスミル社 

2 
H27 
9.14-15 

韓国 
ソウル 

１4 
(22) 

・第 5 回 日韓粉体シンポジウムの合同開催 
・現地企業の見学・・・韓独製薬 

3 
H27.12.8 つくば/産総研 17 

(31) 
・戦略的都市鉱山研究拠点の視察、および都市鉱山開発の
展望と装置メーカーの役割に関する講演・討論会 

（幹事会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.5.8 京都/本部会議室 3 正副代表幹事の職務分掌の確認と、協会事務局への質疑 

2 H27.5.12 東京/東京事務所会
議室

13 代表幹事の継承方針、前期会計報告、第 2 回本会合の協議 

 H27.8.4 東京/東京事務所会
議室

5 ・・・・・・日韓シンポ 開催小委員会・・・・・・ 

3 H27.9.13 韓国/ソウル大ゲスト
ハウス

10 日韓シンポ諸確認、第 3 回本会合の協議 

4 H27.9.14 韓国/ソウル大 11 第 3 回本会合の協議 

5 H27.10.7 東京/東京事務所 
会議室

4 執行部での次年度活動計画の協議、粉砕分科会内規の見
直し 

6 H27.11.5 東京/東京事務所 
会議室

12 上期ふり返りと会計中間報告、次年度活動計画の協議 

7 H27.12.8 つくば/産総研会議
室

12 次年度活動計画の審議、幹事業務についての意見交換 

8 H28.1.22 名古屋/連絡会議会
場付近

4 今年度未了事項の実施素案の執行部協議 

9 H28.3.4 大阪/塩野義製薬 
会議室

13 次年度年間日程の確認、幹事業務についての意見交換 
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（粉体エンジニア早期養成講座） 

回 日程 場所 人数 講 座 概 要 

7 
H27.11.26
～27 

千葉市 
槇野産業
㈱ 

13 

「粉砕の基礎と応用」「粉砕装置の特徴、粉砕プロセスの理解」「媒体ミ
ルの DEM シミュレーション」「衝撃式粉砕機２種による比較実験」「粉砕
におけるトラブル対策」「粉砕に伴う固体の活性化～メカノケミストリー」
「実験の整理」 

9.3 分級ふるい分け分科会 （登録会員数：会員 96 人、非会員 20 人、合計 116 人） 
(吉田英人ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、桜井博副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、秋山聡代表幹事[日清エンジニアリング㈱]、 谷川英昭副代表幹事
[関西金網㈱]） 

１．平成 27 年度の事業実績概要 

１－１、平成 27 年度の成果について

・環境リサイクル分野における分離、ふるい分け技術の動向とニーズについて調査した。 

・湿式場での粒子径制御技術に関する技術動向を収集した。 

・韓国における分級技術の動向を把握した。 

・分級機およびふるい分けの性能評価法について幹事会での意見交換を実施した。 

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について（人数欄の括弧内数字は合同の場

合の総数を示す） 

（分科会）  

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 

H27.6.29 静岡/掛川市菊
川市衛生施設
組合「環境資源
ギャラリー」 

18 見学会及び講演会 
講演 ①「都市ごみ焼却炉におけるバグフィルタの役割とタクマの
取組み」                     ㈱タクマ 前田典生 氏 
講演 ②「廃棄物分別用ふるい分け装置の紹介」 

㈱徳寿工作所 勝又正樹 氏 
講演 ③「湿式分級技術の進展と動向」  

広島大学大学院 吉田英人 氏 

2 
H27.9.14
～15 

韓国/ソウル大
学、HANDOK 

2(22) 日韓粉体技術シンポジウム、日韓粉体技術の動向調査 

（幹事会、小委員会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.6.29 静岡/甚八 6 第 2 回分科会の確認と専門講座の企画について 

1 H27.8.10 東京/種苗会館 7 小委員会：日韓シンポ最終確認（日程、プログラム） 

2 H27.9.14 韓国/バス 2 専門講座の企画について 

3 H27.9.15 韓国/仁川空港ﾗｳﾝｼﾞ 2 専門講座および来年度事業計画について 

（専門講座）    

回 日程 場所 人数 講座概要 

63 H28.2.9 東京/UDX ｷﾞｬﾗﾘｰﾈｸｽﾄ 75 粉体の分離・分級技術の動向と展望 

（粉体エンジニア早期養成講座） 

回 日程 場所 人数 講座概要 

6 
H27.11.17

～18 
埼玉/日清ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 9 

分級・ふるい分けの基礎理論、原理、研究結果、各種
実用装置の説明およびに実習 

9.4 乾燥分科会（登録会員数：会員 82 人、非会員 13 人、合計 95 人） 
 （田門肇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、立元雄治副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、諏訪聡代表幹事[月島機械㈱]） 

１．平成 27 年度の事業実績概要 

１－１、平成 27 年度の成果について 

1) 第 1 回乾燥分科会 

㈱カネカ高砂事業所の見学と講演会を行った。 

2) 第 2 回乾燥分科会 

粉体シミュレーション技術と粉体ハンドリング、乾燥技術への応用についての講演会を行った。 

3) 粉体エンジニア早期養成講座「乾燥」を月島機械㈱で開催した。 

乾燥技術の基礎とスケールアップ手法を、講義と実習で学んだ。 

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について（人数欄の括弧内数字は合同の場

合の総数を示す） 

（分科会） 
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回 日程 場所 人数 テーマ 

1 

H27.6.4 兵庫/㈱カネカ 
高砂工業所 

28 【見学会及び講演会】 
1.カネカ高砂事業所見学 
2.「液中乾燥を用いた機能性マイクロカプセル化技術開発事例」 

㈱カネカ 金谷健登氏 
3.「気流式乾燥機“ドライマイスタ”“ゼルビス”」 

ホソカワミクロン㈱ 入江一裕氏 

2 

H27.11.13 東京（機山館） 29 【粉体シミュレーション技術と粉体ハンドリング、乾燥技術への応用
についての講演会】 
・「気体と液体と固体粒子を同時に扱うシミュレーション」 

同志社大学 下坂厚子氏 
・「流動層 DEM-CFD シミュレーションの最近の話題と熱物質輸送
予測への展開」                 大阪大学 田中敏嗣氏 
・「粉粒体解析技術の乾燥機設計への応用事例」 

月島機械㈱ 中田洋一氏 
・「自己熱再生式伝導伝熱乾燥の紹介」 

㈱大川原製作所 山下哲矢氏 
・「廃液の出ない活性炭吸着装置の開発」 

㈱栗本鐵工所 松岡彰夫氏 

（幹事会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.6.4 兵庫/和輝 8 次回分科会企画、次年度企画予定 

2 H27.11.13 東京/機山館 8 次年度分科会企画、早期養成乾燥講座、IDS2016 について 

（粉体エンジニア早期養成講座）   

回 日程 場所 人数 講座概要 

9 H27.11.19～20 ㈱月島機械 7 乾燥技術の基礎、実習 

9.5 集じん分科会 （登録会員数：会員 105 人、非会員 24 人、合計 129 人） 

（金岡千嘉男ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、牧野尚夫副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、後夷光一代表幹事［新東工業㈱］、林浩司副代表幹事[㈱環境

衛生研究所]、杉野隆副代表幹事[アマノ㈱]） 

１．平成 27 年度の事業実績概要

１－１、平成 27 年度の成果について

平成 27 年度の分科会活動は､幹事がより一層積極的かつ効率的に意見を出し合えるよう､①ﾌｨﾙﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟ,

②集じんｸﾞﾙｰﾌﾟ,③ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ準備ｸﾞﾙｰﾌﾟ④教育ｸﾞﾙｰﾌﾟの４つの小ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動を展開した。①では、

ISO/TC142におけるろ布耐久性試験法の国際規格(ISO 16891,TC142/WG7)化とﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ試験法(ISO16313, 

WG5)の論議を主導すると共に、中部圏にてﾌｨﾙﾀｰ最新情報の紹介講演を 2 月に開催予定である。②は 5 月に

第1回分科会として集じんの多機能化を目的に大崎ｸｰﾙｼﾞｪﾝへの見学会を実施し、9月に第2回分科会として、

ろ布耐久試験およびﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀ試験法の規格化に関する紹介講演を実施した。また、12月に第3回分科会として

ｱｸﾄﾘｰ R&D ｾﾝﾀｰにて産業廃棄物焼却施設における環境ﾆｰｽﾞをﾃｰﾏに開催した。③は既刊のﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰﾊﾝﾄﾞ

ﾌﾞｯｸを精査し、要修正部の抽出および現状ﾆｰｽﾞへの適合性などの確認を継続中であり、今後は、ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰﾊ

ﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ改訂版作成への展開を図る。④は粉体ｴﾝｼﾞﾆｱ早期養成講座を、分科会関係者に加え,外部講師の協

