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16大学・研究機関・支援機関を一堂に展示！
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【医用機器】

【大学間連携】（幹事機関）

特にアルミ・軽金属は富山大学の得意とする領
域で、素材開発から加工技術、リサイクルまで
資源を循環させる要素技術を有しています。最
近の進捗では難燃化マグネシウムの開発から実
用製品応用の段階にきています。ブースでは共
同開発企業との製品の例を展示します。

「しらさぎ２プロジェクト」は昨年度に引続き、中部経済産業局
”中小企業知財支援力強化事業”として採択され、大学連携
（北陸４大学＋協力３校）により各校の保有する単独出願特許を
集約、分野毎に提示するものである。単願約600件をHPで公開、
データベース検索から発明研究者紹介につながる機能があります。
オリジナルの特許をヒントに新たな「共同研究」でビジネス展開
を支援する活動の一端を紹介します。

 「スズ開創（かいそう）手形板」は富山大学
頭川（ずかわ）助手（附属病院整形外科）と
㈱能作が共同開発した手の手術台である。
開創器が付いており、２人がかりであった手の
手術を医師１人で行うことができる。
スズの曲がる特性や抗菌性を活かした製品で、
既に数十例の実績があり、執刀医師に好評であ
る。

国立大学法人　富山大学
【大学の知を活かしませんか】

【材料研究】

【展示内容】

【大学の紹介】

　標高3,000メートルの立山連峰と水深1,000メートルの海湾を望む、緑豊かな
富山平野の中央部に位置する富山大学は、地域と世界に向かって開かれた大
学として、生命科学、自然科学と人文社会科学を総合した特色ある国際水準の
教育及び研究を行い、人間尊重の精神を基本に高い使命感と創造力のある人
材を育成し、地域と国際社会に貢献するとともに、科学、芸術文化、人間社会と
自然環境との調和的発展に寄与していきます。

産学連携の成果である製品または大学間連携活動を紹介します。

産学連携窓口：研究推進機構 産学連携推進センター

知財・リエゾンオフィス 担当：千田 晋（ちだ すすむ）

TEL：076-445-6390 FAX：076-445-6939 chizai@adm.u-toyama.ac.jp

URL：https://www3.u-toyama.ac.jp/totlo https://sanren.ctg.u-toyama.ac.jp/shirasagi/

所在地：〒930-8555 富山県富山市五福３１９０

コマ番号

B-01
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　　　　(一社)首都圏産業活性化協会
　　　 【都市課題解決に向けた持続的発展可能な活力ある地域づくり】

