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職し、経済学部長、大学院人文社会科学研究科

長を務めました。理論よりも現実の日本経済が

相手ですので、平均的な学者よりもいささか大

学外の社会とのお付き合いは太いのではないか

と存じます。

前任の佐藤勇一理事まで、この職は主に理工

系出身者が務めて参りましたが、私はいわゆる

文科系出身となります。科学技術は門外漢のわ

けで、そのあたり大丈夫かという心配が生じて当

然かとも思いますが、幸い、理工系の強力な布

陣とチームを組んで任にあたることになりました

ので、ご安心いただきたく。この点ではこれまで

の態勢と事業を引き継いで参ります。同時に、特

に、学内においては文系・理系にわたる総がかり

で、大学の基本任務である学問の先端の追究を

後押しする。産学官連携の分野では、科学技術

面に加えて経営や政策などの領域でもオール埼

玉の連携を強化していく。これが私の役割では

ないかと考えております。この面でもすでに、県

内経済界との共同セミナーや勉強会、県・市町

村・関係組織との政策面での提言や共同研究、メ

ディアとの協力といった取り組みが始められて

おり、若干の蓄積もございます。これらを整然と

組織的に太いものにしていき、互恵・Win-Win

の関係で成果が上がることをめざしたいと思い

ます。

（やや老けた）新人ではありますが、精一杯努

めますので、よろしくお引き回し下さい。

平素より大変お世話になっております。新年

度・4月より埼玉大学理事・副学長（研究・

産学官連携担当）に就任いたしました伊藤と申し

ます。今後ご交誼のほどよろしくお願い申し上げ

ます。

簡単な自己紹介と抱負を述べさせていただき

ます。

私は昭和31年・長野生まれ。専門は経済学。

これまで金融、日本経済、経済政策などの講義

を担当してきております。大師匠・有澤廣己、師

匠・中村隆英門下の末席に連なり、若いころ旧大

蔵省の研究所で金融行政の調査に従事したあと、

横浜の神奈川大をへて1999年に埼玉大学に奉

埼玉大学理事・副学長
新任にあたってのご挨拶
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埼玉大学 理事・副学長

Ito Osamu

伊藤 修



Activity Report活動報告

第18回 埼玉大学産学交流会テクノカフェを開催
Report
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埼玉大学産学官連携協議会では、
平成29年11月14日（火）埼玉

大学産学交流会テクノカフェ（共催：
埼玉大学）を開催しました。今回は、

「変革の時」というテーマのもとに、産
業界が直面する大きな潮流を取り上
げました。テクノカフェ本編には、昨
年を上回る153名の方に参加いただ
きました。

上條会長の主催者挨拶に続き、公
益財団法人埼玉県産業振興公社 織
田秀明理事長から「日本産業界が生
き残る糧」と題した基調講演をいただ
きました。企業・組織戦略の基本と
いった足元の話題から、日本産業界
の国際競争力やグローバル・メガトレ
ンドといった世界を見据えたトピック
スまで、幅広く解説いただきました。
特に、企業側から見た人材育成の重
要性、社会全体で革新企業を育成す
るスキーム等、今後の在り方を模索す
るための多くの示唆がありました。

続いて、研究会活動報告として、ア
グリビジネス研究会（代表：高木優教
授）、防災ビジネス研究会（代表：株式
会社デサン 藤池一誠代表取締役社
長）、次世代自動車研究会（代表：金
子裕良教授）の3研究会から、活動内
容や今後の展望について発表が行わ
れました。参加者の皆様に、研究会
活動を身近に感じていただける好機
となりました。

また、コーヒーブレイクをはさみ、
今年度「 JST新技術説明会」に参加し
た教員を中心とする埼玉大学大学院
理工学研究科の7教員から研究成果
等の事例発表を行いました。各研究

について、ごく短時間ではありますが
わかりやすい説明をいただき、来場の
皆様に多岐に渡る大学の研究トピッ
クスをご覧いただくことができました。 

コーヒーブレイクは、参加者との交
流を深めるため昨年に引き続き長め
の時間を取りました。展示ホールにお
いて、研究成果事例を発表した埼玉
大学教員のパネル展示及び説明、協
議会の研究会紹介、新会員企業・団
体の資料紹介、3Dプリンター研修の
ご案内、埼玉県産業技術総 合セン
ター（SAITEC）紹介等を実施しまし
た。会員間や大学教員との交流、理
解を進める良い機会となりました。