力を得て、昨年度同様 12 月に開催した。 

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について（人数欄の括弧内数字は合同の場

合の総数を示す） 

（分科会）  

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.5.13 
広島 
大崎ｸｰﾙｼﾞｪﾝ㈱ 

50 経済産業省補助事業である「石炭ｶﾞｽ化燃料電池複合発電実証
事業」を実施する大崎ｸｰﾙｼﾞｪﾝ㈱石炭ｶﾞｽ化複合発電ｼｽﾃﾑの
建設現場見学およびｶﾞｽ化を基軸にした石炭の高効率利用技
術の講演を実施。高温･高圧化の集じん技術に期待され内容を
調査した。 

2 H27.9.15 
石川 
石川工業高等専
門学校 

33 中国における現状の環境対策および集じん技術の講演と ISO
対応委員会と協力して進めているろ布耐久試験およびﾊﾞｸﾞﾌｨﾙ
ﾀ試験法の規格化に関する紹介講演を実施。 

3 H27.12.17 
栃木 
㈱ｱｸﾄﾘｰ R&D ｾ
ﾝﾀｰ 

35 ㈱ｱｸﾄﾘｰ R＆D ｾﾝﾀｰにて、産業廃棄物焼却施設の見学と合わ
せ、同社社長・水越裕治氏によるエコビレッジ構想についての紹
介と、アマノ㈱・西村浩氏による空気輸送方式の使用事例およ
びトラブル事例とその解決方法の紹介の二つの講演を実施し
た。 
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4 H28.2.24 
愛知県名古屋市 
ＡＢＣ貸会議室 

43 「中国および日本における集じん用ﾌｨﾙﾀの実情」と題し、麻益
㈱・木村勇男氏による「dECOb(ﾃﾞｺﾌﾞ)ﾌｨﾙﾀの機能について」の
新商品紹介と、岡山中尾ﾌｨﾙﾀｰ工業㈱・難波均氏による「集じ
ん用ﾌｨﾙﾀの製造技術について」および BWF Environmental and 
Industrial Technology(Wuxi)Co., Ltd.・ﾄｰﾏｽ･ｼｭﾄﾛｰﾌﾞﾙ氏によ
る「中国のﾌｨﾙﾀ事情について」の講演を実施した。 

（幹事会、小委員会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.9.15 石川/加賀屋 18 新副代表幹事の就任、第 3,4 回分科会企画について 

2 H27.12.17 栃木/たる池 18 第 4 回分科会開催内容討議および平成 27 年度活動総括およ
び平成 28 年度活動計画案を討議。 

3 H28.2.24 愛知/八吉 18 平成 28 年度活動,小ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動の活動計画を検討。 

（粉体エンジニア早期養成講座） 

回 日程 場所 人数 講座概要 

9 
H27.12.9 
-10 

浜松市 
1 日目:ｺﾝｸﾞﾚｽｾﾝﾀｰ会議室
2 日目:㈱環境衛生研究所 

13 

1.集じんの基礎,2.集じん装置の概要と性能,3･4.ろ過集
じん･電気集じん装置の特性と設計法,5.局所排気装置
の設計法,6.集じん装置の性能測定及びﾌｰﾄﾞ制御風速
測定,7.前 2 項の実習 

9.6 混合・成形分科会 （登録会員数：会員 61 人、非会員 26 人、合計 87 人） 

（遠藤茂寿ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、鈴木道隆副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、藤井淳代表幹事[㈱栗本鐵工所]、菅原一博副代表幹事[菅原精

機㈱]） 

１．平成 27 年度の事業実績概要 

１－１、平成 27 年度の成果について

・分科会：2 回開催（敷島製パン、日韓粉体技術シンポジウム） 

・小委員会（混練性能評価） 

・粉体エンジニア早期養成講座開催 

・専門講座開催 

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について 

（分科会）  

回 日程 場 所 人数 テーマ 

1 

H27.7.30 愛知/敷島製パン㈱
刈谷工場 

30 工場見学及び講演会 
「製パン混練工程におけるグルテン構造の可視化」

工学院大学 山田昌治 氏 
「パン生地のミキシング過程における発熱と温度制御」 

サンタ ベーキングラボラトリー代表 山田盛二 氏 

2 

H27.9.14
～15 

韓国（ソウル大学） 6 
（22） 

第 5 回日韓粉体技術シンポジウム、工場見学会 
混合・成形分科会から 2 件講演 
「粉体工学における X 線マイクロ CT の利用～粒子充填と
混合プロセスの測定」 兵庫県立大学大学院 鈴木道隆氏 
「DEM シミュレーションによる新型混合機の開発」 

㈱徳寿工作所 朝日正三氏 

（幹事会、小委員会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.7.1 京都/菅原精機㈱ 12 分科会、早期養成講座、専門講座予定調整と確認 

2 H27.7.30 名古屋/竹葉亭 11 分科会、早期養成講座、専門講座予定調整と確認 

3 H27.9.13 ソウル大学 6 分科会、早期養成講座、専門講座予定調整と確認 

4 H27.9.15 仁川空港ﾚｽﾄﾗﾝ 5 分科会、早期養成講座、専門講座予定調整と確認 

（専門講座）    

回 日程 場所 人数 講座概要 

1 H27.11.18 

UDX ギャラリー
ネ ク ス ト  4F 
NEXT-2 ( 講 
義) 
UDX カンファレ
ンス 
6F （交流会) 

35 

「湿潤粉体の力学的特性」 
中央大学 理工学部教授 村瀬 和典 氏 

「混練状態ならびに混練過程の簡便な計測評価法とその応用」 
佐藤ラボ （元大阪府立大学 教授） 佐藤 宗武 氏 

「湿式押出造粒機の造粒物物性と混練状態」 
㈱ダルトン開発統括部長 浅井 直親 氏 

「画像処理を利用した可塑性評価法」 
ヤマカ陶料㈱ 専務取締役 原 真悟 氏 
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「食品の混練と評価」 
㈱品川工業所研究室長 伴 信雄 氏 

「コンクリートの混練と評価法および化学混和剤の役割」 
竹本油脂㈱マネジャー 玉木 伸二 氏 

（粉体エンジニア早期養成講座） 

回 日程 場所 人数 講座概要 

1 
H27.12.17

-18 
㈱徳寿工作所（平塚） 12 

17 日（第一日目）AM／混合の基礎および装置各論 

PM／容器回転型および容器固定型混合機実習 

18 日（第二日目）AM／混練の基礎および装置各論 

PM／回分式および連続式混練機実習 

9.7 造粒分科会（登録会員数：会員  185 人、非会員 76 人、合計 261 人） 
（村瀬和典ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、武井孝副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、桑原敏之代表幹事[㈱ダルトン]）   

１．平成 27 年度の事業実績概要 

１－１、平成 27 年度の成果について 

・ 年間テーマは「最近の造粒技術で“連続操作”をキーワードにした新技術」を中心に、実際に現在使用されている

連続造粒システムの分析と、新しく要求されている連続造粒運転の仕様との差異を明確にし、これからの基本的

造粒技術、特に連続式造粒システムの展望を検討した。

・ 技術討論会は、3 月 11 日に「連続式造粒システムとその関連技術」をテーマに目的に応じて利用されてきた連続

造粒技術と最近注目されている連続機能性粒子創製プロセスを取り上げた講演を紹介した。 

・ 施設見学会は、「ロータリーキルンによる結晶性鉱物の造粒物。焼成工程でクリンカに造粒し、セメントに仕上げる

プラントの見学」を実施し、セメントに関する講演を行った。 

・ 昨年度から村瀬コーディネータを中心に実施した「造粒分科会の歩み」に関する電子データ化は完了した。 

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について 

（分科会）  

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 

H27.10.9 埼玉/太平洋セ

メント㈱埼玉工

場 

32 見学会及び講演会 

講演「演題 水和生成物の観点から、セメント材料の将来像を展

望する」新潟大学工学部 斉藤 豪 氏 

2 
H28.3.11 東京/中央大学 61 基調講演１、技術講演：5 

基本テーマ「連続式造粒システムとその関連技術」  

（幹事会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.5.19 大阪 12 今回平成 27年度年間テーマの決定、施設見学会の予定、その他 

2 H27.10.9 埼玉 13 第 1 回見学会の反省、技術討論会中間報告、その他 

3 H27.12.16 静岡 14 技術討論会、来年度について。 

4 H28.3.11 東京  14 技術討論会反省、来年度について 

（小委員会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27. 4.10 東京/中央大学 4 技術討論会の運営検討と確認 