【機関の紹介】

埼玉県をはじめ、東京都、神奈川県の中核支援機関として地域におけるイノベ

ーションを推進しており、産学官金連携、企業間連携による研究開発支援、

販路開拓・海外展開支援、人材育成・確保支援などをトータルに行っています。

医工連携やIoTなどの研究会、大学研究を中心としたワークショップ、異業種

交流会も積極的に行い、学びと出会い・マッチングの場をつくっています。

【展示内容】
【埼玉大学先端産業国際ラボラトリー概要】

共創型ワークショップ・スペースにおいて、産業界

から毎年1,000名を超える参加を得て、ワークショ

ップ及びセミナーを開催している。その結果、共同

研究への発展

事例も数多く生

まれ、先端産業

インキュベーシ

ョンスペースで

は、事業化検討

ステージまで進

むなどの実績を

上げている。

産学連携窓口：一般社団法人首都圏産業活性化協会

担当：シニア産学官連携コーディネーター 八木（やぎ）

TEL：042-570-3481 FAX：042-570-3482

URL：http://www.tamaweb.or.jp

所在地：〒205-0003 東京都羽村市緑が丘2-11-1 羽村市産業福祉センター内

コマ番号

Ｂｰ０２

【首都圏産業活性化協会の地域イノベーション概要】

【株式会社ソーケンメディカル】
『交流磁場曝露が人体に及ぼす生理学的影響の評価』

背景：交流磁場による磁気治療は、こりと血行を改善

することから、痛みの軽減、筋疲労回復、骨折

治療等に使用されている。

目的：交流磁場の血流に及ぼす効果の検証と電場

の渦電流の推定。

国内学会発表：3件

国際学会発表：6件（中国、カナダ、イタリア、スロベニ

ア、 米国、マレーシア）

【株式会社朝日ラバー】

『色のバラツキが少なく、視認性に優れ疲労低減特性の

ある自動車内装照明用LEDの蛍光体層開発』

概要：・蛍光体層の色調バラツキの低減

・視認性・疲労低減特性を持った配合の実現

※照明器具用白色シリコーンインキのJIS化（JIS Z 8922）
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　Vuforia Studioを用いて、パーソナルコンピュータ、付加製造技術におけるデルタ型３Dプリンタ、

ものつくり大学
【テクノロジストを養成する大学】

【大学の紹介】

　本学は、技能と科学・技術・経済・芸術・環境などを踏まえたものづくり

を中心に、優れた知識と見識を備え、高度な技術と技術及び豊かな社会

性と創造性、さらに高い倫理性を身に付けた技能技術者（テクノロジスト）

を育成し、社会ひいては世界の発展に貢献することを目指しています。

【展示内容】
【シーズ名：ＡＲ（拡張現実）を用いた装置組み立てガイドシステム】

　ARとは「Augmented Reality」の略称で、「拡張現実」と訳されることが多い。

　今回の出展では、ARを用いて装置機器の組み立てを支援できるガイドシステムの紹介を行います。

そのほか家電製品などを具体的な対象物としてシステム構築を行いました。

３Dデータを活用することにより、様々な業界における状況への展開が可能であることを示しています。

【シーズ名：流動床インターフェース】

です。

　砂を入れた容器の底面から吸気を上向きに送ると、水のような流動性を示します。

　流動床インターフェースとは、液体のようにふるまう砂を用いたインタラクションシステムのこと

に応じて、改善活動の実践支援を行います。

しています。

　テレビやYouTubeなどで話題になっていますので、会場で実際に体感してみてください、

【シーズ名：ものづくり現場活性化事業】

　本学の産学官連携活動推進の中核的な組織である、ものつくり研究情報センターで行っている、企業

等での現場改善活動を実践的に支援する事業を紹介します。

　長年企業において現場改善や体質改善に取り組んできた経験豊富なアドバイザーが、企業からの要請

　こうした」流動化した砂を用いて、様々な分野において、新しいインタラクションシステムを研究

産学連携窓口：ものつくり研究情報センター

担当：山岡（やまおか）

TEL：048－564－3880 FAX：048－564－3881 e-mail：ｍｒｉｃ＠ｉｏｔ．ａｃ．ｊｐ

URL：http://www.iot.ac.jp/mric/

所在地：〒361－0038 埼玉県行田市前谷３３３番地

コマ番号

Ｂｰ０３
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環境総合研究センターでは、廃棄物・リサイクル分野、エネルギー分野に特化したAI・IoTの利活用に

