
産業界のニーズをキャッチして、研究・技術開発・人材育成をサポートする機関

活動レポート名 産 研
中部TLOより

NO. 提案シーズ 大学 想定分類 希望連携先

12 新生児・乳児の呼吸不全に伴う陥没呼吸、
漏斗胸を防止する呼吸補助治療具

名古屋大学
医学部

雑品～
クラスⅠ

素材メーカー
（フィルム・ゴム）

13 空間覚を用いて不等像視の発見を
容易にする検査方法

帝京大学
医療技術学部

無し～
クラスⅠ

アプリ開発、
デバイス製造

14 開脚度測定器
-柔軟性の可視化・定量化とデータ管理-

岐阜大学
医学部

無し
アプリ開発、
デバイス製造

15 半導体イオンセンサISFETを用いた
pH計測と応用

愛知工業大学
工学研究科

クラスⅡ 微細加工、計測
技術、アプリ開発

16 あらゆる環境で利用できるセキュアIP通信
システム

名城大学
理工学部

無し
IoT機器、

通信アプリ開発

17 新型ネビュライザー
（薬物経肺送達装置）

名古屋市立大学
医学研究科

クラスⅠ
樹脂成形、
デバイス製造

18 創薬・再生医療のための細胞培養チップ
北九州市立大学
国際環境工学部

無し
表面処理、
精密加工

19 椅子やベッドからの立ち上がりをサポート
するシステム

九州工業大学
生命体工学研究科

無し

（介護用品）
センサー開発

20 熱中症を予測する耳せん式
ウェアラブルデバイス

産業医科大学
産業生態科学研究所

クラスⅡ デバイス製造

シーズ提供大学︓9大学
名古屋大学、帝京大学、岐阜大学、愛知工業大学、名城大学、名古屋市立大学、
北九州市立大学、九州工業大学、産業医科大学

商談会提案シーズ

お申込み&お問合せ︓
名古屋産業科学研究所 中部TLO（藤川）

E-mail: ctlo.sangakurenkei@nisri.jp

１．ご希望のシーズ番号
２．氏名
３．貴社名/所属部署/役職
４．業種
5．連絡先（メールアドレス/電話番号）

メールにて以下のことをご記入の上申し込みしてください。
※申し込み〆切︓ 11月29日（金）

-
NISRI

Chubu TLO
Think Global. Act Local.

日時／2019年12月13日（金）
13︓00～1８︓00 (受付開始 12:30~)

場所／ウインクあいち 12階会議室
https://www.winc-aichi.jp/access/

公益財団法人3機関が協力して中小企業が自社のモノづくり技術の強みを生かしてヘル
スケア・医療機器分野への参入を支援する仕組みづくりを行っております。
その一環として昨年に引き続き、モノづくり企業×ヘルスケア・医療機器シーズの商談会を
企画しました。
今年度は、中部地区医療・バイオ系シーズ発表会の中で開催いたします。
医療機器分野は参入障壁が高いと考えられておりますが、私ども3機関が伴走型支援を
行うことにより新分野への参入をサポートいたします。
まずは、商談会にご参加ください。

お申込み＆お問い合わせ︓
（公財）名古屋産業科学研究所 中部TLO （藤川）

E-mail: ctlo.sangakurenkei@nisri.jp

モノづくり企業×ヘルスケア・医療機器シーズ
商談会のご案内

令和元年度中小企業知的財産活動支援事業
（経済産業省 中部経済産業局）

「モノ語り」 プロジェクト（第二章）産学連携支援機関が主導する中小企業の
知財を起点とした 新規産業分野参入支援のシナリオ作り

事業機関︓
（公財）名古屋産業科学研究所 （公財）北九州産業学術推進機構

（公財）ふじのくに医療城下町推進機構

-
NISRI

Chubu TLO
Think Global. Act Local.

１．ご希望のシーズ番号
２．氏名
３．貴社名/所属部署/役職
４．業種
5．連絡先（メールアドレス/電話番号）

メールにて以下のことをご記入の上申し込みしてください。

※申し込み〆切︓11月29日（金）

公益財団法人 3機関が協力し、中小企業が自社のモノづくり技術を生かしてヘルスケア・
医療機器分野への参入を支援する仕組みづくりを行っております。
 今回はその一環として昨年に引き続き、モノづくり企業×ヘルスケア・医療機器シーズ
の「商談会」として実施しました。
 医療機器分野は参入障壁が高いと考えられていますが、3機関が伴走型支援を行うことに
より、新分野への参入をサポートしようとする取り組みです。

2020.1.31
VOL.12配信

場所/　ウインクあいち
　　　　　12階会議室
日時/　12月13日（金）　
　　　　　13：00～18：00

本イベントは、経済産業省中部
経済産業局の令和元年度中小企業
知的財産活動支援事業費補助金を
受けて企画したものです。

事業名 :　[「モノ語り」プロジェクト
（第二章）:産学連携支援機関が主導
する中小企業の知財を起点とした
新規産業分野参入支援のシナリオ
作り]