2 H27. 7.10 東京/中央大学 4 技術討論会、施設見学会、著作物利用許諾契約書 

3 H27. 8.28 東京/中央大学 4 技術討論会、施設見学会 

4 H28. 1.18 東京/中央大学 6 技術討論会、来年度専門講座 

5 H28. 2. 5 東京/中央大学 6 技術討論会、来年度専門講座 

9.8 計装測定分科会 （登録会員数：会員 82 人、非会員 0 人、合計 82 人） 
(森康維ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、藤正督副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、鷲尾一裕代表幹事[㈱島津製作所]、大畑学副代表幹事[マイクロトラック

・ベル㈱]） 

１．平成 27 年度の事業実績概要 

１－１、平成 27 年度の成果について 

1) 第 1 回分科会：第 35 回計装測定講演会として行う。今回のテーマは“最新の粉体物性測定技術”とし、ナノバ

ブルを含むナノ粒子計測、粉体流動濃度分布の可視化計測、粉体単位操作と粉体特性の関係などについて

基調講演3題、計測器メーカから粒子径計測やその他の物性測定に関する最近の取り組みやアプリケーション

等の紹介 8件。 

2) 標準粉体委員会と連動し、ナノ粒子ラウンドロビンテストの分散条件、屈折率の検討を開始。 

3) 早期養成講座は例年通り「計測・測定」分の 8 月開催分を担当。 
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１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について 

（分科会）  

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H28.1.27 
東京/同志社大学 

東京オフィス 

36 
第 35 回計装測定講演会 テーマ「最新の粉体物性測定技術」 

（幹事会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.9.2 千葉/ Bistro 

GRANVIA 

5 中期活動テーマと単年度の事業計画概要と運営方針と進捗状

況を確認、分科会見学会先の検討、講演会の調整 

2 H27.11.18 京すいしん 3 第 1 回分科会講演題目の最終選定他 

3 H28.1.27 東京駅周辺 7 第 1 回分科会（計装測定講演会）総括他 

（粉体エンジニア早期養成講座） 

回 日程 場所 人数 講座概要 

2 
H27.8.18
～19 

神戸/三宮研修
センター/スペクト
リス㈱  

10 
計測・測定の基礎、粒子径分布測定の基礎、物理的化学的性
質、プロセスにおける計測（以上講義）、オンライン粒子径分布
計測、粉体流動性分析装置の実習他 

9.9 湿式プロセス分科会（登録会員数：会員 56 人、非会員 26 人、合計 82 人） 
(岩田政司ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、後藤邦彰副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、石川敏代表幹事［関西金網㈱］、岡本泰次副代表幹事[敷島カンバス

㈱]）  

１．平成 27 年度の事業実績概要 

１－１、平成 27 年度の成果について

1) 目標達成度 

計画：本会合 2 回、幹事会 2 回、早期養成講座 

実績：本会合 1 回、幹事会 2 回、早期養成講座 

2) 活動の特徴 

コーディネータ交代による新体制で臨んだ初めての分科会として、環境・エネルギーをキーワードに見学会を実

施した。関西国際空港殿のご協力により、排水処理場、焼却場、水素ステーション、メガソーラーなどの各施設を一

度に見学することができ、非常に密度の高い分科会になったと思われる。 

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について 

（分科会）  

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.12.8 関西国際空港   18 排水処理、水リサイクル、クリーンエネルギー 

（幹事会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.12.8 関西国際空港 6 次回分科会、早期養成講座、来期体制 

2 H28.1.28 関西金網(株) 6 次回分科会、来期体制 

（粉体エンジニア早期養成講座） 

回 日程 場所 人数 講座概要 

11 
H28.1.28 ～
29 

関西金網(株) 11 

① ろ過の基礎理論 
② ろ過装置の特徴と使用法 
③ ろ材の特徴と使用法 
④ 膜ろ過概論 
⑤ ろ材・分離膜の最近の動向 
⑥ 定圧ろ過実験 

9.10 輸送分科会（登録会員数：会員 71 人、非会員 17 人、合計 88 人） 
（田中敏嗣ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、武居昌宏副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、井上照男代表幹事[ツカサ工業㈱]、 

岸本武志副代表幹事[三興空気装置㈱]）以下 5 名の幹事 

１．平成 27 年度の事業実績概要 

１－１、平成 27 年度の成果について

1．今年度はすでに 3 回の分科会を実施した。 

2．目標達成度は 100％。 

3．大学等において輸送に直接関わる研究をしている研究者が少なくなっているのが問題点である。 

4．分科会における工場見学では、輸送設備の重要な構成要素であるブロアーの製造工場、インスタントコーヒー

の製造メーカーの工場が見学でき、粉体輸送機メーカにとって有意義な分科会となった。 
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5．年度ごとの事業計画書と実施内容の不整合が分科会運営上の問題点として認識された。この問題に対して幹

事会において議論を行い、幹事会における問題意識の共有とシーズ探索の実施を行うことを合意した。 

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について（人数欄の括弧内数字は合同の場

合の総数を示す） 

（分科会）  

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 

H27.7.10 愛知/ 
㈱アンレット本社
工場 

23 工場見学会及び製品紹介 
・製品紹介1 「ルーツブロワの基本的構造と用途 新製品のご
説明」          ㈱アンレット 竹田昌史氏  横井亮知氏 
・製品紹介 2 「粉体流れ検知に関係するセンサーのご紹介」 

  ㈱マツシマ メジャテック 鍋内 浩氏 
・製品紹介 3 「空気輸送配管中での金属異物除去」 

㈱セイホー 樽谷賢一氏

2 

H27.11.20 群馬/AGF 関東
工場㈱ 

20 工場見学会、製品紹介及び技術講演 
・技術講演 「分散系混相流のレーザー計測法の紹介と研究
事例について」             群馬大学大学院 石間経章氏 
・製品紹介：「マトコン IBC システム製品紹介」 

日清ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 岡田隆史氏 

３ 
H28.3.8 大阪/㈱DINS 堺 19 工場見学：木片リサイクル工場 

技術講演：「インピーダンス・リアルタイム計測による比重分離
機の高精度化」             千葉大学 広瀬裕介氏 

（幹事会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.7.20 名古屋/はなの舞 8 第 2 回分科会、専門講座について 

2 H27.10.16 大阪/たちばな新大阪 6 第 2 回分科会予定調整、第 3 回分科会企画 

3 H27.11.20 群馬/珈水亭 8 第 3 回分科会内容検討、専門講座企画、その他 

4 H27.12.26 名古屋国際センター 6 事業計画書の見直 第 3 回分科会内容検討、専門講座企
画の見直、その他 

5 H28.3.8 大阪/男はつらい  9 担当幹事交代、平成 28 年度分科会内容検討、各社問題
点のピックアップ 

（粉体エンジニア早期養成講座） 

回 日程 場所 人数 講座概要 

3 9/10-11 

㈱日清製粉グループ

本社 上福岡研究所

郡内 研修所 

10 

機械式輸送装置の概要と選定法、空気輸送装置の概要と
選定法、空気輸送装置の計画とトラブルの実例と対策、供
給機の役割と選定法、機械式輸送装置と供給機のトラブル
とその防止対策、空気輸送システムの設計演習と実習、供
給機の設計演習と実習、データ解析とレポート作成 

9.11 クリーン化分科会（登録会員数：会員 66 人、非会員 18 人、合計 84 人） 
 （大谷吉生ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、鍵直樹副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、宇治勝幸代表幹事[千代田テクノエース㈱] 

                             渡辺幸次副代表幹事[㈱日立プラントサービス]  

１．平成 27 年度の事業実績概要 

１－１、平成 27 年度の成果について

・第１回の分科会と第 1 回の幹事会を開催済み。今後、第 2回分科会と第 2 回幹事会を開催する予定。 

・第 1 回分科会は澁谷工業森本工場でアイソレータ製造施設の見学と講演２題を開催し、封じ込め機器製造工場

の施設管理と除染技術、クリーン化技術の動向に関する最新の知見を得ることできた。 

・第 2 回分科会は東京工業大学において日本エアロゾル学会と共催で「エアロゾルの計測手法と今後の展開」を

テーマにシンポジウムを開催予定。 

・「粉体技術」2015 年 11 月号にクリーン化分科会として「クリーン化技術の活動」という特集で 8 編の投稿を行った。       

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について 

（分科会） （  ）内人数は共催合計人数を示す

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 

H27.6.26 石川/澁谷工業㈱森本
工場ＲＭシステム工場 

32 アイソレータ製造工場の施設見学と講演会 
講演：「アイソレータと除染の技術動向」 

                澁谷工業㈱ 砂山裕信氏 
「クリーン化技術の最新動向（一般環境における清浄化）」 
                   東京工業大学大学院 鍵 直樹氏 
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渋谷工業㈱工場紹介＆工場見学 

