16大学・研究機関の先端シーズを一堂に展示

展示シーズのご案内
開催日時

平成２９年２月１日（水）
２月２日（木）
開催場所

10：00-18：00
10：00-17：00

さいたまスーパーアリーナ(メインアリーナ・スタジアムモード)
★技術シーズ発表会／復興促進プログラムおよびA-STEP成果発表会 （多目的室１０１）
★産学連携促進交流会 ※2/1のみ開催 （レセプションルーム）

出展大学・研究機関
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技術シーズ発表会／復興促進プログラムおよびＡ－ＳＴＥＰ成果発表会
タイムスケジュール（１日目） 於：多目的室１０１ （11:30～15：40）

２／１（水）
発表者

開始時刻

テーマ

11:30

大学等① 埼玉工業大学

水中衝撃波を活用した高効率破砕技術の研究開発と事例

11:40

大学等② 東京理科大学

３Ｄプリンタを活用して新規開発するコミュニケーションロボット

11:50

大学等③ ものつくり大学

ものづくり現場活性化支援事業

12:00

大学等④ 日本原子力研究開発機構①

原子力機構の製品開発支援制度「成果展開事業」のご案内

12:10

大学等⑤ 日本原子力研究開発機構②

JAEA技術シーズのご紹介

12:20

大学等⑥ 長岡技術科学大学

もみがら燃料ガスの製造とその有効利用に関する基礎技術

12:30

大学等⑦ 東京電機大学

①片腕の肘から先がない小学生も逆上がりの授業を一緒に受けら
れる義手
②心電図、呼吸運動、体位の変化、脈動を非装着型の電極により
同時に測定できる生体情報測定シート・装置

12:40

大学等⑧ 東京電機大学

①屋外に暴露した木材の表面色経年変化シミュレーション
②硬軟自在の集団形状を形成し移動する群ロボットシステム

12:50

大学等⑨ 東洋大学

スヌーズレン／国産バブルチューブの開発

13:00

大学等⑩ 産業技術総合研究所①

極微量物質の計測が可能なナノカーボン薄膜電極の開発

13:10

大学等⑪ 産総研②(株)豊島製作所

未利用熱の利活用に向けた熱電材料の高精度評価技術の開発

13:20

大学等⑫ 産総研③吉野電化工業(株)

13:30

大学等⑬ 芝浦工業大学

13:40

大学等⑭ 本庄早稲田国際リサーチパーク 産学で取り組む未来型庭園 ～歴史と風土を未来につなぐ庭～

無電解めっきによるカーボン／金属複合体製造プロセス技術の開
発
循環器系医療技術の研究開発
- 機械工学技術を用いた生体現象解明と医療技術への応用

休憩 ： 時間調整

13:50
14:00

【復興促進】
JST①
JSTイノベーション拠点推進部

JST復興促進センターの支援成果とマッチングプランナー活動のご
紹介

14:05

JST② (株)アイカムス・ラボ

災害現場における救急救命用スタンドレス輸液装置の開発

14:15

JST③ (株)三友製作所

IoT社会を支えるための微細加工・評価装置の開発

14:25

JST④ (株)伸クリーン

プラスチックゴミからつくる放射線遮蔽材

14:35

JST⑤ アサヒサンコー(株)

天井落下のない建物を目指して

14:45

JST⑥ ハード工業(有)

高価なレアメタルの代替品となる、安価なアモルファス鉄粉の開発

14:55

JST⑦ ヤグチ電子工業(株)

①タブレット型視機能訓練検査装置「オクルパッド」
②多用途で併用可能な放射線モニタリングポスト

15:05

JST⑧ (株)リアルデザイン

７日間電池交換無しで使える無線式心電計利用シーン

15:15

JST⑨

15:20
15:30

15:40

【A-STEP】JST産学連携展開部
研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP） 事業紹介
研究支援グループ
大日精化工業株式会社
有機触媒型制御重合による高機能色彩材料の開発
JST⑩
京都大学
フルイドウェアテクノロジーズ(株)
食中毒・毒素・菌迅速検出システム
JST⑪ 警察庁 科学警察研究所
産業技術総合研究所

終
1

了

技術シーズ発表会／復興促進プログラムおよびＡ－ＳＴＥＰ成果発表会
タイムスケジュール（２日目） 於：多目的室１０１ （11:30～15：40）

２／２（木）
発表者

開始時刻

テーマ

【復興促進】
JSTイノベーション拠点推進部

JST復興促進センターの支援成果とマッチングプランナー活動のご
紹介

11:30

JST①

11:35

JST② (株)アイカムス・ラボ

災害現場における救急救命用スタンドレス輸液装置の開発

11:45

JST③ (株)三友製作所

IoT社会を支えるための微細加工・評価装置の開発

11:55

JST④ (株)伸クリーン

プラスチックゴミからつくる放射線遮蔽材

12:05

JST⑤ アサヒサンコー(株)

