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埼玉大学産学官連携協議会 ［ニュース レター］
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り、学生・教職員9, 300人の大所帯が現況です。
　埼玉大学の全てが集まる今の大久保キャンパス
には50年前に移転。当時の理工学部 に私が入学
した頃、構内は建物が並ぶだけの殺風景なもので
した。それが今や四季折々に美しく緑豊かなキャン
パスになっています。これは私の恩師、第５代学長
の岡本舜三先生が、40年前に植えた木々が育って
できたもので、時の流れの重みを教えてくれます。
　埼玉大学産学官連携協議会の設立は2000年。
埼玉県内の経済団体と埼玉大学が発起人となり、
会員企業と埼玉大学の研究を有機的に結びつけ、
地域産業の一層の発展を図ることを目的に設立
されています。今年は20年目。継続は力で、時
代の変化に対応して共同研究を主に発展してき
ました。今後は、Society 5.0、人生100年時代、
グローバル化、人口減少等、社会の変化を見据
えた中央教育審議会答申「 2040 年に向けた高
等教育のグランドデザイン」（2018年）にあるよ
うに、労働集約型経済から知識集約型経済への
転換を視野に、教育・人材育成面での産業界と
大学との協力・連携関係も大切になります。

埼 玉大学創立70周年のキャッチフレーズは
「つなげよう未 来へ」で す。埼 玉 大 学は

「 2040年」に向けて、これからも
地域に根ざし、世界とつながり、
人と人をつなぐ架け橋としての役
割を未来へつないでいきます。埼
玉大学産学官連携協議会とともに。

1 949年、埼玉大学は開学しました。旧制浦和
高校を母体とする文理学部を北浦和キャン

パス（現在は北浦和公園）に、埼玉師範学校・埼玉
青年師範学校を母体とする教育学部を常磐キャン
パス（現在はさいたま市役所）に配し、2学部2
キャンパスでのスタートです。爾来70年の歴史を
辿り、いくつもの節点や分岐点が繫がった埼玉大
学の時間軸は紆余曲折に今に至ります。教養、経
済、教育、理、工の5学部と、それに繫がる大学院
人文社会科学、教育学、理工学の3研究科から成
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埼 玉 大 学は 7 0 年
協 議 会は 2 0 年
ともに人をつなぎ
歴 史をつなぐ
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埼玉大学長

Yamaguchi Hiroki

山口 宏樹



活動報告

第19回 埼玉大学産学交流会テクノカフェを開催
Report
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事例発表、続くコーヒーブレイクで
さらに詳細なポスターセッションを
行い、後半に特別講演というプログ
ラムで実施いたしました。
　前半の事例発表では、国内最大
規模の産学マッチングイベントであ
る「イノベーション・ジャパン2018」
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8教員から、
最新研究成果等の事例発表を実施
しました。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、多岐に渡る大学の研
究内容が紹介されました。
　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、大学教員のポスター展示

及び解説、新会員企業・団体の紹介、
埼 玉 県 産 業 技 術 総 合 セ ン タ ー

（SAITEC）の紹介、埼玉大学科学分
析支援センターの紹介、協議会研究
会の取組紹介等を実施しました。な
かでも前半の事例発表に登壇した
教員のポスター展示では、参加者か
らの質問が寄せられ、より詳細な解
説を行う様子が見受けられました。

埼 玉大学産学官連携協議会で
は、平 成30年11月7日（水）

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。

協議会会員企業・団体の他、会員外
企業・団体、学内教職員、学生等、
144名の方に参加いただきました。
　今回は、「 “知”の発信 ～地域・産
業界との共存共栄を目指して～」と
いうテーマのもとに、地域活性化の
実現に向けた業種業界の枠を超え
た取り組みにスポットライトを当て
ました。主催者挨拶で登壇した埼玉
大学産学官連携協議会 上條会長の
挨拶においても、大学研究成果の社
会還元に向けた動きや産業界におけ
る大学等研究機関の研究成果活用
の必要性に触れました。
　そうした観点から、今回のテクノ
カフェでは従来の次第を変更し、前
半が大学教員による研究成果等の

　後半の部は、県下で活躍されるク
ラフトビール業界の旗手、株式会社
協同商事 コエドブルワリーの朝霧重
治 代表 取 締 役から「協 働と創発の
Glocal Branding」と題した特別講
演 を い た だ き ま し た。農 業 と
COEDOビールの関 連 性、COEDO
ビールの歴史、ブランディング等の
戦略や今後の構想について、大変興
味深いお話をいただきました。参加

主催者挨拶（上條会長）

特別講演

特別講演（株式会社協同商
事/朝霧代表取締役）

研究成果等事例発表
（大学院理工学研究科/8教員）

コーヒーブレイク

ポスター解説
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Activity Report

いただいた方からも、マーケティン
グ手法や付加価値の創造過程などに
興味を引かれたとの声がありました。
　最後に、現在活動中の研究会につ
いて、活動内容や今後の展望につい
て事務局より紹介いたしました。今年
度から6つに増えた協議会研究会で
ありますが、参加者の皆様により身近
に感じていただける好機となりました。
　会合に続き行われた交流会には
昨年を大きく上回る120名を超える
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、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。各種コエドビールを
楽しみながら、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。