2 
H28.1.29 東京工業大学 12 

（41) 
日本エアロゾル学会と共催： 
「エアロゾルの計測手法と今後の展開」 

（幹事会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.6.26 石川/金沢東急ホテル  13 第 1回分科会の反省と次回第2回分科会開催予定について 

2 H28.1.29 東京都目黒区大岡山 7 第 2 回分科会の反省と 28 年度活動方針について。28 年
度第１回分科会について。副代表幹事の交代について。

9.12 環境エネルギー・流動化分科会（登録会員数：会員 32 人、非会員 10 人、合計 42 人） 
（幡野博之ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、成瀬一郎副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、鈴木康夫代表幹事[JFE エンジニアリング㈱]、 

                                    高島久継副代表幹事[㈱奈良機械製作所]） 

１．平成 27 年度の事業実績概要

１－１、平成 27 年度の成果について 

1)RDF をテーマとした講演会を開催したところ、その後関係者の間での技術的交流が相次ぎ、議論の場が広が

ったことは、分科会の位置づけとして有意義であった。 

2)バイオマス利活用を中心とした見学会は参加者が少なかったものの、ディープな内容であった。 

3)B-DASH 開発の汚泥流動床炉はエンジニアが直接興味を抱くものであり、参加申し込みが多く、見学先の関

係でお断りをする活況になった。 

4)今年度は都合により分科会のほか独立した幹事会を 2 回開催した。主に分科会のあり方について議論した。

参加者数重視だけでない分科会の意義を重視してゆくことを確認した。 

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について 

（分科会） 

回 開催日 場所 人数 テーマ 

1 

H27.5.22 東京/中央大学後楽園キ
ャンパス 

20 テーマ「RDF」  
講演 1.「RDF システムの現状と将来」 
日本リサイクルマネジメント 中原啓介氏 
講演 2.「ＲＤＦ貯蔵槽内の粒子運動と温度変化」 
 中村正秋技術事務所  中村正秋氏 
講演 3.「BARRACUDA による流動層シミュレーション」
㈱CPFDLab.  宮本義弘氏 

2 
H27.9.14
～15 

岩手/紫波町 9 紫波グリーンエネルギー木質バイオマスエネルギース
テーションほか見学 

3 H27.11.12 大阪/池田市下水処理場 27 下水 B-DASH プロジェクト 

（幹事会） 

回 開催日 場所 人数 テーマ 

1 H27.4.24 からすま京都H 12 堀尾名誉コーディネータ就任と今年度会合調整 

2 H27.12.21 わだ屋  8 来年度の分科会予定他 

9.13 晶析分科会（登録会員数：会員 81 人、非会員 87 人、合計 168 人）
（大嶋寛ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、長谷川正巳副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、亀井利道代表幹事[味の素㈱]、津崎裕也副代表幹事[月島機械㈱]） 

１．平成 27 年度の事業実績概要 

１－１、平成 27 年度の成果について

・専門講座を開催。講演内容は、設計理論、最新のトピックス、レオロジーおよび攪拌、結晶構造分析・粒径分布測

定・オンライン濃度測定などの実習について実施。(44 名参加) 

・国際交流：ACHEMA（ドイツ） 2015/6/15-19 へ参画。ACHEMA については晶析研究会と合同でセミナーを開催

し、他にも視察者向けの情報提供などを他の分科会と協力して実施した。（見学会 27 名、技術交流会 41 名参加） 

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について（人数欄の括弧内数字は合同の場

合の総数を示す） 

（本会合）  

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.6.15-16 ドイツ 27 BASF 社見学/ACHEMA/INPF2015（晶析セッション） 

（幹事会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.6.16 ドイツ/アヘマ会場 5 IPNF2015 関連：初日の総括と翌日の役割分担の確認、

専門講座の調整 

2 H27.8.18 神奈川/塩事業ｾﾝﾀｰ 5 専門講座について 
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3 H27.11.13 千葉/千葉工業大学 3 専門講座、今後の分科会について 

（専門講座）    

回 日程 場所 人数 講座概要 

1 H27.11.12-13 千葉/千葉工業大学 44 

第 61 回 粉体技術専門講座 

～基礎から学ぶ「実用・晶析技術」～ 

晶析装置設計理論と撹拌を考慮した晶析装置内現象 

9.14 微粒子ナノテクノロジー分科会（登録会員数：会員 186 人、非会員 57 人、合計 243 人） 
（神谷秀博ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、宮原稔副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、福井武久代表幹事[㈱栗本鐡工所]、中村圭太郎副代表幹事[日清製
粉グループ本社]、鳥居経芳副代表幹事[スペクトリス（株）]） 
１．平成 27 年度の事業実績概要 
１－１、平成 27 年度の成果について 

微粒子・ナノ材料を有効活用し、製品の機能向上、新機能化を達成して実用化へと如何に結びつけるかの有
効利用をテーマとして平成 27 年度は合計 3 回の分科会活動を進めた。 
第 1 回分科会（海外）として、世界最大の化学装置プラントショーACHEMA の併催行事・日独粉体ナノテクフォ
ーラム（IPNF）のナノテクセッションおよびチューリッヒ工科大学（ETH）のナノ材料関連研究室見学と交流セミナー
を、第 2 回分科会として、「微粒子・ナノ材料の有効利用とその応用」をテーマに、濃厚系スラリー利用などナノ粒
子利用についての講演会＋日本アエロジル工場見学会を、第3回分科会として、INCHEM2015併催の日独先端
化学技術フォーラムにて講演会を開催した。 
3 回の分科会を通じて、協会会員に向けて、微粒子・ナノ材料の有効利用に関する基礎、利用、製品応用に関
する最新情報を発信、啓発を促すことができた。また、微粒子・ナノ材料関連企業および開発機関間のネットワー
ク構築の一助となった。

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について 
分科会：回数：3 回（内、海外開催回数：1 回） 

（幹事会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.4.20 ﾉﾘﾀｹｶﾝﾊﾟﾆｰ/名古屋 8 分科会計画、ナノ粒子利用技術委員会について 

2 H27.730 ｽﾍﾟﾄﾘｽ/東京 8 第 1 回分科会総括と第 2 回分科会企画 

3 H27.10.29 名古屋 10 第 2 回分科会の総括と第 3 回分科会企画 

4 H27.11.26 東京ビックサイト 8 第 3 分科会の総括 

5 H28.3.3 京都 10 H27 総括と H28 計画立案 

回 日時・場所・人数 内容

(1) 2015.6.17
フランクフルトメッセ

/ドイツ
89名

日独粉体・ナノテク国際フォーラム（IPNＦ2015） ACHEMA併催行事
・Synthesis and Characterization of MonodisperseNickel Nanoparticles using a Microreactor, Prof. M. Miyahara, Kyoto Univ.
・Chemical and Process-Design Intensification and Use for Micro-Flow particle synthesis, Prof. Volker Hessel, Eindhoven
University of Technology
・Morphology control of Lithium ion battery electrode with nano materials by using continuous kneading process,Dr. T.
Fukui, KURIMOTO, LTD.
・Chemical Nanotechnologies: From Molecules to Functional Nanostructures for Energy and Health Applications, Prof. S.
Mathur, University of Cologne
・Nano and fine particles surface design for aggregation and dispersion behavior control in liquid to apply various
functional material, Prof. H. Kamiya, Tokyo University of Agriculture and Technology

(2) 2015.6.19
チューリッヒ工科大学/

スイス
34名

見学会：
・Particle Technology Laboratory, Prof. S.E. Pratsinis
・Laboratory of Food and Soft Materials, Prof. R. Mezzenga
・Laboratory of Food Process Engineering, Prof.  E.J. Windhab
・Laboratory of Human Nutrition, Prof. M.B. Zimmermann
・Institute for Chemical and Bioengineering, Departure for Honggerberg, Prof. R. N. Grass
交流会：
・Synthesis and Characterization of Monodisperse Nano-particles and Core-Shell Particles using Flow Reactors, Prof. M.
Miyahara, Kyoto University, Japan
・Recent developments of dense gas-solid flow simulation, Prof. T. Tsuji, Osaka University, Japan
・Development of Continuos Process for Electrode Slurry of Lithium-ion Battery by twin-shaft screw kneader, Dr. T. Fukui,
KURIMOTO Ltd., Japan
・Introduction of Glass Business unit in Nikon Corporation, Dr. K. Nozaki and Mr. Y. Konishi, Nikon Corporation, Japan

2

2015.10.29
日本アエロジル

/四日市
25名

講演会：
「微粒子・ナノ材料の有効活用のための集積化技術の確立と複合材料の微構造設計」　豊橋技術科学大学　教授　武藤浩行　氏

「六方晶窒化ホウ素（h-BN）粉体のナノシート化による樹脂系複合材料への応用」　産業技術総合研究所　主任研究員　堀田祐司氏
「焼結フリー金属ナノインクができること」　　　　　　　㈱コロイダル・インク　代表取締役社長　金原正幸　氏