天井落下のない建物を目指して

12:15

JST⑥ ハード工業(有)

高価なレアメタルの代替品となる、安価なアモルファス鉄粉の開発

12:25

JST⑦ ヤグチ電子工業(株)

①タブレット型視機能訓練検査装置「オクルパッド」
②多用途で併用可能な放射線モニタリングポスト

12:35

JST⑧

12:40
12:50

【A-STEP】JST産学連携展開部
研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP） 事業紹介
研究支援グループ
大日精化工業株式会社
有機触媒型制御重合による高機能色彩材料の開発
JST⑨
京都大学
フルイドウェアテクノロジーズ(株)
食中毒・毒素・菌迅速検出システム
JST⑩ 警察庁 科学警察研究所
産業技術総合研究所

休憩：時間調整

13:00
13:10

大学等① 埼玉工業大学

水中衝撃波を活用した高効率破砕技術の研究開発と事例

13:20

大学等② 東京理科大学

３Ｄプリンタを活用して新規開発するコミュニケーションロボット

13:30

大学等③ 東京理科大学

導電性ダイヤモンドインクを用いた歯科治療用電解器具の開発

13:40

大学等④ ものつくり大学

姿勢変化に応じて異なる音色を生成する電子楽器 『球舞 -CUBE 』

13:50

大学等⑤ 日本原子力研究開発機構①

原子力機構の製品開発支援制度「成果展開事業」のご案内

14:00

大学等⑥ 日本原子力研究開発機構②

JAEA技術シーズのご紹介

14:10

大学等⑦ 長岡技術科学大学

もみがら燃料ガスの製造とその有効利用に関する基礎技術

休憩 ： 時間調整

14:20
14:30

大学等⑧ 東京電機大学

①測定液を汚さずに広範なpH域を連続計測できる高分子フィルム
②かき混ぜるだけで創れる高品質蛍光ナノ粒子

14:40

大学等⑨ 東京電機大学

①屋外に暴露した木材の表面色経年変化シミュレーション
②硬軟自在の集団形状を形成し移動する群ロボットシステム

14:50

大学等⑩ 埼玉県立大学

歯科における禁煙支援のプログラムおよびツールの開発

15:00

大学等⑪ 産業技術総合研究所①

極微量物質の計測が可能なナノカーボン薄膜電極の開発

15:10

大学等⑫ 産総研②(株)豊島製作所

未利用熱の利活用に向けた熱電材料の高精度評価技術の開発

15:20

大学等⑬ 産総研③吉野電化工業(株)

無電解めっきによるカーボン／金属複合体製造プロセス技術の開
発

15:30

大学等⑭ 芝浦工業大学

循環器系医療技術の研究開発
- 機械工学技術を用いた生体現象解明と医療技術への応用

15:40

終
2

了

産学連携フェア2017【大学・研究機関】

（国研）産業技術総合研究所
役立つ技術を創出し、事業化に繋げます！

コマ番号

N-01/N-02

糖尿病の早期発見のための Point of care testing システム
酵素イムノアッセイ法は測定操作が煩雑で臨床現場での速やかな検査が困難であることから、
微小流体デバイスによる小型な自動化装置を開発しています。

超音波治療用モジュール化トランスデューサーの開発
超小型アンプ内蔵型多素子モジュールの開発を行い、超音波治療に関する基礎・応用研究のた
めの研究開発プラットフォームの構築を目指しています。

無電解めっきによるカーボン／金属複合体製造プロセス技術の開発
落雷による大電流の衝撃に耐えることができるように表面に金属皮膜を形成したカーボン繊維
と金属の複合体を製造する技術の開発を目指しています。

極微量物質の計測が可能なナノカーボン薄膜電極
ダイヤモンド並の強度とグラファイト並の導電性を併せ持った超平坦ナノカーボン薄膜電極と
これを用いた生体中の極微量物質の計測例等を展示予定です。

未利用廃熱から電力を取り出せる熱電材料・熱電モジュール
２００℃以下の様々な未利用廃熱から電力を取り出せる熱電材料・モジュールおよびそれらの
発電性能の評価技術の研究開発を行っています。

光応答性粘着・接着剤
光照射のみで粘着・接着が繰返し可能な新規材料群を開発しています。溶剤フリーで使用可能
であり、人体に触れる分野への応用が期待できます。

産学連携窓口：イノベーション推進本部
地域連携推進部 関東地域連携室・総括主幹 小川 （オガワ）
TEL：029-862-6644 FAX：029-862-6130
URL：http://www.aist.go.jp/
所在地：〒305-8560 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第1 つくば本部・情報技術共同研究棟