交流会

共催者挨拶（伊藤理事） 交流会挨拶
（埼玉大学/山口学長）

学内教員研究成果等の事例発表　埼玉大学理工学研究科　8教員（発表順）

ワイヤ＋アーク放電を用いた
アディティブ・マニュファクチャリング技術の開発 阿部 壮志 助教

高速・非接触・大面積・高輝度な製品形状の検査機器 塩田 達俊 准教授

植物の有用性を引き出す：CRES-T法をもちいた植物機能改変 池田 美穂 准教授

光退色しない高輝度蛍光樹脂の開発 幡野 健 准教授

デトックスナノカプセル 鈴木 美穂 准教授

位置と力を制御するロボットの自律的未知環境操作 境野 翔 助教

植物の健康診断！生体電位測定による光合成活性評価とその応用 長谷川 有貴 准教授

認知症高齢者が話したくなるコミュニケーション支援システム 久野 義德 教授

展示ホールポスター展示・解説　埼玉大学理工学研究科　3教員

帯電ミストを利用した凹凸基板上への無機・有機薄膜の均一成膜技術 白井 肇 教授

膜タンパク質標的中分子医薬の開発
-次世代抗体ハイスループット開発システム- 根本 直人 教授

回転摺動機構における革新的な制振技術 田所 千治 准教授

会員種別について
教えてください。Q1

研究会活動について、今後どのような分野の研究会があれば
参画したいと思いますか。（あてはまるものすべて）

Q3

大学との連携に
何を求めますか、
期待されますか。

（あてはまるものすべて）

Q2

無回答

4%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

無回答

3%

正会員

46%

共同研究・
技術開発・
技術指導

36%
技術者の
人材育成

14%
※人材や企業の地域ネットワークの形成

無回答

その他※

ライフサイエンス分野

IT・情報システム分野

グリーン・環境分野

ものつくり分野

※非会員、ほか

※介護福祉分野

講演会、セミナー
などでの情報提供

25%

学生の就職支援

20%

賛助会員

29%

その他※

21%

その他※

2%
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活動報告

「埼玉大学学内合同企業説明会」を実施
Report

02

とっています。平成30年度は新た
に土曜日曜も含む7日間の開催とし、
早い段階で学生と各企業に出会い
の場を提供できるようになりました。
　近年、参加希望企業の増加に伴
い、枠の関係上お断りせざるを得な
い状況もありますが、会員企業は必
ずご参加いただけます。また、運営
を専門業者（株式会社サイシード）
に委託することにより、参加費用に
ついて一律有料となりましたが、会
員企業特典として3万円の値引を実
施しました。
　 全 体 参 加 企 業 数438社 のうち、

会員企業からは前年度の59社を大
きく上回る81社にご参加いただき
ました。会員企業81社に対し、のべ
852名の学生が参加しました。期間
中は半数以上が天候に恵まれず、学
生の参加が少ない日もありましたが、
各ブースでは、担当者からの説明に
熱心に耳を傾けたり、積極的に質問
をする姿が見られました。
　企業にとって人材確保の重要性
が増している現状を踏まえ、今後と
も学生・企業の双方に有益な場とな
るよう目指してまいります。

2 020年3月卒業（修了）予定の
学生を対象とした学内合同企

業説明会（主催：埼玉大学統合キャ
リアセンター SU）が、平成31年3月
1日（金）～ 7日（木）の7日間にわた
り開催されました。この説明会は学
生へ業界・企業研究の機会を提供す
るもので、本協議会においては会員
企業の人材確保支援事業と位置付
けています。平成28年度までは、当
協議会企業のみを対象とした開催日
を設けておりましたが、平成29年
度から、全日程のうちから各会員に
希望日を選び参加いただく方式を

ブース風景
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Activity Report

「3D-CAD＆3Dプリンター研修（さいたま市連携事業）」を実施
Report
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本 年度も「3D-CAD＆3Dプリン
ター無料 研修」を、さいたま

市と連携し「ものづくり支援事業」と
して実施しました。本研修では、入
門、実 用及び 応 用の難 易度 別の3
コースそれぞれに、フリー 3D-CAD
ソフト：Fusion360のAコースとミッ
ドレンジ3D-CAD：SolidWorksのB
コースを設け、各2日間の計6コー
スの研 修を計20回実 施しました。
更に追加研修の要望があった2コー
スを開催した結果、実人数で82名、
延べ人数で153名が参加されました。
入門A 及びBコースでは、基礎的な
3D-CAD操作から3Dプリンター出
力用モデル作成までの研修を、実用
A及びBでは試作設計に応用可能な
電子筐体モデリングの研修を行いま

した。応 用A及びBコースは、FEM
（有限要素法）とCAM（自動工作機

用データ作成）の研修と、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
用しました。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。
　これまでの5年間の本研修には、
受講企業131社から223名の方々が
受講され、機械だけでなく電気・電子、
化学、建設・建築、情報・CAD、医療
及びデザイン関係と広い業種の方々
の参加をいただきました。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

説明会参加企業81社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 アイオン株式会社 株式会社愛工舎製作所
株式会社アイネット 青木信用金庫 株式会社朝日ラバー
株式会社ＡＤＥＫＡ ライフサイエンス材料研究所 株式会社アドテックス 株式会社新井機械製作所
株式会社アルプス技研 株式会社井口一世 株式会社ウェルディングアロイズ・ジャパン
ＡＧＳ株式会社 株式会社エイチワン 株式会社エヌ・ワイ・ケイ
エレクス株式会社 株式会社オプティム オリジン電気株式会社
カルソニックカンセイ株式会社 株式会社川金コアテック 関東グリコ株式会社
株式会社きもと コージンバイオ株式会社 生活協同組合コープみらい
株式会社小金井精機製作所 株式会社サイサン 埼玉縣信用金庫
埼玉ゴム工業株式会社 株式会社埼玉りそな銀行 サンエイ・ソフトウエア・ジャパン株式会社
サンケン電気株式会社 シグマトロン株式会社 株式会社システムインテグレータ
株式会社芝浦電子 株式会社翔栄 信越ポリマー株式会社
新日本無線株式会社 大成ラミック株式会社 太平洋セメント株式会社
太陽ホールディングス株式会社 株式会社タカインフォテクノ 高砂熱学工業株式会社
株式会社高脇基礎工事 株式会社タムロン 株式会社椿本チエイン
株式会社Ｔ＆K ＴＯＫＡ テイ・エス　テック株式会社 株式会社デザインネットワーク
株式会社デジタルベリー 株式会社東京チタニウム トキタ種苗株式会社
日特エンジニアリング株式会社 日本アンテナ株式会社 日本政策金融公庫
日本ピストンリング株式会社 株式会社日本環境調査研究所 日本自動機工株式会社
日本信号株式会社 日本電波工業株式会社 パシフィックシステム株式会社
早坂理工株式会社 東日本電信電話株式会社埼玉事業部 東日本メディコム株式会社
株式会社ビットマイスター 株式会社フコク 藤倉ゴム工業株式会社
武州ガス株式会社 株式会社ベルニクス ポーライト株式会社
株式会社前澤エンジニアリングサービス 前澤工業株式会社埼玉製造所 株式会社マスダック
ミツイワ情報株式会社 武蔵オプティカルシステム株式会社 株式会社武蔵野
株式会社武蔵野銀行 株式会社モリタ東京製作所 株式会社リケン
理研計器株式会社 リンテック株式会社 株式会社渡辺製作所