21世紀の地球規模の環境問題に対応して先導的な研究開発を展開する研究

地域をはじめとして、民（生活市民）・産（企業市民）が一体となった実践的な教育

・研究を展開する場を構築し、持続的な発展が可能な循環型社会の実現に向けて

機関として2002年に設立。学内外の諸機関と連携を図りつつ、本庄地方拠点都市

事業を展開しています。

【大学の紹介】

関する研究開発・実証事業に着手している。それらのうち、さまざまな応用が考えられる画像認識技術

早稲田大学
環境総合研究センター
【持続可能な社会の実現を目指して】

「自転車以上自動車未満」をコンセプトに開発している超軽量小型モビリティULVの実機を展示する。

現在、EVモデルによる自動運転モビリティの開発等さまざまなアプローチから研究を行っているが、

【展示内容】
【圧縮空気エンジン駆動型超軽量小型モビリティULV(Ultra Light-weight Vhiecle)】

に関するデモ展示を行う。

最新の圧縮空気エンジン搭載モデルを展示する。

【環境・エネルギー分野におけるAI・IoT活用に関する研究】

産学連携窓口：早稲田大学本庄総合事務センター

本庄プロジェクト推進室 担当：池田（いけだ）

TEL：０４９５－２４－６３７９ FAX：０４９５－２４－６５５２ e-mail：honjopj@list.waseda.jp

URL：http://www.waseda.jp/fsci/weri/

所在地：〒367-0035 埼玉県本庄市西富田１０１１

コマ番号

Bｰ04
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機器利用ではSAITEC保有の各種試験機器を使えます（有料）

　機器例：インクジェット式カラー３Dプリンタ

　　　色や硬さの表現も可能な３Dプリンタで、製品試作を迅速に行えます。

　　　利用料金　 2,810円 (1時間あたり)

　　　　※樹脂等の消耗品料金が必要となります。詳しくは担当まで。

支援事例：「Weston Roller」（株式会社新井製作所）

　　荷物搬送用のブラシレス型モータローラー。商用電源100V直結で作動します。

　　専用ドライバ制御により、滑らかで正確、正転・逆転等様々な搬送ができます。

　  高トルク・高効率（省エネ）・長寿命、低イニシャルコストを実現。

　●SAITEC支援 ：モータのデジタル回転制御技術、ドライバケース試作

支援事例：「盆彩畳」(株式会社銀虎)

　　 盆栽を美しく飾ることを徹底的に追及して製作した小型の畳です。

　　 どんな場所でも上質な和の空間を演出できます。

　●SAITEC支援：製品パッケージ、「畳」がモチーフの製品ロゴ

埼玉県産業技術総合センター
【中小企業の技術開発を応援！】

　次世代型ものづくり支援事業  … 製品化まであと一歩の中小企業を支援

【展示内容】

　デザイン支援事業  … 企画・コンセプトから色・形まで幅広くデザインを支援

　技術支援メニュー紹介  … 無料技術相談や依頼試験、機器利用などを紹介

　　埼玉県産業技術総合センター（SAITEC）は、埼玉県が運営する公設試験研究機関

【機関の紹介】

　です。地域の中小企業（主に製造業）が抱える「困りごと」の解決や「やりたいこと」の

　※上記の他にも事例品を多数展示いたしますので、ぜひご覧ください！

　実現を技術的な側面から、お手伝いしています。

　　なにかご要望がございましたら、まずはご相談ください！（相談は無料です）

産学連携窓口：産業技術総合センター 企画・総務室 企画担当

TEL：０４８-２６５-１３６８ FAX：０４８-２６５-１３３４

URL：http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp

所在地：〒３３３-０８４４ 川口市上青木３－１２－１８ ＳＫＩＰシティ内

コマ番号

Ｂｰ０５
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本学は、陶冶、進取、創発を基本理念とし、保健医療福祉に関する教育・研究