「日本アエロジル㈱の会社及び製品紹介」　日本アエロジル㈱　代表取締役副社長/工場長　城野博州　氏
工場見学

3

2015.11.26
東京ビックサイト/東京

51名

INCHEM Tokyo2015 第2回日独先端化学技術フォーラムの午前の部（粒子加工技術分科会合同）
・Chemically Processed Functional Nanostructures for Energy and Health Applications

     Dr. S. Mathur, University of Cologne, Germany
・Synthesis and Characterization of Monodisperse Nano-Particles and Core-Shell Particles using Flow Reactors,

Dr. M. Miyahara, Kyoto University

1
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9.15 静電気利用技術分科会（登録会員数：会員 162 人、非会員 186 人、合計 348 人） 
（松山達ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、大澤敦副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、畠中伸代表幹事[ホソカワミクロン㈱]、 
                                 乾薫副代表幹事[日本ニューマチック工業㈱] 

１．平成 27 年度の事業実績概要 

１－１、平成 27 年度の成果について 

常置型分科会となって 5 年目となる。 

・活動の基本は粉体工学会／粒子帯電制御研究会との「協賛」で、両会の活動方針を下記の様に定めている。  

○ 粒子帯電制御研究会 ･････ アカデミックな内容を中心とする活動 

○ 静電気利用技術分科会 ･･･ 粉体にこだわらず見学を主体とするアプリケーション的な活動 

・上記方針に基づき第 1回分科会を「日本工業大学／超高電圧研究ｾﾝﾀｰ」にて企画させて頂き、「放電と帯電」

を基本テーマとして粉体の帯電と放電に関する講演会2件と、日本トップクラスの超高電圧研究施設見学及び気

中火花放電現象の観察をさせて頂いた。 

当初は 7/19 開催を予定していたが、直前打合せにて日本大学と当分科会との間に考え方の相違があり、止む

無く日程を 9/14 に延期した。この教訓として、これまでは静電気や測定機に関連する「企業」に分科会開催の協

力を御願いするケースが多く、企業側の営業メリットに依存しながら企画を進める傾向にあったが、今回の様に

「大学」にて企画を進める際には異なる配慮が必要であったと反省している。 

・以前より継続検討している代表幹事交代については、下記の様に進める予定。 

 ① 現 代表幹事（ホソカワミクロン㈱／畠中）退任 ･････ 本年 3月末予定 

② 新 一般幹事（ホソカワミクロン㈱／材木）登録 ･････ 2 年後の代表幹事 

③ 新 代表幹事（㈱菊水製作所／北村殿）の選任 ･･･ 本年 4 月着任、平成 28 年度の 1年間のみ 

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について（人数欄の括弧内数字は合同の場

合の総数を示す） 

（分科会）  

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 

H27.9.14 埼玉/日本
工 業大 学 
LC センタ
ー ＆超 高
電 圧研 究
センター 

22 テーマ「帯電と放電」 
＜講演（2 件）＞ 
「接触帯電の分離過程に於ける放電現象」／創価大学 松山達氏 
「電子写真機器の中の放電現象」／㈱リコー 門永雅史氏 
＜見学（2 件）＞ 
「ﾒｶﾞﾎﾞﾙﾄｲﾝﾊﾟﾙｽ電圧発生装置の構造」／日本工業大学 清水博幸氏 
「気中火花放電伸展と空間電荷」／日本工業大学 西村誠介氏  

2 

H27.3.2 種苗会館 13 ＜講演（2 件）＞ 
「カーボンマイクロコイル(CMC)の特性とその応用について」 
／岐阜大学教授 元島栖二氏 
「粉体用静電気帯電測定装置の紹介」 
／トレック・ジャパン㈱ 上原利夫氏 

（幹事会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.7.22 協会東京事務所 9 第１回分科会再調整 及び 次回分科会概要計画 

2 H28.3.2 協会東京事務所 7 次回分科会概要計画 

9.16 電池製造技術分科会（登録会員数：会員 250 人、非会員 150 人、合計 400 人） 
（境哲男ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、堤敦司副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、秋元祐代表幹事[赤武エンジニアリング㈱  

                  桜井敏夫副代表幹事[東洋ハイテック㈱]、佐藤高公副代表幹事[㈱セイシン企業]） 

１．平成 27 年度の事業実績概要 

１－１、平成 27 年度の成果について 

1）電池産業を取り巻く世界情勢の変化をいち早く会員企業に提供するための活動。 

2）自動車産業などの電池ユーザーと電池メーカー、材料メーカー、装置メーカーとの連携を促進するような活動の

推進。 

3）台湾やドイツなど海外メーカーとのグローバル展開も促進するような活動の推進。 

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について（分科会）  

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.5.27 東京/東京

大学生産

技術研究

所 

96 トヨタ自動車より EV、PHV、FCV の開発状況と将来展望、材料メ

ーカ2社から正極材と電池リサイクルに関する講演、名古屋大佐

藤教授からは各自動車、電池メーカーの勢力関係の講演。将来

性展望（株）セイシン企業より「画像解析装置」紹介 
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2 H27.10.29～30 山形/米沢

伝国の森、

山形大学 

230 ＥＶバス用や蓄電用に適した帯電デバイスと材料、装置に関する

講演。日本-台湾電池製造技術シンポジウムの共催、山形大学

のｘEV 電池製造評価設備見学会 

3 H28.2.5 淡路夢舞

台国際会

議場 

100 鉄道システムと電池、セパレータのセラミックコート技術、シリコン

系負極やマンガン系正極、電池バインダ、燃料電池スラリー製造

などの講演、プライミクス電極板製造技術研究所の見学 

（幹事会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.5.27 東京/東京大学 10 次回分科会について 

2 H27.10.29 山形/上杉城史苑 11 第 3 回分科会について、H28 年度分科会企画 

3 H28.2.5 淡路夢舞台国際会議場 11 来年度の分科会活動について 

9.17 リサイクル技術分科会（登録会員数：会員 200 人、非会員 80 人、合計 280 人） 
 （大矢仁史ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、外川健一副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、荻田哲也代表幹事［赤武エンジニアリング㈱］、 

蓮池達央副代表幹事［㈱椿本バルクシステム］） 

１．平成 27 年度の事業実績概要 

１－１、平成 27 年度の成果について 

第 1 回分科会を予定通り山口県「共英製鋼(株)」で講演会と見学会を実施した。鉄のマテリアルフローが現在抱える

問題点を整理し、その後実際のリサイクル現場を見学した。 

① 第 2 回分科会は、粉体ハンドリング分科会との合同開催で、愛知県「いその(株)稲沢工場」にて、講演会「CFRP

リサイクル技術」と見学会「廃プラから高機能材へのリサイクル」を実施した。 

② 第 3 回分科会は、粉砕分科会との合同開催で、産総研つくばセンターで「SURE ｺﾝｿｰｼｱﾑ」の活動の現状と実

験設備の見学会を実施した。 

今年度の分科会は、3 回中 2 回を合同開催とし、他の分科会の幹事や会員との交流を深められた。 

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について（人数欄の括弧内数字は合同の場

合の総数を示す） 

（分科会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.6.16 山口/共英製鋼

㈱ 山口事業所 

27 見学会及び講演会 

講演会:「鉄スクラップ受給の現状からみた価格展望」 

                （株）鉄リサイクリング・リサーチ 林 誠一氏 

見学会：「スクラップヤード・電気炉・ガス化溶融炉・小型家電リサイ

クル施設・破砕施設・他」 

2 

H27.9.17 
愛 知 / い そ の

(株) 

16 リサイクル設備の見学と講演会 

講演会：「CFRP リサイクル技術の現状と工業化への展望」 

岐阜大学 守富 寛氏 

見学会：「廃プラから高機能材へのリサイクル事業」 

3 H27.12.08 つくば/産総研 13 SURE コンソーシアムの施設見学と講演会 

講演会：「SURE コンソーシアムの活動と都市鉱山開発の展望」 

（国研）産業技術総合研究所  大木達也氏 

討論会：「未来の都市鉱山における装置メーカーの役割」 

（幹事会、小委員会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.6.16 ～

17 

山口/湯田温

泉他 

9 1.次回平成２７年度第２回分科会に関して 

2.平成２７年度第３回分科会に関して 

3.幹事の人事に関して 

2 H27.9.17 名古屋/銀座

ライオン 

8 1.今回の平成２７年度第 2回分科会に関して 

2.平成２７年度第３回分科会に関して 

3.幹事の人事に関して 

3 H27.12.18 大阪/緑地公

園駅ﾋﾞﾙ会議

室 

8 1.平成 27 年度の総括 

2.平成 28 年度の年間分科会活動計画 

3.幹事の人事に関して 
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9.18 食品粉体技術分科会 （登録会員数：会員 131 人、非会員 35 人、合計 166 人） 