50音順
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活動報告

「埼玉大学産学官連携協議会研究会報告」
Report

04

防 災ビジネス研究会（会員企業
11社、学内教職員4名）では、

下半期に全体会合を2回、その他に
実 証 実 験、展 示 会出 展、公 開セミ
ナーをそれぞれ1回実施しました。
　平成30年度第2回研究会は平成
30年12月6日（木）に大宮ソニックシ
ティにて開催しました。活動状況の報
告として、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て
活動中の「常設デジタルサイネージを

利用した避難誘導システム」 について、
実機によるデモンストレーションを行
いました。
　研究会での指摘事項等を盛り込み、
平成31年1月17日（木）には、(株)埼
玉りそな銀行様の協力のもと同行北
浦和西口支店において、デジタルサ
イネージを利用した避難誘導システ
ムの実証実験を行いました。営業中
の店頭にて緊急地震速報等を用い、
サイネージによる注意喚起の有効性
や避難誘導までのプロセスについて
検証しました。
　平成31年2月6日（水）～ 8日（金）
には、テクニカルショウヨコハマ
2019（ブース出展者：さいたま市）に
て、同避難誘導システムのデモを含

めた研究会活動の展示PRを行いまし
た。 
　第3回研究会及び公開セミナーは、
3月18日（月）にあいおいニッセイ同
和損保(株)さいたまビルにて開催予
定です。公開セミナーでは、事業継続
計画（BCP）の整備見直しやハザード
マップの読み方をテーマに講演いた
だきます。本セミナーを契機に研究
会会員の拡充と活動の更なる充実を
図って参ります。

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

第2回研究会 避難誘導システム実証実験

 お問合せ  埼玉大学産学官連携協議会事務局（048-714-2001 ／ coic-jimu@ml.saitama-u.ac.jp）

本 研究会はキックオフ式を昨年7
月3日（火）に行い活動を開始

しました。アブラヤシバイオマスの利
活用研究は、地球規模の取り組みで
あり研究分野及びその規模も大きく、
研究の推進上公的助成制度の活用が
必要不可欠と考えております。それら
助成制度へ挑戦することで、社会的
位置づけなどの研究の方向性を再確
認することもできます。
　そこで、昨年9月25日（火）に第2回
研究会を「主としてＰＯＭＥ浄化とその
利活用に関する研究助成金挑戦検討

会」として開催しました。ＰＯＭＥとは
Palm Oil Mill Effluent（パーム油を
絞った廃液）のことで、収穫したヤシの
実の30％にも達するバイオマス資源
です（ちなみにパーム油は30％採れま
す）。本研究会では、ＰＯＭＥをいかに
して浄化し、有用成分を取り出し肥料
や燃料等へ利活用できるかを主に取り
組んでいます。今年1月21日（月）には
第3回研究会を開催し、研究の進捗状
況を報告するとともにメンバー皆で今
後の取り組み方法などを論議しました。
　幸い本学の「学際領域研究推進サ

ポート経費」に本研究会の活動テーマ
が採択されたことから、今年3月には
マレーシアのパーム油工場を訪問し、
効果確認と取り組む課題も明確化で
きる予定です。また、有機農業や6次
産業化、海外進出状況の知見獲得の
ため、施設見学会も行う予定です。

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（産学官連携シニアコーディネーター）

ア ブ ラ ヤ シ バ イ オ マ ス 利 活 用 研 究 会

第3回研究会会場風景（講演する高木本研究会代表）
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Activity Report

「埼玉大学産学官連携協議会研究会報告」

次 世代自動車研究会は、旧埼玉
次世代自動車環境関連技術イ

ノベーションで 創出センター（旧
NeCST）の活動を継承し、自動車関
連技術の開発推進・普及および情報
発信を目的に、埼玉大学オープンイ
ノベーションセンター内に置かれて
いる「埼玉大学産学官連携協議会」
の研究会として平成28年度に発足
いたしました。
　第3回研究会は、拡大する電動モ
ビリティの充電技術について国内外

の現状と課題を、「大型電動車両へ
の充電技術の現状と課題」をテーマ
に早稲田大学　電動車両研究所・高
橋俊輔 氏と「自動車向けワイヤレス
給電の国内外動向」をテーマに株式
会社テクノバ　電動・知能グループ
岸 洋 之 氏 に2019年3月25日（月）
にご講演を頂き、参加者の皆様との
フランクな意見交換の場を持つこと
を企画しています。 
　今後も埼玉地域の自動車関連技
術の向上、普及、技術開発のための