3

産学連携フェア2017【大学・研究機関】

（国研）日本原子力研究開発機構
異分野に応用可能な技術で製品開発を支援

コマ番号

N-03

貴重試料の分離精製技術と高感度分析試薬
電気泳動法を繰り返し、従来法の千倍程度の精製試料を回収（ｎℓ⇒μℓ）する技術。また、蛍
光部位導入試薬によるウランの高感度迅速分析技術を開発。

高視認性超音波検査装置
金属ナトリウム等の不透明流体中の物体を可視化。水中試験で、検査対象との距離が800mm離
れたところから、幅3mmの直線ターゲットを区別可能。

電磁超音波探傷におけるノイズ低減法
電磁磁超音波探傷法のノイズ低減法。１つのセンサーで位置を僅かにずらした信号の差をとる
ことで、ノイズを低減し、キズ信号を強調することが可能。

周囲の汚染に影響を受けない放射性セシウム検出器
２本の検出器で同時検出することで周囲の汚染源によるバックグランド放射線量の影響を受け
難くして、遮蔽体なしで放射性セシウム-134の検出可能。

耐熱磁気センサ
磁気コア材料を高キュリー温度材料に変更し、微分透磁率特性に着目した検出原理を採用した
200℃～600℃の高温環境でも利用可能な磁気センサ。

放射線加工ゲルを用いた吹付和紙
ゲルを混ぜた和紙の原料を吹きつけることで、和紙の質感と風合いを損なうことなく、和紙の
立体オブジェや和紙を被覆した壁板等の建築資材を製作可能。

産学連携窓口：研究連携成果展開部 知的財産管理・利用促進課
TEL：029-282-6467 FAX：029-284-3679
URL：https://www.jaea.go.jp/
所在地：〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方2-4

4

滑川 （ナメカワ）

産学連携フェア2017【大学・研究機関】

埼玉県立大学

コマ番号

人とつながる。人を育てる。

N-04

歯科における禁煙支援のプログラムおよびツールの開発
口腔保健学臨床の観点から、喫煙者／非喫煙者間の比較データ（味覚、呼気中硫黄化合物、
他）を取得した。 禁煙の動機づけ、禁煙支援の方策等について協議を希望します。
産学連携窓口：地域産学連携センター・産学連携コーディネータ
TEL：048-973-4114 FAX：048-973-4807
URL：http://www.spu.ac.jp/
所在地：〒343-8540 埼玉県越谷市三野宮８２０

篠田（シノダ）

目白大学

コマ番号

企業のﾒﾝﾀﾙ対策/がんﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰに関する研究 N-05/N-06
メンタルヘルス不調者の復職支援を成功させる方策／ＩｏＴ活用による健康経営支援とは
①うつ病等で休職中の社員の難渋する職場復帰支援、また再発予防を成功させる方策を紹介す
る。
②ＩoT活用による「健康経営」支援を提案する。

がんピアサポーターに関する研究
①がんピアサポーターのスキルアップ講演会の紹介
②がんピアサポーター調査の紹介
③がんピアサポーターのヘルスリテラシー力評価尺度開発の紹介
産学連携窓口：教務部 研究支援課 笹川（ササガワ）
TEL：03-5996-3110 FAX：03-5996-3146
URL：http://www.mejiro.ac.jp/
所在地：〒161-8539 東京都新宿区中落合4-31-1

埼玉県産業技術総合センター
ものづくり中小企業を技術的に支援します

コマ番号

N-07

依頼試験・機器利用のサービスをご利用ください。
当センターは製造業で必要な試験や検査の為の機器を多数保有しています。直接お客様に機器
をご利用いただくか、職員が試験をします。

SAITECにおける次世代ものづくり支援事業
新たな商品開発をする企業のため、SAITECと外部専門家が協力して、商品の企画から販路開拓
まで、一貫した支援を行っています。

新しい３Ｄプリンタを導入しました。
色や硬さのモデル材をミックスさせ、物性の異なる材料を再現できる、新しい３Dプリンタを
導入しました。機器開放で利用を開始しました。
産学連携窓口：企画・総務部 企画担当 蓮 （ハス）
TEL：048-265-1368 FAX：048-265-1334
URL：http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp/
所在地：〒333-0844 埼玉県川口市上青木３－１２－１８（SKIPシティ内）
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産学連携フェア2017【大学・研究機関】

芝浦工業大学
貴社からの技術相談をお待ちしています

コマ番号

N-08

循環器系医療技術の研究開発
ものづくり技術を利用した実験装置を構築する事で生体内を想定した物理条件を模擬する環境
を提供できます。計測技術・画像解析などにも取り組みます。

新規食品成分の探索及び現有食品の高付加価値化
海外より大量に輸入される安価な農産物・食品との差別化のため、動物実験を実施し，科学的
根拠に基づいた農産物・食品の高付加価値化をサポート致します。

CADｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ/CAM技術による 義肢装具の開発・医療機器の開発
使用者個人に適合した福祉機器・義肢装具の設計と製作を支援するCAD/CAMシステムの開発、
およびφ3mmの微細な鉗子を用いた手術システムの開発を行います。

産学連携窓口：研究推進室 研究企画課 佐藤 （サトウ）
TEL： 048-720-6550 FAX：048-720-6551
URL：http://www.shibaura-it.ac.jp/
所在地：〒337-8570 埼玉県さいたま市見沼区深作307

ものつくり大学
テクノロジストを養成する大学

コマ番号

N-41

加圧式溶解方式によるマイクロバブル発生とその応用
マイクロバブルの性質や製法、応用分野について紹介します。
我々の開発した加圧式溶解方式による発生装置も展示し、その優れた性能について解説しま
す。

姿勢変化に応じて異なる音色を生成する「球舞－ＣＵＢＥ－」
９軸センサを用いることにより、姿勢変化に応じて音色を生成する電子楽器を開発しました。
当日、実演で素敵な音色をお聞かせします。
産学連携窓口：ものつくり研究情報センター 山岡 （ヤマオカ）
TEL： 048-564-3880 FAX：048-564-3881
URL：http://www.iot.ac.jp/
所在地：〒361-0038 埼玉県行田市前谷333番地
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産学連携フェア2017【大学・研究機関】

東京電機大学

コマ番号

２０２０年TOKYOに向けたシーズの紹介

N-42

片側前腕欠損児のための鉄棒用手先具
片腕の肘から先がない小学生も逆上がりの授業を一緒に受けられる義手。腕に装着するフック
形状の義手で、鉄棒運動を行うための機能を備えた構造。

測定液を汚さずに広範なｐH域を連続計測できる高分子フィルム
万能指示薬は、多数の指示薬を混合して広範なｐH域を網羅できるようにしている。2種類のｐ
H指示部位を共有結合で固定して測定液の連続計測を可能にしている。

非装着型の生体情報測定シート
心電図、呼吸運動、脈動、体位情報、離床・着床を同時に測定するベッド型（シーツ下部）生
体情報測定シート

屋外に暴露した木材の表面色経年変化シミュレーション
木材の屋外暴露試験によって得られた気温、雨量等気象因子との相関性から木材の色変化量を
求め、複雑な要因を考慮せずに高速に木材の色変化をシミュレーション可能。

かき混ぜるだけで創れる高品質蛍光ナノ粒子
蛍光ナノ粒子は、蛍光色に影響をもたらす粒子径の均一化が重要で、溶媒内で原料をかき混ぜ
ながら溶解させていくことで、粒子径が揃った蛍光ナノ粒子を創製する技術を考案。

硬軟自在の集団形状を形成し移動する群ロボットシステム
分子間力や相転移という熱力学的な概念を群ロボットに提供する事で、環境に応じた自律分散
制御と集中制御との組み合わせを実現。

サステイナブルなエネルギー・炭素循環を支えるスマートフォレストＩＲＴ
「森林資産・価値・状態の見える化」に取組むことで、その情報に基づいた「森林のサス
ティナブルな活用・利用」への貢献を目的とする。森林の見える化と森林の活用のため、情報
技術（IT）＋ロボット技術（RT）=IRTの開発を行う。具体的には、エンジンによる長時間飛行
可能なドローンを利用した森林評価システム用モバイルセンシングの実現。

産学連携窓口：研究推進社会連携センター 産官学交流センター
TEL：03-5284-5225 FAX：03-5284-5242
URL：http://web.dendai.ac.jp/
所在地：〒120-8551 東京都足立区千住旭町５番
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許斐 （コノミ）

産学連携フェア2017【大学・研究機関】

長岡技術科学大学
米百俵からはじまるエネルギー・資源の創成

コマ番号

N-43

米百俵からはじまるエネルギー・資源の創成
未利用もみ殻資源のガス燃料化プロセスおよびその過程で生成されるもみ殻炭の利用技術に関
する研究について紹介します。
産学連携窓口：産学・地域連携課産学・地域連携係 係長
TEL： 0258-47-9278 FAX：0258-47-9040
URL：http://www.nagaokaut.ac.jp/
所在地：〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1

山田 （ヤマダ）

東洋大学

コマ番号

産学連携で地域活性化を目指します

N-44

スヌーズレン機材／国産初！バブルチューブの開発
現在、川越商工会議所の異業種交流グループKOEDO会と共同でスヌーズレン機材である「バブ
ルチューブ」を中心に研究開発を進めております。
産学連携窓口：研究推進部研究推進課（工業技術研究所担当）
TEL： 049-239-1322 FAX：049-232-0981
URL：http://www.toyo.ac.jp/site/riit/
所在地：350-8585 埼玉県川越市鯨井2100