 （羽倉義雄ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、五月女格副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、千葉仁司代表幹事［日清エンジニアリング㈱］、 

                                           川島哲文副代表幹事[㈱竹中工務店]） 

１．平成 27 年度の事業実績概要 

１－１、平成 27 年度の成果について

・平成 27 年度活動のメインテーマ…食品製造の基本となる『安全・安心』 

加えて『新たな調理・生産方式』、『最先端の生産技術』、『トラブルの未然防止』もテーマに揚げて活動した。 

・第 1 回分科会：平成 27 年 5 月 27 日、茨城県 農研機構食品総合研究所 

テーマ：「食品加工」 食品粉末への殺菌や食品加工技術について研究開発現場の見学と講義により学んだ。 

・第 2 回分科会：平成 27 年 9 月 29 日、東京都 綜合警備保障 

テーマ：「フードディフェンス」 警備会社から提案するフードディフェンスの考え方とサントリーグループの取組みに

ついて紹介を頂いた。 

・第 3 回分科会（予定）：平成 28 年 2 月 3 日、神奈川県 雪印メグミルク㈱海老名工場 

テーマ：「食品の衛生管理」 乳製品の生産現場見学と食品の安全の確保するための管理手法について学んだ。 

いずれも今年度のテーマに沿った内容の分科会を開催することができたと思う。 

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について（人数欄の括弧内数字は合同の場

合の総数を示す） 

（分科会）  

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 

H27.5.27 茨城/農研
機構 食品
総合研究所 

29 見学会及び講演会：テーマ「食品加工」 
講演①「電子線やガンマ線による食品粉末の殺菌等について」 

聖徳大学 林 徹氏 
講演②「高付加価値化を支える食品加工技術」 

日本大学 五十部誠一郎氏 

2 

H27.9.29 東京/綜合
警備保障㈱ 

30 見学会及び講演会：テーマ「フードディフェンス」 
技術紹介「ALSOKのフードディフェンスに関する考え方と最新技術」 

                 綜合警備保障㈱  各ご担当者 
講演…「サントリーグループにおけるフードディフェンスの取り組み」 

             サントリーウエルネス㈱ 森川惠介氏 

3 

H28.2.3 神奈川/雪
印メグミルク
㈱ 

41 工場見学と講演会：テーマ「食品の衛生管理」 
施設見学…雪印メグミルク㈱海老名工場 
講演…「食品衛生について ～フードチェーンを大成に～」 

                 日本食品分析センター 一色賢司氏 

（幹事会、小委員会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.5.27 茨城市内 10 第１回分科会反省、第 2.3 回分科会について 

2 H27.9.29 東京/ ALSOK 会議室 9 第２回分科会反省、第 3 回分科会について 

3 H28.2.3 神奈川/本厚木 11 第３回分科会反省、来年度分科会について 

9.19 粒子加工技術分科会（登録会員数：会員 84 人、非会員 21 人、合計 105 人） 
（福森義信ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、竹内洋文副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、大川原正明代表幹事[大川原化工機㈱] 

伊藤有一副代表幹事[信越化学工業㈱]、田中俊哉[フロイント産業㈱])  

１．平成 27 年度の事業実績概要 

１－１、平成 27 年度の成果について

1. 第 1 回 見学講演会  ドイツ ACHEMA/EVONIK 社/MERCK 社視察  17 名 

2. 第 2 回 見学講演会 埼玉 武州製薬㈱川越工場  61 名 

3. 第 3 回  見学講演会  INCHEMTOKYO 日独フォーラム 、共催：微粒子ナノテクノロジー分科会 

    4. 第 4 回  見学講演会  キャタレントジャパン㈱掛川工場 

１－２、実施した本会合、幹事会、小委員会、専門講座、早期養成講座について（人数欄の括弧内数字は合同の場

合の総数を示す） 

（分科会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.6.18 

ACHEMA 視察、

EVONIK 社 

MERCK 社見学 

17 見学会及び講演会、技術交流会 
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2 H27.9.25 
埼玉/武州製薬

㈱川越工場 

61 見学会及び最新の研究・技術についての講演会（講演 4 件） 

武州製薬㈱の錠剤の製剤（造粒）工程、荷捌き・倉庫工程、品

質管理・保証部門を見学 

[講演会] 

・「打錠工程におけるステアリン酸マグネシウム分布評価へのエ

ネルギー分散型Ｘ線分析の利用」 武州製薬㈱ 江原潤平氏 

・「臨床薬剤師が求める製剤～患者にやさしい製剤～」 

城西大学 井上 裕氏 

・「製薬業界に役立つシミュレーション事例のご紹介～細胞培

養および錠剤の製造技術から嚥下まで～」  

プロメテック・ソフトウエア㈱ 山井三亀夫氏 

・「微粒子、マイクロカプセル間相互作用と付着・凝集現象の評

価と制御」                 京農工大学 神谷秀博氏 

3 
H27.11.26 INCHEM 

TOKYO2015 

42 第 2 回日独先端化学技術フォーラムの製剤に関するセッション
共催：微粒子ナノテクノロジー分科会     製剤 講演 4 件 

4 H28.2.19 
静岡/キャタレン

トジャパン㈱ 

56 見学会及び講演会（講演 4 件） 

医薬品・健康食品の材料受入から、溶解、充填成形、乾燥、包

装までの製造現場を見学 

[講演会] 

・「キャタレントのユニークな製剤技術とその周辺機器」  

キャタレント・ジャパン㈱ 久保田浩敬氏 

・「減圧流動層を用いた乾燥技術の紹介」 

静岡大学 立元雄治氏 

・「農薬製剤の動向と豆粒剤」 ミアイ化学工業㈱ 杉村俊雄氏 

・「期待する治療効果を得るための粒子設計」    

静岡県立大学 並木徳之氏 

（幹事会、小委員会） 

回 日程 場所 人数 テーマ 

1 H27.7.8 名古屋/名城大学

名駅サテライト 

14 幹事・世話人交代/年間行事予定確認/分科会計画/シンポジ

ウム等について 

2 H27.9.24 東武川越ホテル 13 第 2 回見学講演会役割分担/次回見学会/次年度以降の活動

について 

3 H27.10. ロワジールホテル

豊橋 

14 シンポジウム／第 3 回見学講演会他 

4 H28.2.18 掛川グランドホテ

ル 

13 次年度見学講演会予定 

（粉体エンジニア早期養成講座） 

回 日程 場所 人数 講座概要 

H27 

11.12-13 

アクトシティ浜松研修センター 

フロイント産業㈱技術開発研

究所 

8 

粉体技術の原理原則の理解、実務に関する技術

の習得、その応用、展開能力の学習。 

口腔内崩壊錠の加工方法、評価方法 
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１０．粉体工業技術センター （増田弘昭センター長、豊見昭 副センター長）