諸研究推進のため、自動車産業に限
らず幅広い分野の皆様のご参加を
お待ちしています。

代表：金子 裕良（大学院理工学研究科・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）、日下 明美

次 世 代 自 動 車 研 究 会

走行中ワイヤレス給電システム

 お問合せ  埼玉大学産学官連携協議会事務局（048-714-2001 ／ coic-jimu@ml.saitama-u.ac.jp）

本 研究会は機械学習、ディープ
ラーニングなどの高度情報処理

が可能となってきた第3次人工知能
ブームを背景に、情報・画像処理分野
での保有技術を深化させ、社会および
産業界のニーズに貢献することを目的
として2018年に設立されました。7月
6日（金）のキックオフを皮切りに、8月
22日（水）と9月11日（火）にはディー
プラーニングに特化した勉強会、9月3
日（月）には会員企業様の工場見学を

兼ねた研究会を開催しました。 下期は、
10月26日（金）に参加者を広く募った
公開セミナーを開催、多くの参加者を
得て、会員企業様の特別講演1件と埼
玉大学の研究発表4件の講演を行い
ました。講演会終了後の交流会では情
報交換と親睦を図り、有意義なひとと
きを過ごしました。11月22日（木）には
熱心な参加者を迎えて第3回のディー

プラーニングのフォローアップ研修会
を実施するなど、活発な活動を展開し
てきました。本研究会は、ますます高
まるニーズにお応えするべく、2019年
度も研究会やシンポジウムなど、会員
様の要望を中心に各種活動を活性化
していく予定です。会員の皆様はもち
ろん、これから入会を予定されている
方も歓迎です。ご期待ください。

代表：島村 徹也（大学院理工学研究科・教授）　事務局：岩佐 徳昭（産学官連携シニアコーディネーター）、清原 一人（同）、日下 明美

A I 時 代 の 画 像 処 理 技 術 研 究 会

ディープラーニング勉強会

公開セミナー
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活動報告

 お問合せ  埼玉大学産学官連携協議会事務局（048-714-2001 ／ coic-jimu@ml.saitama-u.ac.jp）

「埼玉大学産学官連携協議会研究会報告」

地 球規模での気候変動対策とし
て再生可能エネルギーの活用

が加速しています。本研究会は創エ
ネ、蓄エネ分野での保有技術を深化
させ、社会および産業界のニーズ解
決に貢献することを目的に2018年
度に新たに設立されました。NEDO・

産総研・学会などの情報を収集する
とともに、キックオフとして8月3日

（金）に第一回研究会を開催しました。
下期は会員企業様のニーズを踏まえ
て、11月28日（水）に埼玉大学研究
機構棟大会議室において公開セミ
ナーを開催しました。講演会では産
総研様に太陽電池の現状に関する特
別講演をお願いし、埼玉大学2件、
東北大学、関連企業、各1件の研究
発表を行いました。質疑応答も活発
に行われ、再生可能エネルギーや蓄
電池に対する関心の高さがうかがえ

ました。講演会後の交流会では幅広
く情報を交換するとともに親睦を深
めることができて有意義なひと時を
過ごしました。本研究会は引き続き
2019年度も創エネ・蓄エネに対する
社会及び産業界のニーズ、さらには
本研究会会員様の要望にお応えすべ
く、セミナーや勉強会を活性化して
いきます。また、会員企業様による

「新規創蓄電システムの試作・検証」
も計画するなど、活発な研究活動を
行う予定にしております。ご期待く
ださい。

代表：白井 肇（大学院理工学研究科・教授）　事務局：岩佐 徳昭（産学官連携シニアコーディネーター）、清原 一人（同）、日下 明美

創 エ ネ ・ 蓄 エ ネ 技 術 研 究 会

公開セミナー

第2回研究会

本 研究会は、所属する会員が将
来的にわたり人工知能（AI）を

活用した企業変革の最前線を走って
いくために、AI・機械学習についての
基本的な事項を幅広く知り、活用の
ための知見を深めることを目的として
設立されました。12月4日（火）に第1
回目研究会を、2月5日（火）に第２回
目研究会を実施しました。
　それぞれの研究会では、機械学習
の基本的な事項に関する講義と、機
械学習の手法を実際に研究に利用し
ている学内の研究者からの講演を実
施しました。第1回目研究会の講演で
は、サービスロボットへの画像処理に
関するデモ等も紹介されました。また、
第2回目研究会の講演ではプラズマ

溶接における機械学習の応用事例が
紹介され、実際のデータの集め方や、
機械学習結果の具体的な利用方法等
についてもお話がありました。どちら
の講演についても、講演後に活発な
質疑応答が行われました。
　今後の研究会では機械学習の応用
事例の報告だけではなく、AIの活用
のためのケーススタディを実施する予
定です。事前に参加者にアンケート

用紙を配布し、どのような課題がある
のか、どのようなデータを持っている
のか等の情報を集めさせていただい
ており、第3回目研究会以降、参加者
から議論の題材についてお話いただ
きます。その題材をもとに、グループ
でのディスカッション、そして全体討
論と研究者からのフィードバック等を
通して、AIの活用に関する取り掛かり
の部分を学んでいきます。

代表：大久保 潤（情報メディア基盤センター・准教授）　事務局：笠谷 昌史（産学官連携シニアコーディネーター）、日下 明美

A I 活 用 研 究 会
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1980年の創業以来、通信技術・業務処理・ERP導入・デー
タセンター・画像処理・SFA等の技術を培ってきた豊富な経験
と新旧技術の応用により、安全で安心できる品質の高いサー
ビスを提供し、お客様の企業価値を高めることに貢献してお
ります。「あなたと共に未来をつくる　ベストパートナー」とし
てお客様のビジネス変革を支援いたします。

当社は自社オリジナルのソフトウェアを開発・販売およびサー
ビスを提供している会社です。事業活動におけるスローガンとし
て「時間を奪うのではなく、時間を与えるソフトウェアを創り続け
る」という理念を掲げています。効率化により新たな時間を生み
出すことで、時間という目に見えない価値を提供することを理想
としています。