会 合に続き開 催した交 流 会にも
100名を越える参加がありました。最
初に講演者や事例発表者の紹介を
行ったのち、本学の山口宏樹学長か
ら、産学官連携に一層努め、地域活
性化の一翼を担っていきたいこと、埼
玉大学産学官連携協議会活動に大き
く期待する旨の挨拶がありました。そ
れぞれ参会者同士との名刺交換や、
なごやかな中にも率直な意見交換の
場となりました。

産学交流会テクノカフェは、今後も
内容を一層充実し開催してまいります
ので、皆様のご参加をお待ちしてい
ます。

主催者挨拶（上條会長） 基調講演
（公益財団法人埼玉県産業振興公社/織田理事長）

研究会活動報告
（防災ビジネス研究会/株式会社デサン 藤池代表取締役社長）

研究会活動報告
（次世代自動車研究会/金子教授）

学内教員研究事例発表

コーヒーブレイク 交流会挨拶（埼玉大学/山口学長） 交流会

研究会活動報告
（アグリビジネス研究会/高木教授）

基調講演

研究会活動について、どのような分野の研究会があれば参画したいですか。
（あてはまるものすべて）
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※支援機関、ほか

※ことづくり分野、土木、建設関連技術に関するもの、外国人との交流・ITを用いた雇用・職場環境整備について        

※SDGS関連の協働（社会的課題解決）

参加者アンケートより

■大学教員研究成果等の事例発表　埼玉大学大学院理工学研究科　7教員	 （発表順）

超音波振動子と対向子を用いたポンプ 髙﨑正也 教授
放電プラズマの見える化技術 稲田優貴 助教
有機・無機ペロブスカイト薄膜の簡便な塗布成膜方法の開発と太陽電池応用 石川良 助教
液中の表面構造を原子・分子分解能で見る技術 小林成貴 助教
時変の極めて高騒音な環境においても高品質な音声を確保する技術 島村徹也 教授
蛍光量子収率が90％にも達する高輝度蛍光ビーズの開発 幡野健 准教授
拡張現実感(AR)を用いた次世代ユーザーインターフェース 小室孝 准教授
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Activity Report活動報告

埼玉大学産学官連携協議会研究会報告
Report

04「3D-CAD＆3Dプリンター研修（さいたま市連携事業）」を実施02
Report

平成29年度で4年目となる「3D-
CAD＆3Dプリンター研修」は、

さいたま市と連携し「ものづくり支援
事業」として開催しました。入門、実
用A、実用B及び応用の4コース各2
日間（入門コースのみ3日間）の研修
を計14回実施しました。更に追加研
修の要望があった入門コースを4回
追加開催した結果、実人数で70名、
延べ人数で121名の参加をいただき
ました。

入門コースでは、基礎的な3D-CAD
操作からFEM（有限要素法）までの
研修を、実用A及び実用Bでは試作
設計に応用可能な電子筐体設計の研
修を行いました。応用コースは、最近
注目を集めているトポロジー最適化を
取り入れました。

各コース共に3Dプリンター用デー

タ作成を習得し、実際に出力した3D
サンプルを研修に活用しています。
本年度も受講生の方から大変好評を
いただき、本研修をきっかけに複数の

企業が3Dプリンター及び3D-CAD
を導入されました。本年度の受講者
の業種をみると、機械だけでなく電気
電子、化学、建設・建築、情報・CAD
及び医療関係と広い範囲に及び、業
務別でも設計・製造以外で営業、デ
ザイン関係者の参加がありました。そ
の結果、各種業種及び業務での3D-
CAD及び3Dプリンターの活用を図る
機会を提供できたと考えます。

研修風景

平成29年度　研修受講者の業種及び業務

「BIZ SAITAMA さいたま市産業交流展2017」に出展03
Report

埼玉大学は、平成29年11月8 ～
9日ソニックシティで開催され

た「 BIZ SAITAMA さいたま市産業
交流展2017」（主催／さいたま市産
業交流展実行委員会（さいたま市、さ
いたま商工会議所、さいたま市産業
創造財団））に出展しました。