10.1 教育部門 （牧野尚夫マネジャー、大川原正明・松坂修二各副マネジャー） 

1. 平成 27 年度の事業実績概要 

平成27年度は、例年同様に粉体入門セミナーや粉体エンジニア早期養成講座などの様々な講座を下表のように

開催し、ほぼ期待通りの参加者数を確保した。また、専門講座については、平成 26 年度よりも多い 3 回の開催を行

った。また、粉体技術の新たな分野への展開を図ることを目的にしたアドホックセミナーを 7 月に開催した。 

部門会議は、入門セミナーの講義内容および講師の見直し、入門セミナーよりもやさしいレベルのコンテンツ検討

などを行うために 12 月に開催し、次年度の講義内容と講師を決定した。入門セミナーよりも優しいコンテンツの作成

については、新たな講座を開設するのではなく、入門セミナー参加者に基礎レベルの参考書籍を紹介するとともに、

「粉体技術」誌で連載された「入門の予習編」および、当協会編集の「粉体工学概論」の第 1 章をホームページで閲

覧できるようにし、入門セミナー参加者等が事前学習を行うことを可能にした。なお、粉体エンジニア早期養成講座

については、2 月に開催予定の実行小委員会にて、次年度以降の講義内容を検討する予定であるが、いくつかの

科目については隔年開催への変更を考えており、それに伴い次年度計画の変更を行う予定である。 

H27 年度 開催講座 

講座名とタイトル 開催日 開催場所 
参加
者数 

粉体入門セミナー(Ⅰ)（第 44 回） H27.6.4～5 東京/UDX GALLERY NEXT-3 62 

粉体入門セミナー(Ⅱ)（第 45 回） H27.6.23～24 東京/UDX GALLERY NEXT-3 50 

粉体入門セミナー(Ⅲ)（第 46 回） H27.7.8～9 東京/UDX GALLERY NEXT-3 70 

粉
体
エ
ン
ジ
ニ
ア
早
期
養
成
講
座

第 1 回粉体工学基礎論 H27.7.22～23 
神戸/TKP 三宮ビジネスセンター/ 
日清製粉㈱ 東灘工場 

17 

第 2 回 計測・測定 H27.8.18～19 
神戸/三宮研修センター/ 
スペクトリス㈱  

10 

第 3 回粉体ハンドリングⅠ 
（輸送・供給） 

H27.9.10～11 埼玉/㈱日清製粉グループ本社 10 

第 4 回粉体ハンドリングⅡ 
（プラント・貯槽） 

H27.10.8～9 
京都/メルパルク京都/ 
京都大学桂キャンパスローム記念館 

8 

第 5 回粒子加工 H27.11.12～13 浜松/フロイント産業㈱ 9 

第 6 回分級 H27.11.17～18 
埼玉/日清エンジニアリング㈱  
粉体事業部 

9 

第 7 回乾燥 H27.11.19～20 千葉/月島機械㈱ 7 

第 8 回粉砕 H27.11.26～27 千葉/槇野産業㈱ 10 

第 9 回集じん H27.12.9～10 
浜松/アクトシティ浜松／ 
㈱環境衛生研究所 

13 

第 10 回混合・混練 H27.12.17～18 神奈川/㈱徳寿工作所 12 

第 11 回ろ過 H28.1.28～29 大阪/関西金網㈱ 11 

第 61 回粉体技術専門講座  
晶析反応場におけるレオロジー 

H27.11.12～13 千葉/千葉工大 44 

第 62 回粉体技術専門講座  
混合・混練の評価 

H27.11.18 東京/UDX GALLERY NEXT-2 40 

第 63 回粉体技術専門講座  
粉体の分離・分級技術の動向と展望 

H28.2.9 東京/UDX GALLERY NEXT-2 75 

粉じん爆発・火災安全研修[初級・基礎編]  H27.9.7～8 東京/労働安全衛生総合研究所  44 

第 4 回海外情報セミナー H27.7.30 
東京/㈱日清製粉グループ本社 
本社ビル 会議室 

31 

第 5 回海外情報セミナー H27.11.30 
東京/㈱日清製粉グループ本社   
本社ビル 会議室 

32 

第 6 回アドホック講座 H27.7.10 岡山/倉敷ロイヤルアートホテル 50 

・入門の予習編の PDF を HP に掲載。 

・粉体工学論の第 1章を HP に掲載。 

2.実施した会合、会議について 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.12.11 京都/京都本部会議室 13 ・H27 年度事業計画 進捗状況の確認 
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・現在各種セミナーや講座が抱えている課題を検討 

・H28 年度の委員体制と予算について 

・入門セミナーよりも易しいレベルのコンテンツ検討 

（小委員会） 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H28.2.16  京都/ホテルセントノー

ム京都 
17 

H28 年度粉体エンジニア早期養成講座開催にあたって

の課題等を検討。 

10.2 製造事業部門 （竹内和マネジャー） 
1.平成 27 年度の事業実績概要 

1-1 売上高・支出の推移 

26 年度実績 27 年度予算 27 年度実績予想 

売上(千円) 92,475 92,000 92,500 

売上前年度比（％） 92 97 100 

事業費(支出、千円) 65,162 65,150 65,300 

収支差（千円） 27,314 26,850 27,200 

                        （単位：千円） 

1-2 平成 27 年度の重要項目の状況  

①実績予想 ：売上92,500千円（予算比100.5％、前年度比100.0％）、利益（収支差）27,200千円（予算比101.3％、

前年度比 99 .6％）と予想している。売上げについては国内、特に主要顧客である自動車、電機・電子向け売上げが

減少し、逆に、輸出は伸びて国内の減少をわずかであるがカバーすると見ている。国内と国外の売上比率は、国内 

85％：国外 15％（前年は 92％：8％）である。 

②検定用粒子の状況：JIS 粒子径測定装置検定用粒子 MBP については、協会ホームページに「測定の不確かさ」

の説明とデータを UP して、Certified Reference Material に準じるものであることを PR したが、ユーザーサイドの

Reference Material への認識が薄く、また、一部のユーザーからは「粒子密度が大き過ぎて（4.2g/ ）、使いづらい」

の声も出て、11 月現在の売上げは前年の半分に落ち込んでいる。 

③SDS(安全データシート)の作成：必要とされるすべての製品の SDS（和文、英文とも）を完成した。現在残っている

作業は、容器に貼りつける表示ラベル作成であるが、猶予期限が切れる 28 年 6 月 1 日に間に合わせるべく作業を

急いでいる。 

④ISO 実験用粉体の販売：日本空気清浄協会から ISO 15957 Test dusts for evaluating air cleaning equipment に関

係する国際的なフィルター試験用として、SAP3-3（関東ローム細粉）18 ㎏を受注、納入した。国際的に名前を売る機

会ではあるが、大幅値引、原価割れ販売のため利益（収支差）の足を引っ張ることになる。 

10.3 産学技術交流推進部門 （後藤邦彰マネジャー、菅原一博副マネジャー） 

1 平成 27 年度の事業実績概要 

①技術相談 利用者増をめざし チラシを配布。 

    H27 年度 申込み数 7 件 

（うち技術相談に発展 0件 うち 技術指導へ移行 0件） 

H27 年度より分科会にチラシ配布 ：11 分科会 515 枚の配布 

 ②APPE 産学官連携フェア 2015 

  開催日程：2015/10/15 9：30～15：00 

  参加費：【事前申込】協会会員及び粉体工業展大阪２０１５出展企業￥3,000 【当日申込】￥5,000 

  シーズ：52 件 

  有料参加者：107 名 

  フラッシュプレゼンの時間 5 分  

  ポスターセッションの時間 20 分 

  ベストシーズ賞 受賞者 4 名（吉田 幹生 氏、石田 尚之 氏、森 隆昌 氏、飯島 志行氏） 

※APPIE 産学官連携フェア 2015 でベストシーズに選ばれた講師には、会長名で賞状を発行し、郵送した。H28

年度に開催する第 2 回ベストシーズ講演会の招待講演をお願いする予定。 

 ③テクノカフェ 

講座名 開催日 開催場所 参加者数 

第 6 回テクノカフェ H28.3.8(火) 京都/ホテルセントノーム京都 20 

 ④粉体技術セミナーは開催予定なし。 
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２.実施した会合、会議について 

回 日程 場所 人数 議題 

1 H27.6.29 京都/協会本部 会議室 

7 

1. テクノカフェについて 

2. 委員長・部門連絡会議で報告する事項について 

3. APPIE 産学官連携フェア 2015 

4. 技術相談について報告 

5. 次回会議の予定 

2 H27.9.24 京都/協会本部 会議室 

7 

1.前回議事録の確認 

2. 委員長・部門連絡会議の報告事項 

3. APPIE 産学連携フェア 2015 について 

4. 第 6 回テクノカフェについて 

5. 技術相談の DMについて 

6. H28 年度事業計画について 

7.今後の予定 

3 H27.12.4 京都/京都ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ 

（大阪粉体工業展委員会と

合同反省会） 

7 

1.APPIE 産学官連携フェア 2015 の反省 

4 H28.3.8 

テ ク ノ カ

フェに合

わせ 

京都/ホテルセントノーム京

都 
  6 

1. APPIE 産学連携フェア 2015 の反省 

2. アンケートの結果について 

3. 第 2 回ベストシーズの講師検討 

4. 第 7 回テクノカフェについて検討 

11．技術情報交流懇話会 

11.1 火曜会（東京） 

回 日程 当番会社 出席者数 場所 講 演 題 目 講  師 

270 4.14 大川原化工
機㈱ 

106 東 京 / 東
京ｶﾞｰﾃﾞﾝ
ﾊﾟﾚｽ 

「中小企業投資育成
制度」の役割 

東京中小企業投資育成㈱ 
取締役 瀬口敬三氏 
部長代理 中野威夫氏 

271 7.7 兵神装備㈱ 96 同上 「商品開発の成功と

失敗」 

商品開発コンサルタント（元花
王㈱研究員・粉体工学専攻） 
美崎栄一郎氏 

272 10.6 フロイント産
業㈱ 

98 同上 「お金が貯まるのは、
どっち！？～お金に
好かれる経営者、お
金に嫌われる経営者
～」 

お金のソムリエ（元大手銀行支
店長、不動産投資家、コーヒー
ショップオーナー） 
菅井敏之氏 

273 Ｈ28. 
1.19 

㈱セイシン企
業 

129 同上 「レアメタルの光と影・
一般には常識と思わ
れているデマや誤解
を解説」 

東京大学 生産技術研究所 

教授・同所 副所長 岡部徹氏 

11.2 水曜会（名古屋）

回 日程 当番会社 出席者数 場所 講 演 題 目 講  師 

50 6.24 晃栄産業㈱ 59 名古屋/名
鉄ﾆｭｰｸﾞﾗ
ﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