株式会社システムインテグレータ

アイネットの企業理念は、長年培ってきた情報技術を通して
顧客のソリューション構築、ＩＴ市場の創造を図り、社会とお客
様に貢献することです。

ＩＴのソリューション企業として、システム構築から運用サ
ポートまで、質の高いサービスを提供するとともに、信頼される
パートナーとして顧客のビジネス効率化の支援に努めることが大
切であると考えています。

株式会社アイネット

当社は、SOMPOホールディングスグループの中核会社と
して、お客様の立場で徹底的に考え、価値ある商品やサービ
スを創造しつ続けてまいります。グループの経営理念である

「お客様の安心・安全・健康に資する最高品質のサービスの提
供」の実現をリードし、「安心・安全・健康のテーマパーク」の
ような存在を目指します。

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

当社は生損保業務のソフトウエア開発をコアビジネスとし
て、約30年基幹システムのアプリケーション開発、保守と広
く深くお客様と共に歩んで参りました。昨年12月には自社ビ
ルを建て、社員の帰属意識を高め、お客様との信頼作りにも
貢献し、高齢者・障碍者・新人であっても仕事に就きやすく、
働きやすい職場環境を目指しています。

サンエイ・ソフトウエア・ジャパン株式会社02

03

04

05

パシフィックシステム株式会社01

新会員紹介埼玉大学産学官連携協議会

本社外観

社屋外観

埼玉中央支店

本社外観

風通しの良い職場環境です

①パッケージソフトウェアの開発・販売
②埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
③048-600-3880
④1995年（平成7年）3月14日
⑤代表取締役社長　梅田 弘之
⑥社員全員が一流の技術者

① ソフトウェアの設計・製造、ソフトウェア調
査、研究、コンサルテーション

②埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1
③048-839-5777
④1993年（平成5年）3月24日
⑤代表取締役社長　藤澤 秀昭
⑥「陽気・やる気・働き」

①金融・保険業
② 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-285-2

損保ジャパン日本興亜ビル６F 埼玉中央支店
③048-643-6556
④1888年（明治21年）10月
⑤取締役社長　西澤 敬二
⑥ お客さまの「安心・安全・健康」な暮らしを

ひとつなぎで支えるグループへ。『保険の
先へ、挑む』

① ソフトウエア開発
② 埼玉県川越市菅原町11-27 SSJビル
③049-223-7261
④1989年（平成元年）7月7日
⑤代表取締役　影山 晴男
⑥ 三者利益の共存共栄　

社員も幸せおもしろい会社、会社も幸
せ誇れる社員、お客様も幸せよかった
ねの取引

① システム販売、システム運用・管理、ソ
フトウェア開発、機器等販売

②埼玉県さいたま市桜区田島8-4-19
③048-845-2200
④1980年（昭和55年）8月
⑤代表取締役社長　渡邊 泰博
⑥ 確かな情報通信技術に基づく最適なソ

リューションとサービスをお客様に提供し
ます。

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

（2018年9月～ 2019年2月 入会申込順）
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アルプス技研は、創業当初より「機電一体設計」を特徴に、
日本・世界を代表するものづくり企業（約700社程度）の技術
パートナーとして、メカトロニクス全域の技術ニーズに対応し
てきました。機械、電気・電子、ソフト、化学など各技術分野
の上流工程(設計・開発)に特化しており、これから世に出す製
品の設計・開発を行っています。

オーセブンは、「楽しく！」「元気に！」を企業文化として育てて
います。住環境に携わる方へ、CADをはじめとするソフトウエア
や、クラウドサービスを提供し、ワクワクするようなプレゼンやIT
コミュニケーションを実現していただいております。お客様に喜
んで使っていただける商品をこれからも創り続けたいと思います。

オーセブン株式会社

ICTエンジニアによるビジネス戦略企画のご支援から、クラウ
ドなど新たな技術を取り入れたシステム開発とその運用支援ま
で、確かな技術をご提供いたします。創業以来５０年、培ってき
た業務知識やシステム開発経験を基に、業務要件や要望を整理
させていただき、お客様の想いに応じたシステムをご提案構築
いたします。

ミツイワ情報株式会社

お客様企業のビジネスをICTの側面から支援する、トータルソ
リューションサービスを提供しています。

IT業界の黎明期と言える1979年（昭和54年）に設立して以
来40年、ITの普及、テクノロジーの進歩に伴って急激に変化す
る環境にマッチしたサービスを展開しています。

株式会社タカインフォテクノ

株式会社バブルケア07

08

09

10

株式会社アルプス技研06

埼玉大学産学官連携協議会
新会員紹介

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

開発・設計に特化した高度技術者集団

ITサービスを幅広く展開

本社ビル外観

07CADイメージパース

① 外構・造園・建築　設計用CADソフト
ウェア開発

②埼玉県さいたま市中央区本町西6-4-14
③048-840-1577
④1995年（平成7年）2月22日
⑤代表取締役　七海 崇
⑥楽しくやろう！元気にやろう！

①システム開発、システム基盤構築　ほか
②東京都渋谷区渋谷3-15-6　並木橋ビル
③03-6892-3218
④1971年（昭和46年）3月
⑤代表取締役　小松 拓也
⑥ 『お客様の夢を未来へ紡ぐ』

それを実現できる企業を目指します

① 法人向けITトータルサービス
② 埼玉県川越市脇田本町1番地3

グランベル川越ビル4F
③049-246-5588
④1979年（昭和54年）2月23日
⑤代表取締役社長　松本 信一
⑥ 新しい価値の創造をとおして、お客様

の信頼と満足を高め、社会の発展に貢
献する。

① 技術者の派遣事業/技術プロジェクトの受
託事業/（開発、設計、試作、製造、評価）

②神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5
クイーンズタワー C 18階

③045-640-3707
④1971年（昭和46年）1月
⑤代表取締役社長　今村 篤
⑥ Heart to Heart 人と人との心のつなが

りを大切にしています。

バブルケアは泡でトイレをケアします、詳しくはホームペー
ジをご覧ください。
①泡が発生し「尿ハネ」「飛沫感染」などの問題を予防します。
②主剤が「重曹」「クエン酸」なので便器内も洗浄が出来ます。
③自動型で、ご自宅のトイレを泡の出るトイレに変えられます。
④防音防臭効果で震災時にバケツをトイレとして使用できます。
⑤汚れが減り清掃が楽になり、潔癖症の方にも最適な商品です。