の中核となって地域社会に貢献します。

＜化学発光イムノクロマト法における検出法＞

 【地域産学連携センター】

公立大学法人埼玉県立大学
【人とつながる。人を育てる】

【大学の紹介】

【展示内容】
【シーズ名：B型肝炎ウイルス簡易検出のための化学発光イムノクロマト法】

保健医療福祉学部 健康開発学科・准教授　久保田　亮

産学連携窓口：公立大学法人埼玉県立大学

地域産学連携センター 担当：篠田（しのだ）

TEL：048-973-4114 FAX：048-973-4807

URL：http://www.spu.ac.jp

コマ番号

Bｰ06
大学ロゴマーク

ございましたら入れてく

ださい）

B型肝炎ウイルス抗原(HBs)の検出法

には、主にイムノクロマト法が用いられて

いるが、現在使用されているイムノクロマ

ト法では、血清・血漿を検体とする ため、

血液を遠心分離する必要がある。

つまり遠心機を完備している施設に限定

される。また検体を全血とすると赤血球

などの血球成分の影響を受けるため、希

釈して血球成分濃度を低くする必要があ

る。そこで、微量の血液で簡便にB型肝

炎ウイルスを検出することができるイムノ

クロマト法、つまり高感度な検出を行える

化学発光を用い たイムノクロマト技術を

開発する。

地域の企業等との共同研究・

受託研究 に関する相談受付

や、産業界への学内 情報の

発信・研究成果の公表などを

保健 健康の維持・増進

医療 疾病・障害の予防・改善

福祉 障がい者・高齢者・子ども支援

社会への還元・地域への貢献
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中心とした高性能で強靭(ロバスト)なナノカーボン分離膜の基礎科学と技術開発を実践しています。

３．「ABC・コンソーシアム」と「ナノアグリフォーカス・コンソーシアム」

セルロースとの複合材料（ゴム、樹脂）で強度としなやかさを併せ持つ新しい材料を開発しており、

この成果品を紹介します

必要に応じてその他の展示を行います。

も含めた総合的な支援をしています。この取り組みについて紹介します。

２．アクア・イノベーション拠点（ナノカーボン分離膜の開発）

信州大学アクア・イノベーション拠点では、JSTセンター・オブ・イノベーション（COI）プログラム

　信州大学は、長野県全域にキャンパスが位置し、豊かな自然環境から学ぶ

上位にランクインし、人財育成や地域企業との共同研究などで評価されています。

本出展のカーボン科学研究所（長野市）は、特色ある研究によって世界に誇る

フィールド型（自然が教室）の教育が特徴です。大学の地域貢献度調査では毎年

成果を上げてきました。

によって、国連が進める持続可能な開発目標（SDGs）の一つである水処理について、海水淡水化を

【大学の紹介】

信州大学では、「知」の集積と活用の場による革新的技術創造促進事業（うち「知」の集積と活用の場

信州大学 カーボン科学研究所
～ナノカーボン研究で拓く未来～

４．その他

１．ナノテクプラットフォーム事業

未利用・低利用の農林水産物を利用した材料を用いて、新規材料の開発を実施してきました。特にナノ

【展示内容】

による研究開発モデル事業）と異分野融合発展研究の農林水産省プロジェクト事業を実施しており、

信州大学は、文科省の行うナノテクノロジープラットフォーム事業に所属しており、

この成果内容と構築するアクア・ネクサスカーボン（AxC）-プラットフォームを紹介します。

ナノ材料の合成に必要な先端機器群を供給するとともに、特性評価、データの解析等

産学連携窓口：信州大学学術研究・産学官連携推進機構 担当：藤重（ふじしげ）

TEL：０２６-２６９-５７７７ FAX：０２６-２６９-５６６７

URL：http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/icst/

Consortium
NanoAgri
Focus

Double Cs-TEM

コマ番号

Bｰ07
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社会人向けの短期集中型の金型設計人材育成プログラムの「金型スクール」

中堅・中小企業の後継者・幹部候補社員を育成、1年で修士号が取れる「ビジネススクール（MOT）」

他、様々な社会人向け教育プログラムをご紹介します

埼玉県宮代町（最寄り駅：東武動物公園駅）に位置する日本工業大学は

ール・中堅中小企業の人材育成をする社会人ビジネススクール（MOT）

・金融機関職員へ「ものづくり」の勘所を伝える金融人材教育など、社会に

広く理工系の教育・研究を推進するほか、金型人材を育成する金型スク

様々な働きかけをしています。

【大学の紹介】

日本工業大学
【共同研究から採用相談まで広く承ります】

１）大学の教員の研究を網羅する「教育紹介冊子」をご用意しています。

現地で直接、色々な研究内容に触れ、御社のニーズに合った教員・シーズを確認することができます

【展示内容】

３）採用についての質問にお答えします

本学の学生の採用をお考えの企業様に、「最初の一歩」の踏み出し方をレクチャーいたします。

２）豊富な社会人向けの教育プログラムをご紹介いたします

産学連携窓口：産学連携起業教育センター

担当：筒井（つつい）

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

コマ番号

Bｰ08
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東京電機大学
【変化と調和を自己のものとし新しい100年を皆で磨こう】