交流展は、成長分野である「医療・
ヘルスケア」、「環境・新エネルギー」、

「防災」をテーマに展示商談会が開催
され、技術ニーズ提示企業数が72社、
展示商談会参加企業団体は132社、
来場者数479名、商談件数781件に
上りました。

埼玉大学からは、大学院理工学研
究科より久野義徳教授、高崎正也教
授、柳瀬郁夫准教授の3教員の研究
成果を中心に、大学のシーズをPRし
ました。

また、新たに作成した「埼玉大学開
放特許集」を用いて、知財情報の紹

介を積極的に行いました。来場者や
出展者関係者など多くの方がブース
に立ち寄られ、技術ニーズ収集及び
課題解決に寄与する良い技術交流の
場となりました。

埼玉大学ブース 解説の様子（久野義徳教授）

「大 和芋農場見学会を開催」
本研究会は、埼玉県に適した

アグリビジネスの探索も重要なテーマ
と考え、毎年先進的な取り組みを実践
される農場を見学しております。今回
は 平 成29年11月21日 研 究 会 メン
バー 8名が参加し、マルコーフーズ株
式会社の荒川農場を見学しました。

本農場は、熊谷駅から車で10分程
の荒川右岸の河川敷にあり、18haに
も及ぶ広大な農場です。栽培している
のは大和芋で、大和芋をはじめとした

山芋はイモ類としては珍しく生で食べ
られ、最近はトロロや海外では漢方薬
としても高い人気があるとのことです。
農場は同社の村岡専務をはじめとした
皆様の収穫作業の真っ最中でした。
専用のトラクタを用いた採取装置から
立派な大和芋が次 と々現れ、手際よく

コンテナに詰められていきます。
農場見学後同社の事務所に移動し、

同社の川上総務管理部長と小林荒川
農場長を囲んで、大和芋の栽培や商
品化作業、調理方法、ビジネス戦略な
ど、幅広く情報交換いたしました。 

代表：高木 優（環境科学研究センター長・教授）　事務局：大久保 俊彦（特命教授・産学官連携シニア・コーディネーター）

ア グ リ ビ ジ ネ ス 研 究 会

川上総務管理部長と小林荒川農場長（中央白い作業服）と研究会メンバー 荒川農場での大和芋の収穫作業を見学する

防災ビジネス研究会（会員企 業
11社、学内教 職員4名）では、

下半期に3分科会で計9回の会合を
実施しました。全体では平成29年度
第3回研究会を3月14日（水）に放送
大学講義室にて開催しました。

 「防災教育」分科会では、11月25
日（土）に埼玉大学学園祭むつめ祭へ
出店しました。クイズや実験、工作
コーナーを設け、こどもや保護者を中
心に271名の来場者がありました。

 「外国人向け防災情報」分科会で

は、さいたま市イノベーション技術創
出支援補助金の採択を受け、避難誘
導システムの開発を行いました。2月
1 ～ 2日には、川崎国際環境技術展
2018にてデモを含めた展示PRを行
い、2月9日（金）には大宮盆栽美術館
の協力のもと、実際にシステムを運用
した検証も実施しました。
「プラットフォーム」分 科 会では、

ポータルサイトの構築をはじめ、永続
的な活動の実現に向けたビジネスス
キーム確立に力を入れています。

代表：藤池 一誠（株式会社デサン 代表取締役社長）　事務局：笠谷 昌史（産学官連携シニアコーディネーター）、山田 涼子

防 災 ビ ジ ネ ス 研 究 会

「防災教育」分科会/むつめ祭出店 「外国人向け防災情報」分科会/システム概要

次世代自動車研究会では、第2回
研究会を平成29年11月29日

（水）に開催しました。今回は「インテ
リジェント モビリティーの明日は」と
題し、トヨタ自動車株式会社 市川真
士氏、沖電気工業株式会社 浜口雅
春氏、自動車技術会より横井行雄氏

を講師に迎え、次世代モビリティ―に
関連した講演をいただきました。協議
会会員企業・団体より36名の参加が
あり、各講演とも活発な質疑応答が
行われるなど、埼玉地域における自動
車関連技術への関心の高さが感じら
れました。

代表：金子 裕良（理工学研究科・教授）　事務局：笠谷 昌史（産学官連携シニアコーディネーター）、山田 涼子

次 世 代 自 動 車 研 究 会

第2回研究会
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るまで、徹底的に構成・管理されてい
ることが理解できました。
働き方改革

同社は社員が最も働きやすい会社を
目指して様々な施策を展開しています。

2016年には「健康経営宣言」がなさ
れ、健康マイレージを貯めることで特典
が得られる仕組みなどを導入しています。

さらに2017年には時間外勤務0時
間を目指す「働き方改革」を宣言し、全
部署フレックス化や在宅勤務の利用促
進などの施策を進めており、同社が人
材(人財)を第一に考えていることが感
じ取られます。