小島 （コジマ）

埼玉工業大学

コマ番号

衝撃波・高速流体でものづくりを革新する

N-45

衝撃波・高速流体でものづくりを革新する
衝撃波・高速流体は、産業界に広く貢献できる革新的技術です。流体の諸問題解決、及び殺
菌、加工、リサイクル破砕技術等への応用を紹介します。

プラスチック射出成形の最適設計
樹脂流動最適化や微細形状成形などの実設計での諸問題解決に取り組んでいます。基礎研究か
ら応用研究まで、樹脂成形のことなら何でもご相談下さい。
産学連携窓口：産学官交流センター 産学連携コーディネータ
TEL： 048-585-6799 FAX：048-585-6895
URL：http://www.sit.ac.jp/
所在地：369-0293 埼玉県深谷市普済寺1690
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金谷 （カナヤ）

産学連携フェア2017【大学・研究機関】

東京理科大学
産学連携による研究成果の社会還元を推進

コマ番号

N-46

３Ｄプリンタを活用して新規開発するコミュニケーションロボット
本ロボットは人体に装着し身体の動作を読取るマスターロボットである。入力機器として利用
し、遠隔地のスレーブロボットのコントロールを可能とする。

コンクリート表面ひび割れ点検支援を目的とした錯視誘発画像特徴強調・
判読支援システム
画像全体が鮮鋭化されることによってコンクリート表面のひび割れのような特徴が強調され、
視認性が高く画質が維持される画像特徴合成手法を開発。

導電性ダイヤモンドインクを用いた歯科治療用電解器具の開発
導電性ダイヤモンド粉末と高分子材料を複合化して、様々な基材に塗布して電極を作製できる
導電性ダイヤモンドインクを開発。

産学連携窓口：研究戦略・産学連携センター
地域連携・事業化推進部門・コーディネータ
TEL： 03-5228-7433 FAX：03-5228-7442
URL：http://www.tus.ac.jp/ura/
所在地：〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1丁目3番地

早稲田大学

中島 （ナカシマ）

環境総合研究センター

持続的な発展が可能な循環型社会の実現

コマ番号

N-47

圧縮空気エンジン駆動型ULV (Ultara Lightweight Vhiecle）
ULV (Ultra Lightweight Vhiecle）は、「自転車以上自動車未満」をコンセプトに開発したも
のである。
Multi-PM (Prime Mover）をコンセプトにFC（燃料電池）、EVモデル等を開発してきたが、こ
こでは、圧縮空気エンジンを駆動源としたモデルを展示する。圧縮空気エンジンにより、製造
コストの抑制や車体の軽量化が可能となる。再生可能エネルギーからの電力で圧縮空気を製造
し、その圧縮空気でULVを駆動させるPower to Airのコンセプトを提案している。
産学連携窓口：環境総合研究センター 高澤 （タカサワ）
TEL： 0495-24-6480 FAX：0495-24-6552
URL：https://www.waseda.jp/fsci/weri/
所在地：〒367-0035 埼玉県本庄市西冨田1011
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産学連携フェア2017【大学・研究機関】

(公財)本庄早稲田国際リサーチパークコマ番号
最先端の知力を集結し新しい価値を創造する

N-48

児玉白楊高校による、スマートフォンを用いた遠隔水やりシステム
ICTを用いた次世代農業を担う人材の育成をめざした産学連携プロジェクトで製作したスマー
トフォンを用いた遠隔灌水システムを紹介する。

農業ICT普及活動支援
当財団と埼玉県農業技術研究センター、（株）Wabitと連携し、同社のユビキタス環境制御シ
ステムを題材とした農業ICT普及活動の取組みについて紹介する。

中小企業向けベトナム高度化人材マッチング支援
「VCI人材戦略研究所・ハノイ日本アカデミー」と連携したベトナム人材のマッチング支援を
紹介する。日本で就業を希望するベトナム人の大卒技術者を国内企業に正社員雇用前提で紹介
する取組みについて説明します。

新商品開発におけるマッチング事例の紹介
～素材を活かした社会福祉法人のニーズの解決～
編み方により撥水するジャージ素材を開発した（株）カネマスと当財団会員企業である社会福
祉法人城南会とのマッチング支援で生まれた新商品開発の取組みについて紹介する。

産学連携窓口：産学官連携推進部 産学官連携マネージャー
TEL：0495-24-7455 FAX：0495-24-7465
URL：http://www.howarp.or.jp/
所在地：〒367-0035 埼玉県本庄市西富田1011
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清水 （シミズ）