【大学の紹介】

「D concept」とは、本学の建学の精神である実学尊重を旨として

　　　東京電機大学　（TDU)　　 夢の実現に向かって　（Dream）

　　　精力的に　（Dynamic）     世の中の信頼 （Dependable）

を、継続的に得るための活動を表現したものです。

【展示内容】
【シーズ名：はばたきロボット】

　◆翅の羽ばたき形態を制御することで上下左右へ飛行を実現します。　　　

　◆モータ、通信装置を搭載することで長時間飛行・遠隔操作を実現します。

　　　〇足指の背屈により足底腱膜の巻き上げと、アーチ角度が小さくなる。

【シーズ名：足底部に機構的特徴を有する下肢装具】

　◆脳血管疾患による片麻痺患者で歩行が不自由な方の下肢装具において、足底部に機構的特徴を持たせ、

　　 リハビリテーションにより、自然な歩行を可能とする肢装具。

　（１）歩行の動作分析　　　　[ウィンドラスメカニズム]

　　　〇アーチが挙上、接地時に足への衝撃を和らげ、高効率の歩行が可能。

　（２）歩行しやすい下肢装具　[サンプル有]

　　　〇上記ウィンドラスメカニズムが生じることが可能な機構を

　　　　 足底部を作り込んだ新しい下肢装具を考案　　　　　　　　　　　　                  図　歩行解析

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＜承認TLO>

産学連携コーディネーター 担当：許斐信介（このみしんすけ）

TEL：０３－５２８４－５２２５ FAX：０３－５２８４－５２４２

URL：https://www.dwndai.ac.jp//crc/tlo

E-mail:crc@dendai.ac.jp

所在地：〒120-8551 東京都足立区千住旭町５番

コマ番号

B-41

適用可能な製品の例

◆ドローン

◆監視装置

◆おもちゃ・イベント利用

◆花粉交配用昆虫の代用

企業への期待

◆機体の開発、実証試験

◆製作

◆サイズのバリエーション化

◆営業・販売

一体何に使えるのか？

アイデア次第です。

共同で開発していただけ

る企業様を求めています。

アーチ角度

D concept
by ＴＤＵ

omatsu.youichi
タイプライタ
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「産官学連携推進センター」や「工業技術研究所」といった組織を窓口として、

様々な分野の技術相談等に対応し、受託・共同研究や受託実験、人材育成等、

色々な形での産官学連携活動を強化すべく取り組んでおりますので、まずは

東洋大学
【産学官金連携で地域活性化を目指します】

スヌーズレンは、1970年代にオランダでJan Hulsegge(ヤン・フルゼッヘ） and Ad Verheul

（アド・フェアフール）が開発し実践した多重感覚環境を示す。スヌーズレン(Snoezelen)の語源は、

【展示内容】
【シーズ名】　移動式スヌーズレン器材の提案（機関車スヌーズレン・消防車スヌーズレン）

「クンクン匂いを嗅ぐ」と言う意味のスヌッフェレン(Snuffelen)と「ウトウトする」と言う意味の

【大学の紹介】

お気軽に現在お持ちの課題やお探しの技術シーズ等についてご相談ください。

ドゥズレン(Doezelen)が合わさった造語になる。

本展示品は、川越商工会議所の異業種交流グループ・KOEDO会と東洋大学・嶺研究室との共同研究テーマ

として採択されたものであり、スヌーズレンルームを設置できない施設やスヌーズレンルームに

行けない重度の障害を持つ方のために移動できるスヌーズレン器材を開発した。　この器材によって

対象者の精神沈静を促すリラクゼーションやセラピーとして使用することができる。

産学連携窓口：研究推進部産官学連携推進課（工業技術研究所担当）

産官学連携コーディネーター 担当：野口（のぐち）

TEL：048-239-1605 FAX：049-232-0981

URL：http://www.toyo.ac.jp/research/labo-center/riit/

所在地：〒350-8585 埼玉県川越市鯨井2100

コマ番号

Bｰ42さい）
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【シーズ名：安全・安心・安価な半導体材料を用いた次世代型太陽電池の作製】