「メキシコ古代文明：
ピラミッドと遺物に見
られる認識能力と粉
砕加工技術の進化」

愛知県立大学大学院国際文

化研究所  

特任教授 杉山三郎氏

51 10.28 杉山重工㈱ 47 同 上 「シンクロトロン光分
析と材料」 

あいちｼﾝｸﾛﾄﾝ光ｾﾝﾀｰｼﾝｸﾛ
ﾄﾝ光産業利用コーディネータ 
東博純氏 

52 Ｈ28. 
2.17 

新東工業㈱ 49 同 上 ｢石炭に魅せられて｣ 中部大学工学部応用化学科 
教授 二宮善彦氏 
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11.3 木曜会（大阪） 

回 日程 当番会社 出席者数 場所 講 演 題 目 講  師 

200 5.14 ㈱日刊工業
新聞社

76 大阪/ANA ｸ
ﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃ
ﾙ大阪 

「努力と仕事の質を
上げよう！」 

同志社大学 政策学部 
教授 太田肇氏 

201 9.3 ㈱ダルトン 85 同 上 「座禅の話」 宗教法人 三宝禅 官長 
山田凌雲氏 

202 12.3 ㈱菊水製作
所 

86 同 上 
京都大学交響楽団による弦楽四重奏 

203 H28． 
3.3 

日清エンジ
ニアリング㈱ 

60 同 上 「戦後日本のイノベ
ーション１００選に向
けて」 

（公社）発明協会 
副会長・専務理事 
及川耕造氏 

11.4 金曜会（福岡） 

回 日程 当番会社 出席者数 場所 講 演 題 目 講  師 

49 7.24 ㈱ヨシカワ 32 福岡/博多都
ﾎﾃﾙ 

「福岡大学における
研究開発と産学連
携」 

福岡大学研究推進部 
教授 堀史郎氏 

50 11.6 ㈱村上精機

工作所 

29 福岡/ホテル
セントラーザ
博多 

「ものづくり中小企業
事業継承者によるイ
ノベーション」 

㈱小川の家 
代表取締役 小川勇人氏

51 H28. 
3.11 

㈱マツシマ 
メジャテック 

30 福岡/博多都
ﾎﾃﾙ 

「これが新・国産エネ

ルギー!竹チップボイ

ラーへの挑戦!!～放

置竹の有効利用～」 

福岡大学 
工学部機械工学科 助教 
麻生裕之氏 

12．共催・協賛及び後援行事（H27.4.1～H28.3.31）

12.1 共催 4件     

行事名 開催日 開催場所 主催団体 

第50回技術討論会 
H27.6.25 
～6.26 

大阪/大阪府立大学 粉体工学会 

第53回粉体に関する討論会
H27.9.28 
～9.30

岐阜/高山市民文化会館
第53回粉体に関する討論会

事務局

第32回製剤と粒子設計シンポジ
ウム 

H27.10.22 
～10.23 

愛知/ロワジールホテル豊橋 粉体工学会 

第 11 回エアロゾルシンポジウム H28.1.29 東京/東京工業大学 日本エアロゾル学会 

12.2 協賛 31件

行事名 開催日 開催場所 主催団体 

第 32 回空気清浄とｺﾝﾀﾐﾈｰｼｮﾝ
ｺﾝﾄﾛｰﾙ研究大会 

H27.4.21 
～4.22 

東京/早稲田大学 （公社）日本空気清浄協会 

色材セミナー H27.5.20 大阪/ドーンセンター （一社）色材協会関西支部

TECHNO-FRONTIER 2015 
H27.5.20 
～5.22 

千葉/幕張メッセ (一社）日本能率協会 

化学工学会「産学人材育成ﾊﾟｰﾄ
ﾅｰｼｯﾌﾟ事業」

H27.5.21 
～8.20

東京、千葉他 （公社）化学工学会

日本ｴﾈﾙｷﾞｰ学会[ﾘｻｲｸﾙ・ﾊﾞｲｵ
ﾏｽ・ｶﾞｽ化]三部会（RGB）シンポ
ジウム

H27.5.22
東京/全国家電会館 

(一社）日本エネルギー学会

FOOMA JAPAN 2015
H27.6.9 
～6.12

東京/東京ビッグサイト （一社）日本食品機械工業会

第 23 回最新科学機器展 第 11
回計量測定総合展 最新技術セ
ミナー 

H27.6.10 
～6.12 

名古屋/名古屋国際会議場 
東海科学機器協会、（一社）
愛知県計量連合会、フジサン
ケイビジネスアイ 
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単位操作のイノベーションシリーズ H27.6.24 大阪/大阪科学技術センター （公社）化学工学会関西支部

色材分散講座 H27.7.15
大阪/大阪科学技術センター404号
室

（一社）色材協会関西支部

第 13 回技術講演会
H27.7.22 

～7.23
東京/品川インターシティホール

新製剤技術とエンジニアリン
グを考える会

第 48 回塗料基礎講座
H27.8.4 
～8.5

大阪 /大阪科学技術センター
B101 号室

（一社）色材協会関西支部

粉体処理技術展2015 H27.8.6 大阪/大阪産業創造館 3.4階 
（公財）大阪市都市型産業振
興センター 

第57回顔料入門講座
H27.8.20 
21.27.28

千葉/千葉工業大学 （一社）色材協会

粒子・流体プロセス技術コース
2015 

H27.8.27 
～8.28 

東京/中央大学後楽園キャンパス 
化学工学会粒子・流体プロセ
ス部会流動層分科会 

JASIS 2015 
H27.9.2 
～9.4 

千葉/幕張メッセ国際展示場 
（一社）日本分析機器工業会 

（一社）日本科学機器協会

第 6 回塗料入門講座 
H27.9.10 
～9.11 

東京/日本ﾍﾟｲﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 日本塗装技術協会 

アジア粉体技術シンポジウム
（APT2015） 

H27.9.15 
～9.18 

韓国/COEX convention center
アジア粉体技術シンポジウム
国際組織委員会 

「セラミックス&ガラス技術展
2015」

H27.9.16 
～9.18

東京/東京ビッグサイト (株)日本工業新聞社

色材講演会 H27.11.4 大阪/ドーンセンター （一社）色材協会 関西支部 

第 40 回顔料物性講座 H27.11.10 東京/東京塗料会館 
（社）色材協会 関東支部 顔

料部会, 顔料物性研究会 

粉体の機械的単位操作に関す
る参加型講演会 

H27.11.19 
～20 

東京/日本大学 粉体工学会 

INCHEM TOKYO 2015
H27.11.25 
～11.27

東京/東京ビッグサイト
（公社）化学工学会 
（一社）日本能率協会

第６回ファインバブル国際シンポ
ジウム 

H27.11.26 大阪/大阪大学 （一社）ファインバブル産業会 

第 46回Continuing Education シ
リーズ講演会 

H27.11.30 東京/東京大学 （公社）化学工学会関東支部 

第 21 回流動化・粒子プロセッシ
ングシンポジウム

H27.12.10 
～12.11

北九州/九州工業大学 
化学工学会粒子流体プロセ
ス部門流動層分科会 

共通基盤技術シンポジウム2016 H28.1.14 東京/東京工業大学 （公社）化学工学会 

新機能性材料展2016 
H28.1.27 
～1.29 

東京/東京ビッグサイト ㈱加工技術研究会 

GMPｾﾐﾅｰ「医薬品製造に関わ
るGMPの最新動向」 

H28.2.4 
～2.5 

大阪/大阪科学技術センター （公社）化学工学会関西支部 

第25回顔料分散講座 H28.2.5 東京/東京塗料会館 （一社）色材協会 

第3回講演会「激変する車造り、
進化する塗装」 

H28.2.19 日本ペイント㈱ 日本塗装技術協会 

第31回塗料・塗装研究発表会 H28.3.3 東京/東京大学生産技術研究所 日本塗装技術協会

12.3 後援 2 件

行事名 開催日 開催場所 主催団体 

製薬製造従事者のためのGMP
および安全衛生セミナー 

H27.10.30 
大阪/千里ライフサイエンスセンタ
ー 

(株)時評社 

第20回資源循環型ものづくりシ
ンポジウンム

H27.12.2 名古屋/名古屋市工業研究所
第20回資源循環型ものづくり
シンポジウンム実行委員会
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