産学連携フェア2017【大学・研究機関】

日本工業大学
研究とマネジメント教育で企業を支援します

コマ番号

O-12

本学の研究室の紹介資料
本学の研究室の研究内容、技術シーズなどを研究室紹介カタログにより広く紹介いたします。

中堅・中小企業の社員教育にご利用いただける、ビジネススクール
（MOT）のご紹介
仕事と両立して、1年間で修士課程が取得できる、【技術経営を学ぶ社会人向け大学院】
（MOT）のご紹介です。平成29年2月4日にオープンキャンパスを開催します。

学内ビジネスプランコンテストをはじめとする、独自の起業の教育
毎年、学内から300人を超える学生が参加する学内ビジネスプランコンテストの仕組みや、優
秀プレゼンテーションの内容などをご紹介します。

企業・社会人向けの技術者教育プロジェクト【金型スクール】の紹介
日本で唯一の、大学発・企業向け・短期集中型の金型設計技術者教育である、【金型スクー
ル】を中心とした、独自の技術者教育プログラムをご紹介します。

産学連携窓口：産学連携起業教育センター 筒井 （ツツイ）
TEL：0480-33-7522 FAX：0480-33-7523
URL：https://www.nit.ac.jp/
所在地：〒345-8501 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1
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産学連携フェア2017【復興促進】

（国研）科学技術振興機構
被災地企業と大学・研究機関との産学官連携

＜復興促進プログラム＞

コマ番号

N-09

JST復興促進センターの支援成果ご紹介
JST復興促進センターでは、平成24年度から平成27年度まで、盛岡・仙台・郡山の３つの事
務所を拠点として、科学技術イノベーションによる東日本大震災からの早期復興を支援してま
いりました。JSTのマッチングプランナーが、被災地域の企業ニーズを発掘し、その解決に向
けた産学共同研究の支援を行っており、すでに製品販売に至るなどの成果も生まれています。
今回、これらの研究の成果をご紹介します。
問い合わせ先：イノベーション拠点推進部
TEL： 03-6272-4732
所在地：〒102-0076 東京都千代田区五番町７ Ｋ’Ｓ五番町

①株式会社アイカムス・ラボ
災害現場における救急救命用スタンドレス輸液装置の開発
岩手医科大学の現場のニーズにより、岩手大学の高効率化と高精度化に伴う流体解析技術、
(有)ＵＮＯの高精度モーター技術と、(株)アイカムス・ラボの減速機等の動力系の高効率化技
術で、輸液バッグ用のスタンドを用いなくても使用可能な、高精度、高流量の輸液装置を開発
しました。
問い合わせ先：営業部
TEL： 019-601-8228
所在地：〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡一丁目8番25号

②株式会社三友製作所
IoT社会を支えるための微細加工・評価装置の開発
IoT社会では多種多様な電子デバイス、MEMSデバイス、そしてそれらの複合デバイスが市場
投入されることが必要であるため、デバイス試作と評価におけるスピードとコストに対する要
求が厳しくなっております。㈱三友製作所は、次世代デバイスの試作に適したマスクレスで局
所エッチング可能な卓上プラズマエッチング装置と、大気圧、並びに電子顕微鏡内で使用可能
な低摩耗で長寿命なアクチュエータを搭載した微細位置決め装置を開発しました。
問い合わせ先：テクノセンタ
TEL： 0294-33-9931
所在地：〒319-1225 茨城県日立市石名坂町2-43-4

③株式会社明石屋／株式会社伸クリーン
プラスチックゴミからつくる放射線遮蔽材
産業廃棄物として処理される家庭などから出るペットボトル・食料品の容器や自動車工場か
ら出される一般的に「ゴミ」と称されるものを再利用し放射線遮蔽材を製作しました。この生
産様式は、環境負荷低減に大きく貢献（CO2削減）すると考えられ、さらには、放射線による
汚染や劣化の影響が少ないため再々リサイクルが可能です。
問い合わせ先：株式会社明石屋 営業部
TEL： 029-262-3917
所在地：〒311-1225 茨城県ひたちなか市釈迦町5番8号
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産学連携フェア2017【復興促進】

復興促進プログラム
④太洋工業株式会社／アサヒサンコー株式会社
天井落下のない建物を目指して
東日本大震災により体育館、音楽ホールやプールなど多くの人が集まる大規模な施設の天井
が落下する事故が発生しました。その後、国ではこれらへの対策を講じた建築基準法を実施
（H26.4.1）しています。この基準に適合した「安全な耐震天井部材の開発」を行いました。
展示場では実構造ミニモデルで地震時の天井構造の３軸方向での動的変位の状況を観察できま
す。また軽量耐震天井用見切り板サンプルの展示、実施工時の施工方法及び完成外観について
ビデオで紹介しております。
問い合わせ先：アサヒサンコー株式会社
TEL： 042-762-3265
所在地：〒252-0137 神奈川県相模原市緑区二本松1-37-11-102