製品サンプル

① バブルケア製造販売
② 埼玉県白岡市篠津1849-1
③0480-90-1365
④2017年（平成29年）7月7日
⑤代表取締役　渡邊 広康
⑥ さまざまな問題点を独自のアイデアで

解決していきます。
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（2018年3月～ 2019年8月 入会申込順）

カールシステムズ株式会社は1998年にコンピューター販売の
ネットショップとして創業しました。現在はコンピューターネット
ワークを含むシステム構築・運用保守やデータ復旧など事業ドメイ
ンを広げております。創業時の精神である「とことん付き合う」はお
客様、社員、両方に向けたメッセージです。お客様の課題解決を心
がけております。

株式会社テクノスコープ

主に鋳造用炭素材に特化したメーカーとなります。
鋳造の世界は多岐にわたり様々分野で鋳造品は使用されてお

ります。
我々大木産業は、開発型企業と自負しております。
これからも鋳造業界に留まらず、どの分野でも活躍できる様

な企業を目指しております。

大木産業株式会社

四輪車用シート、ドアトリムなどの自動車内装品を手掛けてい
ます。二輪車に関しては、シートおよび樹脂部品を開発・生産し
ており、国内の大手二輪車メーカーすべてと取り引きを行ってい
ます。また、シート製造の技術を活かし、医療用チェアなど、異
業種分野へも事業を展開しています。

テイ・エス　テック株式会社

株式会社ラスコ12

13

14

15

カールシステムズ株式会社11

埼玉大学産学官連携協議会
新会員紹介

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

展示会

店舗外観

Honda CIVIC TYPE-R Seat

① 鋳造用添加材「スーパーコール」製造販
売　その他鋳造用副資材販売

②埼玉県川口市川口1丁目9-35
③048-228-0323
④1976年（昭和51年）5月
⑤代表取締役　大木 康嗣
⑥ 顧客の要望に応え、顧客を創造する会

社

① 四輪車用シート、四輪車用内装品、二輪
車用シート、二輪車用樹脂部品等の製
造販売

②埼玉県朝霞市栄町3-7-27
③048-462-0622
④1960年（昭和35年）12月5日
⑤代表取締役社長　保田 真成
⑥ Beyond Comfort

① コンピューター販売、システム・ネット
ワーク構築

② 埼玉県蕨市中央1-23-1　フレスポわらび
1階

③048-434-5725
④1998年（平成10年）11月12日
⑤代表取締役　清水 光則
⑥とことん付き合う

創業時からAppleComputerの先進的な通信技術や画像技
術を学び、電子回路とソフトウエアを融合させた情報・通信機器
の開発設計を行なっています。

創業より30年以上に渡って電子機器の開発実績を持っており、
数多くの技術資産と経験により、試作開発から製品化まで一貫
して実現できる社内体制を構築しています。

マルチカメラ対応・非圧縮録画装置

①電子機器（情報・通信機器）の開発設計
②埼玉県さいたま市浦和区岸町7-6-13
③048-822-5281
④1986年（昭和61年）10月8日
⑤代表取締役　白川 進

当社は創業以来、一貫した熱関係の事業を基幹に、お客様
のニーズに応える創意工夫の精神を培ってきました。

今後も、技術力と創造力を融合し、『かたちにしていく力』を
育みながら、環境にやさしい社会づくりに貢献してまいります。

当社の精密温調技術、空気清浄技術を更に発展させる"もの
造りマインド"は、今後も変わることはありません。

1階組立室

① 温度湿度コントロール装置の設計・製造
② 埼玉県加須市北平野807番地2
③0480-72-8877
④1964年（昭和39年）10月
⑤代表取締役　橋口 拓郎
⑥ 「かたちにしていく力」を日々向上させる

11



関東グリコ株式会社ものづくりを通して
社会に「おいしさと健康」を届ける

COMPANY PROFILE

企  業  名：関東グリコ株式会社 
所  在  地：埼玉県北本市中丸9-55
設  　  立：2011年1月11日　　資本金：80百万円
代  表  者：代表取締役社長　土持 幹雄
事業内容：菓子の製造

替や流行に影響を受けやすい食品業界
において日々の、生産体制のマネジメ
ントは必須項目であり、1つでも無駄
のないよう、尽力される姿勢を感じま
した。
ポッキー＜極細＞

土持社長に、ポッキー＜極細＞生産
の効率化向上のお話を伺いました。生
産開始当初、多大なロスがあったもの
のマーケティング・開発担当と生産技
術者とのお互いの密な話し合いや生産
方法の改善により大幅にロスを引き下
げた（約85％）という内容でした。これ
は、各分野の方たちの努力の結晶であ
ると同時に、お互いの関係性が密接で
ないと成しえなかったことであり、1つ
の目標に対して一体となって臨む姿勢
の重要さを感じました。

「働く人が夢を持つ、みんなの憧れ
“関東グリコ”」同社が目指す姿として
掲げている言葉です。この言葉を実現
する使命として、以下のことを示して

関東グリコ株式会社はポッキーにち
なんだ2011年1月11日、埼玉県北本
市に設立されました。ポッキー（7万箱
/7h）とプリッツ（5万5千箱/7h）を主
力商品とした、東日本最大供給拠点と
なっています。この北本ファクトリー
は環境に配慮した工場であると同時に
徹底した品質管理のもと商品を生産し
ており、また、見学施設であるグリコ
ピアが工場内に併設されていることか
ら、グリコのPRだけでなく北本市の地
域活性にも貢献しています。現在稼働
している第1工場以外にも将来、第2
工場, 第3工場が建設予定となってい
ることから、今後さらなる躍進が期待
される企業となっています。