ITで夢のある社会づくりを
同社の売り上げ構成は金融、公共、

法人の3領域のバランスがよく取られ

学生目線03
Interview

AGS株式会社は、旧協和銀行および
旧埼玉銀行がそれぞれ、顧客向け受託
計算サービスを目的として昭和46年
に設立した子会社がルーツです。以来、
銀行系業務や地方自治体業務を得意と
しながら、金融、公共、一般法人と
様々な分野でのシステムのコンサル
ティングから、企画・設計・開発・保守
サポートまで、総合的な情報サービス
を提供しています。

最先端の都市型データセンターを持
ち、データセンターサービスやクラウ
ドサービスにも取り組んでおり、「ASP
IC IoT・クラウドアワード」で4年連続
受賞するなど、非常に高い評価をうけ
ている企業です。

クラウドサービスを提供する
データセンター

同社は都市近郊型データセンターと
して、「さいたまiDC」をオープンしまし
た。CASBEE(建築環境性能評価シス
テム)の最高評価であるSクラスを取得
した、環境にやさしいデータセンター
です。

今回の訪問では「さいたまiDC」の見
学をさせていただいたのですが、セ
キュリティ、災害対策、また空調に至

TOPICS02
Interview

	大成ラミック株式会社液体充填に関する多種多様なニーズに、
最適なソリューションで応える「つつむ」プロ集団

企  業  名：ＡＧＳ株式会社 
所  在  地：埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25（AGSビル）
設  　  立：1971年7月　　資本金：14億3,100万円
代  表  者：代表取締役社長 兼 社長執行役員　石井 進
事業内容：情報処理サービス、ソフトウェア開発、その他情報サービス、システム機器販売

COMPANY PROFILECOMPANY PROFILE

企  業  名：大成ラミック株式会社 
所  在  地：埼玉県白岡市下大崎873-1（本社・白岡第1工場）
設  　  立：1966年3月22日　　資本金：34億2,624万円
代  表  者：代表取締役社長　木村 義成
事業内容：液体充填フィルムの開発製造販売、液体充填機「DANGAN」の開発販売
 及びアプリケーションサービス

ＡＧＳ株式会社堅牢なデータセンターとシステムインテグレーション
ＩＴで夢のある社会づくりを目指す企業

す。また、高速自動液体充填機「 DAN
GAN」は幾多の改良が重ねられた結果、
1分間に30メートル （75mmピッチの
商品で1分間に400個）の小袋の製造
が可能となり、国内では最速となって
います。同社が属している業界は、市
場が安定しており、安定した収益を得
られるため、ここ10年間で売上高が下
がったのは食品メーカーがフィルムを
大量に買い込んだ東日本大震災の翌年
の1回のみです。

海外進出
同社では、北 米、韓国、近 年では

ASEANへ の 進 出 を 行 っ て い ま す。
2018年にはマレーシアに工場を建設す
る予定で、タイ・インドネシア・シンガ
ポールにも販路を拡大していくそうで
す。同社は「日本では味の探求がなされ、
粉から液体へと食文化の変化が起こっ
た。海外でもいずれ変化が起こるので
はないか。」という将来を見越した海外
進出の戦略を図っていました。

大成ラミック株式会社は、昭和41
年に設立された企業で、液体自動充填
用フィルム、高速液体充填機の製造・
販売を行っており、顧客に対してトー
タルソリューションを提供しています。
包装業界のマーケットサイズは包装用
資材が約6兆円、その中で同社が取り
扱う軟包装用資材は企業数約500社、
マーケットサイズが約9,700億円です。
同社は、その中で売上高では9位、利
益率では4位に位置づけられています。

Value
同社の注目すべき点は、液体・粘体

包装フィルムに特化していることです。
このフィルムは、納豆のタレといった
食品包装の他、詰め替え用の柔軟剤、
化粧品の試供品等にも用いられていま
す。中でも切れ込みの入った点線に
沿って簡単に開けられ、中身が出しや
すく液だれせずに注ぐことができる

「アンプルカット」という商品は大成ラ
ミックの技術で作られた新しい形態の
パッケージです。また、顧客のニーズ
に合った液体小袋用フィルムを提供す
るため、充填物に適した素材等の研究
開発を行っていることから、研究チー
ムの技術力が高いことも見受けられま

TOPICS02
Interview

同社では、内定者に向けて語学研修
や海外旅行といった海外渡航に対して
補助を行っており、学びやすい環境が
用意されています。入社すると1年目
の社員には先輩が付くチューター制度
も設けられています。