なかった場所への設置や、透明なダイオードやトラン

ジスタと組み合わせることで、見えないカメラやセンサ

東京理科大学は、「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」という建学

ます。　「理科大ならではの研究」を世界レベルで展開するため、独創性

が高く、社会的にも必要度が高い分野を重点的に推進し、世界的に認知

の精神のもと、130余年、日本の科学技術を支える教育・研究を行ってい

される研究を進めています。

【大学の紹介】

酸化ニッケルを用いた太陽電池は、人体に有害な

東京理科大学
【理学の普及を以て国運発展の基礎とする】

を作成することも可能になります。

耐震基準などの古い建物の補強に際し、従来使用されていた方法の問題点を解消した新しい制振装置の研究

開発を行っています。その他に、免震装置の開発および積層ゴムの取り換え時における構造的安全性に関する

【展示内容】

窓やビニールハウスなど、これまで太陽電池が使え

【シーズ名：建築制振用新型バネ付オイルダンパーの開発と構造特性に関する実験的研究】

紫外線のみを吸収し、発電する透明太陽電池であり、

研究、新素材の建築構造用部材への活用に関する研究も展示いたします。なお、これらの研究成果の一部は、

東京理科大学発ベンチャー”株式会社サイエンス構造”により事業化しております。

産学連携窓口：東京理科大学

研究戦略・産学連携センター 担当：中島（なかしま）

TEL：03-5228-7433 FAX：03-5228-7442

URL：https://www.tus.ac.jp/

所在地：〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3

コマ番号

Bｰ４３
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　芝浦工業大学は、有元史郎が1927年に前身の東京高等工商学校を設立以来、一貫して実学主義を掲げて

創立以来の理念を引き継ぎながら、時代が求める創造性豊かな人材を育成し、社会に学び社会に貢献する

大学として、これからも教育・研究を行っていきます。

堅実に仕事ができる優れた技術者を育成してきました。工学が担うべきフィールドは広がっています。創立

【シーズ名:センシング機能を搭載したUGV用可変剛性車輪に関する研究(機械制御システム学科)飯塚浩二郎教授】

芝浦工業大学
【世界に学び、世界に貢献する

　　グローバル理工学人材の育成】

【展示内容】
【シーズ名:農作物のアンチエイジング効果による高付加価値化の実現 (生命科学科)福井浩二教授】

【大学の紹介】

産学連携窓口：複合領域産学官民連携推進本部

研究推進室 研究企画課 担当：佐藤（さとう）

TEL：０３-５８５９-７１８０ FAX：０３-５８５９-７１８１

URL：https://www.shibaura-it.ac.jp/

コマ番号

Ｂｰ４４
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　・ 腹腔鏡手術用鉗子の開発と専用袋のニーズ提供