生産体制の効率化
同社はGチェーンと呼ばれる生産状

況の見える化、SCM（サプライチェー
ンマネジメント）を導入するなどして、
生産体制の効率化を行っています。為

TOPICS02
Interview

います。
「革新的な技術力と“ワクドキ”にあふ

れた人材力で、卓越したオペレーショ
ンを実現し、グローバル企業に勝つ」

同社のお菓子を手に取り、笑顔に
なった経験があるでしょう。昨今のト
レンドは日々変わりゆくもので、その
時代認識をいち早く察知し、行動する
ことが必要不可欠です。同社の言葉は、
なぜグリコが躍進し続けているのかを
強烈に印象付ける言葉です。

おわりに
今回の企業訪問で、電気を学ぶ私

たちにとって、一見、畑違いであると
感じていた食品の分野においても、活
躍できる多くの場があると感じました。
そう思うことができたのも、土持社長
をはじめ、社員の皆様が真摯にご対
応してくださったおかげです。お忙し
い中、時間を割いていただき、関係者
の皆様に心より感謝申し上げます。

概要01
Interview

学生目線03
Interview

12
学生リポーターGROWING COMPANY 会員企業訪問記
矢澤　正好

大学院理工学研究科
数理電子情報系専攻2年

電子計測研究室
他15名



ターネットとつながる世界がやってくる
と言われています。産業のあり方が変
わっていく中で次に何が必要とされるか
を夢中になって空想し、プロダクト・サー
ビスを企画し、産業の課題解決に“使え
る”ものを開発していくことの難しさをお
話頂きました。答えの無い課題も多く、
困難なことも多いということでしたが、
菅谷社長のリーダーシップのもと、社員
の方々が一丸となって解決へと努力す
る姿勢があり、第４次産業革命の担い手
であることに誇りを持って取り組んでい
らっしゃるのが印象的でした。
○○×IT

オプティムでは産業とITの融合とし
て農業、医療、建設の３本の軸のみなら
ず、小売りとITの融合など多岐にわたっ
た事業を展開しています。農業の分野
では“楽しく、かっこよく、稼げる”農業
の実現をスローガンとして掲げ、同社の
持つテクノロジー・ソリューションを農家
の方々に無償提 供し、そのテクノロ
ジー・ソリューションを使用し生産され
た農作物を買い取り、自社で流通・販売
まで手掛け、その売り上げの一部を農家
の方々とレベニューシェアをするという
ビジネスモデルを採用しています。実際
に農家の方々と密にコミュニケーション
をとりながらソリューション開発を行っ

ており、利便性が高
く産業の課題を解決
するソリューション
だからこそ高い評価
を得ているのだと感
じました。

また、事業が多岐

株式会社オプティムは2000年に設
立され、ソフトウェアのライセンス販
売や保守サポートサービス事業を中心
に事業展開しています。ITの技術を用
いて「ネットを空気にかえる」つまり、
老若男女問わずあらゆる人がインター
ネットそのものを空気のように、全く
意識することなく使いこなせる存在に
変えていくことをミッションとし、世
界の人々に大きく良い影響を与える普
遍的なテクノロジー・サービス・ビジネ
スモデルを創り出すことを目的として
事業に取り組む企業です。

社員の平均年齢が33歳と非常に若
い事も特徴で、組織の垣根なく活発に
コミュニケーションを取りながら、創
造性に富んだプロダクト・サービスを
創造しています。

第４次産業革命にむけて
2025年以降にはすべてのものがイン

TOPICS02
Interview

企  業  名：株式会社オプティム 
所  在  地：東京都港区海岸1-2-20　汐留ビルディング21階
設  　  立：2000年6月8日　　資本金：443百万円
代  表  者：代表取締役社長　菅谷 俊二
事業内容：ライセンス販売・保守サポートサービス（オプティマル）事業

COMPANY PROFILE

株式会社オプティムAI・IoT・ビッグデータプラットフォームの
マーケットリーダー

にわたるからこそ社員間のコミュニケー
ションを大切にしており、仕切りのない
オフィスで仕事をされている姿が印象的
でした。

今回、役員の山下様が学生からの
質問に答えて下さいました。印象に
残ったのは私達学生のアイデアにも
熱心に耳を傾けて下さる姿です。他愛
のない意見のなかでも、良いと思った
部分を取り上げてくださり、立場に関
係なく、新しい意見を受け入れる準備
を常にされているように感じました。
この姿勢が、現状に満足せずに次を
見据える同社の発展の理由であると
感じました。また、大学は自分のこと
に集中できる唯一の時間であり、誇り
をもって卒業してほしいというアドバ
イスもいただきました。

おわりに
今回の企業訪問で、役員の山下様を

はじめ、社員の皆様がお忙しい中時間
を割いてくださいました。質問にも丁寧
に答えていただき、とても貴重な経験
となりました。心より感謝申し上げます。

学生目線03
Interview

概要01
Interview
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矢持 日奈子、嘉藤 泰斗
國井 皓貴、星野 悠河

工学部
機能材料工学科4年

学生リポーター
GROWING COMPANY 会員企業訪問記



ヘルスケア・イノベーション
研究ユニット

埼玉大学研究機構先端産業国際ラボラトリー 先端産業
国際ラボラトリー
所長

綿貫 啓一

研究力強化・推進の取り組み

先端産業国際ラボラトリーホームページ　http://www.saitama-u.ac.jp/aiit/

先
端産業国際ラボラトリーは、産官学金連携による研
究・開発協働、事業化等を見据え、産業界・地域社会

とのインターフェイスとして、共創型ワークショップや先
端産業インキュベーションを実現するため、2016年4月に
設置されました。
　 ヘ ル ス ケ ア・イ ノ ベ ー シ ョン 研 究 ユ ニ ット で は、
IoT(In terne t  of  Things)、AI(Ar t i f ic ia l  In te l l igen t )、
HMI(Human Machine Interface)、BMI(Brain Machine 