また、本社と工場が隣接しており、
顧客の要望や本社の意思決定を製品
に素早く反映させることができるシス
テムになっており、コミュニケーショ
ンにおいても申し分ないと思いました。

おわりに
今回の企業訪問で、それぞれの社員

が自らの仕事に誇りをもっていること
が伝わってきました。

今回、お忙しい中企業見学や私たち
の質問に対応してくださいました関係
者の皆様には心より感謝申し上げます。

概要01
Interview

学生目線03
Interview

ており、市場環境に柔軟に対応できる
顧客ポートフォリオを構成しています。
また、RPAや人工知能などの技術の新
規領域の開拓にも積極的に取り組んで
いるとのお話もあり、企業理念でもあ
る「未来を創造し、ITで夢のある社会
づくりへの貢献」を実感することがで
きました。

おわりに
今回の企業訪問では、同社の徹底的

に高品質なサービスを追及する姿勢に
深い感銘を受けました。役員、社員の
方々には気さくな雰囲気の中で貴重な
話をしていただき、こちらの質問にも
ひとつひとつ丁寧に答えていただきま
した。そのような話の中で社員の方々
が同社で働くことを誇りに思っている
ことが自然に伝わってくるようで、敬
服すると同時に、自分たちも成長しな
ければならないと実感しました。

ご対応いただいた会社の皆様に、心
より感謝を申し上げます。

概要01
Interview
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遠藤 文人、長嶺 洋佑
三浦 且之、山崎 誠治
大学院理工学研究科
数理電子情報系専攻1年

学生リポーター学生リポーターGROWING COMPANY 会員企業訪問記 GROWING COMPANY 会員企業訪問記
扇谷　晴香
経済学部

経営イノベーションメジャー2年
経済学部　金子秀ゼミ

他24名



①工業用ゴム製品の開発・製造・販売／
　感染症検査キットの開発	
②埼玉県上尾市菅谷3-105	
③048-615-1700	
④1953年（昭和28年）12月24日	
⑤代表取締役社長　河本	次郎

①半導体・電源機器の開発・設計・製造・
販売

②埼玉県新座市北野3-6-3
③048-472-1111
④1946年（昭和21年）9月5日
⑤代表取締役社長　和田	節	
⑥最先端のパワーエレクトロニクス技術
で世界のエコ・省エネに貢献

①検査用試薬製造および販売
②埼玉県坂戸市千代田5-1-3	
③048-284-3781
④1981年（昭和56年）4月20日	
⑤代表取締役社長　中村	孝人	
⑥敬天愛人

①電気機械器具製造販売	
②埼玉県さいたま市中央区上落合2-1-24
③048-615-4000
④1950年（昭和25年）11月22日
⑤代表取締役社長　橋倉	宏行

①菓子食品機械のコンサルティング、開発、
　設計、製造、販売及びメンテナンス
②埼玉県深谷市沼尻655	
③048-571-2151
④1951年（昭和26年）6月
⑤代表取締役社長　新井	進二
⑥長年培われた技術・ノウハウを活かし、
　「革新的な技術」を創出します。

四大穀物の1つである米を原料とする食品の技術、設備の進
化（深化）、拡大を事業理念としております。漬ける、蒸す、製粉
する、練る、搗く、成形する、乾燥する、焼く、揚げる、味付けす
る、といった工程の設備の開発、設計、製造、据え付け、メンテ
ナンスという業務をある拘りを持って行っています。

株式会社フコクは、自動車用ゴム製品の製造販売を中心とし
た事業展開を行ってきましたが、そこで培われた開発力、技術力
を基に、新たに医療という事業分野へも展開を進めています。

細菌等への薬剤の反応を迅速に確認する検査用チップ、細胞
を培養する培養バックといった容器など、医療関係の製品の企
画、設計、製造、販売を手掛けています。

株式会社フコク

当社はパワーエレクトロニクスに関わる多様なソリューション
を提供しています。半導体デバイスでは、自動車電装品向けIC
やモータコントロールIC、そして、産業機器や家電等の様々な市
場で求められる電力制御IC、パワーディスクリートなど、高付加
価値を追求した製品を世界へ提供しています。この他、電源機
器製品等も取扱っています。

サンケン電気株式会社

医療や食品安全検査の現場において、微生物や細胞の培養に
欠かせない“培地”コージンバイオは三十余年にわたり、培地を
製造すると共に化粧品や体外診断用医薬品の製品開発を手掛け
事業の根幹となる培地製造を主軸に成長を続けてまいりました。