⑤ハード工業有限会社
高速燃焼炎を用いたアトマイズ法により金属粉末製造法の確立
従来のアトマイズ法では実現が難しい微細な金属粉末製造と､超急冷システムの研究により
乾燥状態でアモルファス合金粉末製造技術を確立しました。
近年、圧粉磁心に低損失と高磁束密度の両立を狙ったＦｅ基アモルファス粉末合金材料の適用
が進められています。軟磁性アモルファス合金粉末は、今後製品の小型化や高い周波数に対応
して渦電流損失を低減する必要があるため、平均粒径で数～20μｍ程度の微粉末の需要が大幅
に増えつつあります。市場のニーズに対応する為、私共は更なる微細化に向けて取り組んでい
ます。
問い合わせ先：総務
TEL： 0178-22-3379
所在地：〒031-0071 青森県八戸市沼館三丁目2-18

⑥ヤグチ電子工業株式会社
①タブレット型視機能訓練検査装置「オクルパッド」
本製品は、弊社のサイネージ向け商材であるホワイトスクリーンから、北里大学半田教授と
共同開発した小児弱視・斜視の訓練器具です。目をふさぐことなく、楽しくゲームで遊ぶだけ
で訓練が可能、さらに短期間で訓練効果があり、すでに多くの小児患者に使用されています。

②多用途で併用可能な放射線モニタリングポスト
本製品はスマートフィン接続型の放射線量計です。震災直後から開発を始め、4か月で商品
化したものです。放射線のみならず、各種センサーを接続することにより気温・湿度・日照・
土壌水分など様々なモニタリングを可能にしています。
問い合わせ先：営業部
TEL： 0225-75-2106
所在地：〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門301

⑦株式会社リアルデザイン
７日間電池交換無しで使える無線式心電計
在宅医療の現場では、緊急時連絡は患者家族からの連絡によるもので、医療従事者が患者の
バイタルを簡便かつ正確に把握する手段が不足しています。この課題解決のため、我々は電池
交換無しで連続７日間の心電波形伝送が可能な小型心電計の製品化に成功しました。医療従事
者は、心電計から伝送された心電図を、スマートフォンを通じてインターネットから、リアル
タイムに確認でき、また心拍の異常時には、アラームをメールで通報する機能があります。
問い合わせ先：総合企画部
TEL： 022-791-5170
所在地：〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目5-22宮城野センタービル703号
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産学連携フェア2017【A-STEP】

（国研）科学技術振興機構

コマ番号

A-STEPの産学連携による研究開発成果

N-09

＜Ａ－ＳＴＥＰ＞
研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）事業紹介
A-STEPは、大学等で生まれた技術シーズを実用化し社会への還元を目指す技術移転支援プロ
グラムです。今回は、制度の概要をパネルやパンフレット等で紹介いたします。また、これま
でに得られた研究開発成果の中から２つの成果を展示いたします。本展示が、多くの皆さまに
各課題の成果にご興味を持っていただくきっかけ、そしてA-STEPを活用した新たな産学共同研
究開発をご検討いただく第一歩となることを願っております。
問い合わせ先：産学連携展開部／募集窓口
TEL： 03-5214-8994 FAX：03-5214-8999
URL：http://www.jst.go.jp/a-step/
所在地：〒102-0076 東京都千代田区五番町７ Ｋ’Ｓ五番町

⑧大日精化工業株式会社／京都大学
有機触媒型制御重合による高機能色彩材料の開発
大日精化工業は、京都大学の後藤淳准教授（現・南洋理工大学）が発明した”有機触媒型制
御重合”をシーズ技術とし、色材開発の中核技術として確立しました。本技術では、汎用の有
機化合物を触媒とすることで、コスト面で有利であり、また、様々な官能基を有するモノマー
が重合できるため、今までにない機能性ポリマーを得ることができます。当社では、本法によ
り新規な機能性ポリマーを開発し、ナノ粒子の微分散液の実用化に成功しました。色材をはじ
め、新規機能性材料の開発に協力します。
問い合わせ先：大日精化工業株式会社 技術機構 基幹技術本部 重合研究部・部長 嶋中 （シ
マナカ）
TEL： 03-3899-5672 FAX：03-3899-8199
所在地：〒123-8555 東京都足立区堀之内1-9-4

⑨フルイドウェアテクノロジーズ株式会社／
警察庁 科学警察研究所／
国立研究開発法人産業技術総合研究所
食中毒・毒素・菌迅速検出システム
本システムは、マイクロ流体チップに、特異抗体・糖鎖を修飾し、このチップに被検査物を
流し、毒素・菌を検出します。
特に食中毒のベロ毒素・菌（O157等）を高感度で迅速（1時間）に検出します。
光学系が単純で、装置は小型（30×30×30cm）・軽量（10kg）・安価で、迅速検出により食中
毒被害の未然防止・発生後の被害拡大を最小限に抑制できると期待されます。
問い合わせ先：フルイドウェアテクノロジーズ株式会社 代表取締役社長 吉田 （ヨシダ）
TEL： 048-720-8901 FAX：048-720-8902
所在地：〒344-0062 埼玉県春日部市粕壁東一丁目21-7 OM21ﾋﾞﾙ301号室
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産学連携支援センター埼玉
業務のご案内