Interface)、VR(Virtual Reality)、AR(Augmented Reality)、
非侵襲生体情報計測、感性認知、ロボティクス、デジタル・
マニュファクチュアリングなどの技術を融合し、先進ヘル
スケアに関連する分野横断的な研究開発を行っています。
本研究ユニットでは、研究開発における先進性、組織とし
ての機動性を念頭に、産学官金共創ネットワーク形成し、
異業種・異分野間、産・学・官のセクター間、技術や学術の
領域間などの既存の壁を越えて、分野横断的なオープン・
イノベーションによるシナジーが発揮するように、人的
ネットワーク構築、研究開発、製品開発、事業化、標準化
を精力的に取り組んでいます。

本 研 究ユニットでは、産業界から約80社、毎年延べ
1,000名を超える参加を得て、ワークショップおよび

セミナーを多数開催しています。また、先端産業インキュ
ベーション・スペースでは、地域特性を活かした知を活用
し、グローバルな視点で長期的視野を持った基礎研究から
社会の要請に応える応用研究までの創造性豊かな研究開
発・試作・製品化・事業化を一貫して行っています。その結
果、ワークショップおよびセミナーに参加頂いた企業と共
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、10社を超える企業が事業化検
討ステージまで進むとともに、世界最大の医療機器関連の
国際展示会（MEDICA、 COMPAMEDなど）への出展、国際
会議での最優秀論文賞受賞、JIS標準化、日独国際産学連
携など、国内のみながら国際的な数多くの実績を上げてい
ます。
　本研究ユニットでは、新産業創出・標準化事業を通じて
広く社会に還元することにより、今後も研究開発を通じた
産業人材育成で地域社会の発展に貢献していきます。

Watanuki Keiichi

CLOSE-UP

ヘルスケア・イノベーション研究ユニットにおける主な活動 産学官金連携による主な研究開発プロジェクト

CLOSE-UP
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メディカル・イノベーション
研究ユニット

埼玉大学研究機構先端産業国際ラボラトリー 大学院理工学研究科
教授

松岡 浩司

研究力強化・推進の取り組み

先端産業国際ラボラトリーホームページ　http://www.saitama-u.ac.jp/aiit

2 016年度に設置された埼玉大学研究機構先端産業国際
ラボラトリーのメディカルイノベーション研究ユニッ

ト（通称MiU）は、がんや感染症に対する創薬の研究開発
を行っています。埼玉県が実施している先端産業創造プロ
ジェクトから継続して研究開発を行っています。MiUには4

名の教員（教授2、准教授1、助教1）が所属しており、企業
と協働し、共同研究を通して、製品開発を進めています。
MiUの基盤技術は、
①次世代抗体スクリーニング技術（cDNAディスプレイ法

による次世代抗体の獲得）
②AIE(凝集誘発発光)技術（ウィルス等との結合による

ウィルスの見える化）
③機能性微粒子作製技術（種々の微粒子作製法を応用し

た検出・診断系への展開）
④多価化合物によるクラスタ―化技術（多価接着による飛

躍的な感度向上）
⑤糖鎖活用技術（生理活性オリゴ糖合成や機能化分子の創

出）
となっています。また、表面プラズモン共鳴法を使った
BIACOREシステムや水晶振動子（QCM）を用いた分子間
相互作用解析システム、ナノサイズの粒子サイズを測定す
るDLS装置、さらに単分子膜作成なども行えるLB膜作成
装置など幅広く解析を可能とする機器も保有しています。
体外診断薬をはじめ、創薬に関する共同研究を広く募集し
ております。

キーワード: 有機合成化学、高分子科学、分子生物学、進
化分子工学、ELISA、イムノクロマトグラフ

Matsuoka Koji

CLOSE-UP
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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 ★

5 21（火）～ 23（木） MT-CONNECT 2019 / MedTech Summit 2019 Exhibition Centre  (Nürnberg, Germany)

6

7（金）
第2回埼玉大学産学官連携協議会運営委員会 浦和コルソ ★

第20回定期総会・産学官連携事例発表・交流会 浦和コルソ ★

12（水） さいしんビジネスフェア2019 さいたまスーパーアリーナ

27（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）

7

8
29（木）～ 30（金） イノベーション・ジャパン2019 東京ビッグサイト

第3回埼玉大学産学官連携協議会運営委員会（予定） 埼玉大学 ★

9 Taiwan Innotech Expo 2019 Taipei World Trade Center (Taipei, Taiwan)

10 第4回埼玉大学産学官連携協議会運営委員会（予定） 埼玉大学 ★

11

18（月）～ 21（木） MEDICA 2019 Messe Düsseldorf (Düsseldorf, Germany)

第20回埼玉大学産学交流会　テクノカフェ 埼玉大学 ★

第70回埼玉大学むつめ祭 埼玉大学

BIZ SAITAMA　さいたま市産業交流展 ソニックシティ

12 第5回埼玉大学産学官連携協議会運営委員会（予定） 埼玉大学 ★

1
2 彩の国ビジネスアリーナ2020（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 ★

第6回埼玉大学産学官連携協議会運営委員会（予定） 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
2019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）

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。当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。第20回 定期総会

 埼玉大学産学官連携協議会

▲
▲

▲
▲

▲

2019年6月7日（金） 13:30 ～ 18:00 （予定）

浦和コルソ７階　コルソホール（埼玉県さいたま市浦和区高砂1-12-1）

2018年度活動報告および決算報告について／ 2019年度活動計画（案）および予算（案）について／その他

（調整中）

於　同コルソホール　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。
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