今後も、再生医療製品における治療用培養液の製造にも積極
的に取り組み、これらの事業を拡大することにより、微力ながら
医療及び社会へ貢献できる企業として邁進する所存です。

コージンバイオ株式会社

芝浦電子は、温度を感知する半導体「サーミスタ」を使った温
度センサの開発製造を行っております。あまりお目にかかること
はないかと思われますが、実は「自動車」「家電製品」「空調機器」

「住設機器」「情報機器」「産業機器」「医療設備」などの製品に
搭載されており、見えないところで、皆さんの快適で豊かな暮ら
しを支えています。

株式会社芝浦電子02

03

04

05

F・B・D（生地一次乾燥機）

細胞培養の様子

サンケン電気本社

製品写真

株式会社新井機械製作所01

（29年9月～30年2月 入会申込順）

①ドコモショップ運営/法人サポート/営業
支援/ネットワーク設備の建設・保守など

②埼玉県さいたま市中央区新都心11-1
③048-600-5101
④2014年（平成26年）7月1日
⑤支店長　三毛	孝彦
⑥「お客さまに心からご満足いただく。」
ことを第一に、使命感をもって行動し
続けます。

①家庭用受信機器、通信用機器、アンテナ
製品、設計・製造・販売

②東京都荒川区西尾久7-49-8
③03-3893-5221
④1953年（昭和28年）11月20日
⑤代表取締役社長　瀧澤	功一
⑥協調・効率・挑戦

①歯車を使用した特装トラック向製品の
設計製作

②埼玉県所沢市東狭山ヶ丘6-725-3
③04-2922-1321
④1952年（昭和27年）1月24日
⑤代表取締役　川名	一嘉
⑥｢楽して楽しく｣　社員全員が協力して
世界に誇れる製品を創造し、より多く
の人々に信頼される企業となる。

①金融業	
②群馬県前橋市本町2-12-6	
③027-234-1111	
④1917年（大正6年）6月
⑤取締役頭取　吉永	國光
⑥『「靴底を減らす活動」「雨でも傘を差し続ける
銀行」「謙虚さのDNAを忘れない銀行」』

当行は、靴底を減らす活動、雨でも傘を差し続ける銀行、謙
虚さのDNAを忘れない銀行の3つのモットーを掲げて、全役職
員が全力でビジネスモデルである「 TOWAお客様応援活動」で
の本業支援や経営改善支援、さらに資産形成支援に取り組むこ
とにより、お客様との共通価値の創造を目指している地域金融
機関です。

当社は、「消防防災の保守点検・工事」及び「ビル施設管理」の
2分野での技術専門会社として、創業47年を迎えました。お客
様に安心・安全のサービスをご提供するため、「技術品質」と「人
間品質」の向上を目指し、昨年はISO9001の認証を取得しまし
た。資格取得も積極的に進め、24時間対応も含め更なるサービ
ス向上を進めております。

アイバ産業株式会社

ビジネスパートナーの皆さまと共に社会課題の解決、産業発
展への貢献、お客さまへの驚きと感動の提供などの新しい価値
創出をめざしております。ビジネスパートナーさまとドコモのア
セット・強みを組み合わせて、新たなビジネスを産み出し地域活
性化に貢献します。通信のことはもちろん働き方改革のことまで、
何でもお気軽にお声がけください。

株式会社ドコモCS　埼玉支店

当社は、各種アンテナ、テレビ受信用機器、通信用機器の開発設
計、製造、販売、電気通信工事など、情報通信を支える総合アンテ
ナメーカーです。急速な進展を見せている情報化社会において、ア
ンテナを軸とした幅広い分野で独自技術による良質の製品、サービ
スを提供し、「高度情報通信社会の構築と発展に貢献する」ことを経
営理念のひとつとし、社会的な評価を得ることで、継続的に企業価
値を高めていくことを基本方針に、日々取り組んでいます。

日本アンテナ株式会社

当社は昭和27年創立以来、歯車の加工等工作機械による切削
加工を行ってきました。

現在は歯車の知識を活かし、特装トラックや建設機械等の機能
部品を「設計・切削加工・組立・性能検査」の一貫生産しています。

製品としては、タンクローリー用ポンプ・消防車用真空ポンプ・車
両運搬車用ウインチ・ハイブリッド建設機械用増速機等があります。

株式会社矢口製作所07

08

09

10

本店外観

埼玉大学様には5Gパートナープログラムにも
ご加入いただいています。

株式会社東和銀行06

新会員紹介埼玉大学産学官連携協議会 ①事業内容　②本社所在地　③電話　④設立年月日　⑤代表　⑥社是またはモットーDATA

サーミスタ素子製品ラインナップ

川里工場・大型電波暗室
（長さ30m×幅14m×高さ14m）

東京事業本部ビル

①消防防災設備工事・点検、ビル管理
②埼玉県さいたま市浦和区常盤5-2-18
③048-834-0070
④1971年（昭和46年）12月21日
⑤代表取締役　工藤	昌彦
⑥生活の「安心」「安全」を常に考え行動します。