「産学連携支援センター埼玉」は埼玉県とさいたま市が共同で設置し、

（公財）埼玉県産業振興公社と（公財）さいたま市産業創造財団が運営しています。

1

とことん相談に応じます《産学連携相談》
新製品・新技術開発や生産技術の改善な
ど技術的課題解決のために産学連携を希
望する企業の相談に、産学コーディネータ
や職員がとことん対応します。

産学連携に関するご相談

月曜日〜金曜日 9:00〜17:00
年末年始・祝祭日を除く。
産学コーディネータによる相談は16:00まで。

TEL:048-857-3901

先ずは
電話で FAX:048-857-3921

2
3
4
5

研究者を紹介します《産学連携マッチング支援》
企業の抱える技術課題等に合わせて、大学・研究機関等の研究者を紹介します。また、国等の競争
的資金の受け皿となる産学連携による共同研究体の形成を支援します。

補助金申請へのアドバイス《競争的資金獲得支援》
国等の競争的資金（研究開発補助金など）の活用や申請書作成に関するアドバイスなど、競争的資
金獲得のための支援を行います。

企業と研究者との交流機会の提供《産学交流促進》
企業での実用化が見込める大学・研究機関等のシーズ（研究成果など）について、シーズ展示会や交
流会を開催するなど、企業と大学等の研究者とが気軽に交流できる機会を提供します。

多様な情報を提供・発信します《情報提供》
文献データベース等を活用して、専門的文献や研究者などの情報を提供します。また、ホームペー
ジやメールマガジンで産学連携に関する情報を広く発信しています。

公 益財団法人埼 玉 県 産 業 振 興 公 社

公 益財団法人さいたま市産業創造財団

産学連携支援センター埼玉

《産学コーディネータ》

「私たちが大学・研究機関とのつなぎ役として支援します」
石井 博之

近藤 拓士

県・大学で、接着・表面改質
や高分子材料等の技術相談・
研究開発、研究者とのマッチ
ングなど産学連携の業務を
経験。工学博士。
「中小企業の手足となって、
各企業の発展に寄与してま
いります。皆様からのご相談
をお待ちしております。」

自動車メーカー、関連企業
にて金属材料の塑形、表面
改質の各分野において生産
技術、品質保証技術業務を
経験。
「マッチング支援、補助金申
請等、新技術開発及び実用
化に関するご相談をお待ち
しております。」

反町 政幸

古河 宏一

非鉄金属メーカーにて、金属
化合物の材料開発・用途開
発と事業化を経験。事業化に
当たっては計測・制御シス
テムの開発から生産管理シ
ステムの構築まで行う。
「ニーズの見極めから、開発、
設備投資、立上げまで、事業
化の様々な段階を支援させ
ていただきます。」

自動車メーカーにて、車両開
発、カーエレクトロニクス技
術の開発に従事。
近年は、自動車部品メーカー
で、新製品・新技術開発及び
新規ビジネスのプロデュー
スに携わる。
「新たな技術やビジネスに意
欲的なチャレンジする企業
を応援します。」

埼京
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新都心ビジネス交流
プラザ３階

E-mail：sangaku@saitama-j.or.jp
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〒338-0001
埼玉県さいたま市中央区上落合 2-3-2
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TEL 048-857-3901
FAX 048-857-3921
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さ
い
た
ま
新
都
心

「北与野駅」下車、駅のすぐ前
又は
「さいたま新都心駅」下車、徒歩８分
（歩行者専用通路で、けやきひろば
を抜けて北与野駅へ）

「産学連携支援センター埼玉」は、産学連携により新製品・新技術開発を目指す
中小企業のための総合支援センターです。どうぞお気軽にご利用ください。
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催： 産学連携支援センター埼玉 〔（公財）埼玉県産業振興公社・（公財）さいたま市産業創造財団〕

（公財）埼玉りそな産業経済振興財団
援： 埼玉県・さいたま市・（一社）さいしんコラボ産学官

■後
■お問合せ：産学連携支援センター埼玉
（さいたま市中央区上落合２－３－２ 新都心ビジネス交流プラザ３階）
ＴＥＬ ０４８－８５７－３９０１
ＦＡＸ ０４８－８５７－３９２１
ＵＲＬ：http://www.saitama-j.or.jp E-mail：sangaku@saitama-j.or.jp