１．本学の産学官連携の取組の紹介

２．ニーズマッチング成果の紹介

【展示内容】

　・ リハビリＡＩロボットの開発　デモ

　・ 見守りレーダーの開発

医学部と保健医療学部の2つの学部で構成されています。

私立医科大学としては、国内トップクラスの特許ライセンス収入実績を
持っています。

多彩な研究成果を基に、医薬品・体外診断用医薬品・医療機器・再生医療機
器等の開発で企業様との共同研究・委託研究が盛んです。

教育・研修（知の伝承・普及）、研究（知の創造）、診療、経済価値創造
（知の活用-産学官連携）を使命としています。

埼玉医科大学
【県内唯一の医科系大学】

【大学の紹介】

産学連携窓口： リサーチアドミニストレーションセンター（ＲＡセンター）

知的財産・産学官連携担当 ： 豊田浩一（とよだこういち）

TEL： ０４２-９８４-４９４８ FAX：０４２-９８４-４１４９

URL： http://saitama-med-ip.greater.jp/

コマ番号

Ｂｰ４５
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【大学の紹介】

埼玉工業大学
【テクノロジーとヒューマニティの融合と調和】

現在、私立大学において公道で自動運転実証実験を実施しているのは、埼玉工業大学だけです。

本学の自動運転システムの強みは、画像処理におけるノイズ除去技術にあります。

【展示内容】
AI技術を利用した自動運転車に関するご紹介です。

本学は関東ローム層の畑に囲まれ、冬場の群馬からの空っ風は視界を遮る"大砂嵐"を巻き起こし、

必然的に画像のノイズ除去技術は鍛えられました。

その結果、本学特有の"大砂嵐"は基より、雨天等悪天候でも走行可能なシステムが構築されました。

埼玉工業大学は、埼玉県北部に位置する深谷市普済寺にある私立

きめの細かい丁寧な教育を心がけています。

2019年度には、AI(人工知能)専攻が誕生し、これからのAI時代に

大学で、人間社会学部と工学部の2学部5学科を持ち、文理融合の

活躍できるエンジニアの育成を目指します。

産学連携窓口：先端科学研究所

産学官交流センター 担当：加藤（かとう）

TEL：048-585-6856 FAX：048-585-6896

URL：https://www.sit.ac.jp/

所在地：〒369-0293 埼玉県深谷市普済寺1690

コマ番号

Bｰ46
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　「産学連携支援センター埼玉」は産学連携により新製品・新技術の開発を

埼玉県とさいたま市が共同で新都心ビジネス交流プラザ内に設置し、公社と

（公財）さいたま市産業創造財団が運営しています。お気軽にご利用ください。

目指す県内中小企業のための総合支援センターです。同支援センターは、

【機関の紹介】

 

【展示内容】

産学連携窓口：産学連携支援センター埼玉

TEL：048-857-3901 FAX：048-857-3921

URL：http://www.saitama-j.or.jp/sangaku/

所在地：〒338-0001 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3F

コマ番号

Bｰ４７

産学コーディネータが産学連携に関するさまざまな相談に対応します！

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】
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【大学の紹介】

対応）を内蔵したクッション8個とＣＤレシーバーで構成されており、CDに収録された音楽やVAT（Vibro-

 acoustic Therapy：振動音響療法）の周波数振動を与えるシステムである。利用者がどのような姿勢で

も心地よいと感じる体の部位にクッションを置くことで振動や音楽を感じ、リラックスを促せる。

　この装置を活用して、健常学生に①振動のみ、②音楽のみ、③音楽と振動の同時呈示をおこない、皮膚

温、心拍変動、鼓膜温などで条件差を比較したところ、音楽と

振動条件で皮膚温の上昇、心拍の減速、鼓膜温の低下、覚醒低

下が認められ、振動でリラックスが促されたことが示唆された。

福祉分野、文化施設分野、エンターテイメント分野、酒・食品

目白大学
【育てて送り出す】

　重症心身障害児者・認知症高齢者・発達障害児者の生活の質を高める活動に適用するため、最大8名の集

団で音楽と振動を同時提供できる装置を㈱アクーヴ・ラボの協力で初めて開発した。

【展示内容】
【シーズ名：集団式体感音響装置によるリラックスの提供】

・水分野、建築分野、音響分野の各産業界で活用されている。

　この装置は、㈱アクーヴ・ラボ製トランスデューサー（電気－機械変換器）（Vp6：15Hz～15000Hz

　今後、重症児者、認知症高齢者、発達障害児などの集団活用

に適用し、生活の質の向上に寄与できると期待される。

　㈱アクーヴ・ラボのVISIC（体感音響）は、医療、ウエルネス、

目白大学は平成6（1994）年の創設以来、社会の幅広い学究的要請に応える
学問探求の場を提供しつつ、学部学科を増設し発展してきました。文系5学部
を新宿キャンパス、保健医療・看護系の2学部をさいたま岩槻キャンパスに設
置し、あわせて7学部17学科に約5,700余名が学んでいます。
いずれのキャンパスも、豊かな緑と充実した施設設備で教育環境を整え、ひた
むきな向学心と若い感性を育んでいます。