ロータリーポンプ（ステンレスローリー用）
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ご活用ください

軟質材料の硬度測定や果実の熟度判定等の非破壊検査が可能なデュアルエレクトレットセンサ

発明の目的
・生体や果実などの軟質材料の硬さ測定において、デュロメータで

は、被測定資料を損傷させる可能性があり、測定時間が長く、計
測器の小型化が困難である。

・音響を送受信可能なフィルム状の素子により、軟質材料の硬さに
よる音響の伝導率の変化を効率よく捉えることができ、被測定試
料を損傷させずに瞬時に硬さを測定可能なデュアルエレクトレッ
トセンサを提供する。

発明の効果や産業利用可能性
・コンデンサ構造のフィルム状エレクトレットセンサのマイクロ

ギャップを調整して、音響インピーダンスを制御する。
・上記構造により耐圧性に優れた薄いフィルム状素子とすることで、

デュロメータ硬さ100以下の軟質材料の硬さによる音響の伝達率
の変化を効率よく捉えることができる。

・被測定試料を損傷させることなく硬度を測定できる。
・筋硬度測定、果実の熟度の判定、水ポテンシャルの測定等の非破

壊検査に適用できる。

●出願番号 ：特願2014-213028
●出  願  日 ：2014/10/17
●発  明  者 ：蔭山健介
●問合番号 ：1408-22

触媒反応や高分子重合反応等の不可逆反応の素過程の解析に適用可能な過渡吸収応答検出装置

発明の目的
・従来の振幅位相検出装置は過渡吸収応答が収束するまでの間に、

電気回路の動作速度が遅いため、複数回の検出をすることができ
ない。

・過渡吸収応答の測定を1ショットで計測できる過渡吸収応答検出
装置を提供する。

発明の効果や産業利用可能性
・1つ又は複数のポンプ光パルスを試料に照射して光励起すると同

時に、電子回路の遮断周波数の限界を遙かに超えた超高速繰り返
しプローブ光の発生と、試料に照射した超高速プローブ光パルス
列の応答のリアルタイム計測を、光電界（振幅及び位相）のスペク
トル領域での測定により、1度しか生じない試料の過渡吸収応答
を測定する。

・過渡吸収応答の測定を、ポンプ光パルスの1回の照射期間内に、
フェムト秒の時間分解で行うことができる。

・フェムト秒時間分解での波形計測により、光触媒や高分子重合反
応の不可逆反応の素過程の追跡も可能となる。

●出願番号 ：特願2014-039995
●出  願  日 ：2014/2/28
●発  明  者 ：塩田達俊
●問合番号 ：1401-58

テレビ電話によるロボットの遠隔制御システム

発明の目的
・近年、遠隔コミュニケーション、災害救助、医療などの様々な面で

遠隔操作ロボットの利用が進んでいる。ロボットの遠隔操作がテ
レビ電話を利用して行われる場面も増えている。

・従来のロボットはさまざまな回線の設定やサーバ管理、アカウン
ト管理の負担が大きかった。また、制御方法の標準化が難しくロ
ボットごとに通信手段を決める必要がある。

・既存インフラであるテレビ電話を利用して簡単に遠隔地のロボッ
トを制御するシステムの構築を目的とする。

発明の効果や産業利用可能性
・ロボット制御用可視映像信号及び可聴音信号をロボット側にある

機器に送信し、それに応じてロボットが動作するネットワークを
介した遠隔制御システムを提供する。

・テレビ電話信号を伝送する一回線のみで様々なロボットの遠隔制
御が可能である。

・遠隔コミュニケーション、災害救助、旅行やショッピングなどの遠隔
体験、極限環境下における作業、遠隔医療、介護、サービス産業、
エンターテイメント分野など、幅広い分野で利用することができる。