産学連携窓口：地域連携・研究推進センター

担当：笹川（ささがわ）

TEL：03-5996-3121 FAX：03-5996-3238

URL：https://www.mejiro.ac.jp/

所在地：〒161-8539 東京都新宿区中落合4-31-1

トランスデューサーＶｐ６ トランスデューサー内蔵クッション 集団式体感音響装置設計図

コマ番号

Bｰ48
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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

TEL:048-857-3901
FAX:048-857-3921

月曜日～金曜日  9:00～17:00
産学連携に関するご相談

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。

先ずは
電話で

1

2

5
4
3

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。

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。

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。

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。

とことん相談に応じます 《産学連携相談》

多様な情報を提供・発信します 《情報提供》

企業と研究者との交流機会の提供 《産学交流促進》

研究者を紹介します 《産学連携マッチング支援》

補助金申請へのアドバイス 《競争的資金獲得支援》

「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。

産学連携支援センター埼玉
業務のご案内



石井 博之
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。」 

古河 宏一
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。」

坪井 俊洋
情報通信メーカーにて、コン
ピューター・サイエンス分野
の研究開発及び関連事業に
従事。
理工系大学にて、産学官連携
コーディネーターを務め、数
多くの共同研究実績あり。
「新たな事業創出に積極果敢
に取り組む企業の皆様を応援
します。」

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。」 

近藤 拓士

齊藤 弘美
県・県試験研究機関での産
学連携の業務、研究開発及び
企業への技術支援などの経
験を基に、県内企業に速やか
に利用できる大学・研究機
関のシーズを発掘し、技術移
転がより活発になるよう支
援を行ってまいります。

（公社ネットワークマネージャー）

産学連携ネットワークマネージャー

▲新都心ビジネス交流プラザ３階

〒338-0001  埼玉県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
E-mail：sangaku@saitama-j.or.jp
URL：http://www.saitama-j.or.jp/sangaku/

産学連携支援センター埼玉
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「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。

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」



まずはお電話で
ご予約を
☎048-621-7050

知的財産に詳しい
知財アドバイザーが
無料で相談対応します

必要に応じて、
他の支援機関との連携支援や
弁護士等の専門相談も行います

知的財産総合支援センター埼玉がこんな相談に応じます！

知的財産なんて関係ない
と思っていませんか？

知的財産なんて関係ない
と思っていませんか？

知的財産なんて関係ない
と思っていませんか？

店舗や商品のネーミングやロゴを勝手に使っているけど大丈夫？

展示会で自社のノウハウが漏れているかも！

商品・技術、競合他社の動きを知る方法は？

競合他社からの模倣を防ぐには何が必要？

新製品の技術やデザインの保護はどうしよう！
「我が社のマネをするな！」突然他社から侵害警告！

埼玉県マスコット「コバトン」

秘密は厳守いたします

相談無料

中小企業の未来を創造する信頼のパートナー

公益財団法人 埼玉県産業振興公社

kawaguchi.miki
テキストボックス
　月～金曜日（年末年始を除く）９：００～１２：００、１３：００～１７：００　第２・第４土曜は９：００～１２：００

kawaguchi.miki
テキストボックス
秘密は厳守いたします



【お問合せ先】
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

TEL：048-857-3901 FAX：048-857-3921
URL：http://www.saitama-j.or.jp/sangaku/
所在地：〒338-0001 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3F
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