●出願番号 ：特願2016-030525
●出  願  日 ：2016/2/21
●発  明  者 ：小林貴訓
●問合番号 ：1601-36

機能的電気刺激を用い、離れたヒト同士の同期した動作を可能にする双方向遠隔制御システム

発明の目的
・離れたヒト同士の同期した動作を可能にする双方向遠隔制御シス

テム。
・遠隔地の環境を直接操作している臨場感を体感可能。

(触覚の通信が可能!)
・従来では必要だった装着型ロボット等を必要とせずに、
貼付け電極だけで触覚通信を実現

発明の効果や産業利用可能性
・各々のヒトに機能的電気刺激を与える貼付け電極、検出センサ、

検出したデータを基に貼付け電極に与える機能的電気刺激を生成
する制御部を備えるシステムを提供する。

・電極を貼り付けるだけなので、拘束感や圧迫感を受けない。
・「位置対称型」「力逆送型」「力帰還形」「力順送型」あるいは「4ch

型」の制御方法を用いることができる。
・熟練作業者から遠隔地の初心者への作業支援、遠隔地の機器の点

検や修理の操作、無医村での遠隔医療や緊急時の遠隔手術等へ
の応用が可能。

●出願番号 ：特願2015-142500
●出  願  日 ：2015/7/16
●発  明  者 ：境野翔
●問合番号 ：1506-10

お問合せ 埼玉大学オープンイノベーションセンター知的財産部門http://www.saitama-u.ac.jp/coalition/chiteki/chiteki_book/
埼玉大学から生まれた知財をご紹介しています。ぜひ企業活動にお役立てください。埼玉大学開放特許集 TEL：048-858-9106　FAX：048-858-9120

E-mail：coic-chizai@ml.saitama-u.ac.jp

埼玉大学の知財紹介 埼玉大学の知財紹介
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月　日 イベント 場 　 所

4
第1回埼玉大学産学官連携協議会運営委員会 埼玉大学 ★

11（水）～ 12（木） MT-CONNECT und MedTech Summit 2018 Exhibition Centre（Nürnberg,Germany）

5 30（水）
第2回埼玉大学産学官連携協議会運営委員会 大宮ソニックシティ

★

第19回定期総会・産学官連携事例発表・交流会 大宮ソニックシティ

6 5（火） JST首都圏北部4大学（4u）発　新技術説明会 ＪＳＴ（東京本部別館） ★

7 12（木） JST首都圏北部4大学（4u）発　新技術説明会 ＪＳＴ（東京本部別館） ★

8 30（木）～ 31（金） イノベーション・ジャパン2018 東京ビッグサイト

9 27（木）～ 28（金） 2018台北国際発明展及びテクノマート見本市 台北世界貿易センター（台湾台北市）

10

11

第19回埼玉大学産学交流会　テクノカフェ 埼玉大学 ★

12（月）～ 15（木） MEDICA 2018 国際医療機器展 Messe Düsseldorf（Düsseldorf,Germany）

BIZ SAITAMA さいたま市産業交流展2018 さいたまスーパーアリーナ

23（金）～ 25（日） 第70回埼玉大学むつめ祭 埼玉大学

12 第3回埼玉大学産学官連携協議会運営委員会 大宮ソニックシティ ★

1

2 彩の国ビジネスアリーナ2019（産学連携フェア） さいたまスーパーアリーナ

3 合同企業説明会 埼玉大学 ★

★埼玉大学産学官連携協議会関連事業

（予定表）産学官連携活動カレンダー
平成30年度 オープンイノベーションセンター

日　　時

会　　場

議　　題

講　　演

交流会（懇親会）

第19回 定期総会
埼玉大学産学官連携協議会の定期総会を開催いたします。
協議会の益々の発展のため、多くの皆さまのご出席をお願いいたします。

埼玉大学産学官連携協議会

▲
▲

▲
▲

▲

平成30年5月30日（水）13:30 ～ 18:00 （予定）    

大宮ソニックシティビル4階　市民ホール　401・402   

平成29年度活動報告および決算報告について／平成30年度活動計画（案）および予算（案）について／その他 

（調整中）

大宮ソニックシティビル4階　市民ホール403・404　会費1,000円（予定）   
※申込方法等、詳細は、別途ご案内を郵送いたします。

12

〒338-8570　埼玉県さいたま市桜区下大久保255　埼玉大学オープンイノベーションセンター（COIC）内
TEL：048-714-2001　FAX：048-858-9419　E-mail：coic-jimu＠ml.saitama-u.ac.jp
URL：http://www.saitama-u.ac.jp/coalition/kyougi/kyougi_about/

発行
埼玉大学産学官連携協議会