参加企業数/ 25社（40名）

商談実績数/ 22件

主催/　中部地区医療・バイオ系
シーズ発表会実行委員会

協力/　(公財 )名古屋産業科学
研究所

「モノづくり企業×
ヘルスケア・医療機器
シーズ商談会」を開催
しました

↓パネル展示会場

↓商談中の藤川職員（右端）

↓講演会場

↓商談中の三留職員（手前）



中部TLOより

場所/　愛知工業大学　
　　　　本山キャンパス講義室

日時/　12月18日（水）　
　　　　　15：00～18：00

本イベントは、愛知工業大学が
教員の研究成果・シーズについて
ご紹介し、地域の方々との交流の
場を提供するもので、今回は、もの
づくり技術に関わるテーマで4名
の教員から話題提供されました。

主催/　愛知工業大学総合技術
　　　　研究所
共催/　(公財)名古屋産業科学
　　　　研究所

場所/　愛知県自治センター
　　　　第603会議室（6階）

日時/　12月18日（水）　
　　　　13：30～16：50

主催/　EPOC、愛知県環境局

第 13 回 AIT テクノサ
ロン

「ものづくりに役立つ
計測・診断・制御技術」
を愛知工業大学と共催
しました

「2019 年度 循環ビジ
ネス相談会」のアドバ
イザーとして、当財団
の循環ビジネス創出
コーディネータがご協
力しました

↓産学連携への取り組みについて
説明中の鈴置教授（当財団理事）

↓会場での相談シーン

↑テーマ「システムモデルに基づく
異常発生予測とその回避」について
講演中の小野木教授（当財団専務理事）

　EPOCが毎年愛知県と連携し、
先導的・効果的な循環ビジネスの
創出を目的として「循環ビジネス
創出会議」を開催しています。
　今回はこの会議活動の一環とし
て、循環ビジネスの事業化等を考
えている方が、事業化にあたって
の様々な課題について、専門家や
コーディネータからなる複数のア
ドバイザーに直接相談し、その場
で助言が得られる対話方式の「循
環ビジネス相談会」を開催されま
した。

当日は公募の上選ばれた4社の
相談者が事業概要や相談内容の説
明を行い、アドバイザーからの適
切な助言や質疑応答が行なわれま
した。

当財団中部TLOからの参加コー
ディネータ
　藤沢　寿郎 
　高須　恭夫 
　後藤　和昌 



第37回
産業科学フォーラムを
開催しました

研究部より

当財団の研究広報事業として
「第37回産業科学フォーラム」
を12月10日に名古屋大学内
ＶＢL棟セミナールームにて
開催しました。

参加者数　　19名

●講演プログラム

[講演１]
谷本正幸 上席研究員
（名古屋大学名誉教授）

講演タイトル
「映像体験を革新する自由視点
テレビ」

[講演２]
森田健治 上席研究員
（名古屋大学名誉教授）

講演タイトル
「MeVイオンビーム分析を用いた
Liイオン電池の研究」

＜各レポートは、当財団HP公開
情報より抜粋転記＞

研究部の上席研究員が獲得した競争的資金による研究成果も含め、今回は、今メディア
で注目を集めている「自由視点テレビ」と、近年急速に需要が拡大している「リチウ
ムイオン電池の技術展開」をテーマにして、講演と討論を行いました。

 講演 1/ 　「映像体験を革新する自由視
点テレビ」
　最初に「映像メディアの進歩と FTV」
で、映像の伝達手段は放送・インターネッ
トなどたくさんあるが、最近の進歩は画
素数（＝解像度）の向上にあり、映像と
しては3次元空間のほんの一部しか伝え
ていないことが説明された。
　テレビジョンの映像技術でみると、画
素数の向上により視野は拡大されたが、
視点によって見え方が異なる（視差）こ
とはなく、現状ではどの視点から見ても
同じに見える。すなわち、これまでの映
像は１視点から見た２次元情報であり、
ユーザが視点を変えても同じシーンしか
見えないことになる。そこで、視差を実
現するための FTV の概念が紹介された。
　(中略）
　最後にこれらの動画（MPEG）を FTV 
化するための国際標準化について紹介さ
れた。現在は、多視点映像の圧縮技術の
標準化、多視点３D 表示のための標準化
に次いで、第 3フェーズ（フリーナビゲー
ション、ライトフィールドディスプレイ）
の標準化における名古屋大学の貢献につ
いて、自由視点映像を用いたスポーツ観
戦のデモンストレーションを例に説明さ
れた。
デモ映像は非常に臨場感のあるもので
あったが、更なる向上を目指して次世代
FTVの実現を目指されているとのことで
あった。

 講演 2/ 　「MeVイオンビーム分析を用
いた Li イオン電池の研究」
　MeVイオンビームを用いて Li イオン
電池システム内部の電極・電解質界面の 
Li イオン濃度分布のその場測定を目的と
されているが、電池の中の Li イオンの動
きを捉える方法がほとんどない中で、 
MeV イオンビーム分析の有用性につい
ての紹介であった。
　MeVのHeイオンビームによる粒子の
弾性散乱による元素分析で前方散乱粒子
の測定（ERD）は、Li イオンのような軽
元素の検出に有効とのことである。深さ
情報が得られることの説明から、個体の
電解質を用いたモデル電池の作動中の電
池内の Li 濃度分布変化 (移動と反応 )に
ついての実験結果が紹介された。
　Au/ LiCoO2/ Lithium- 
Aluminum-Titanium Phosphate /Pt 
電池の放電特性を調べると、過充電状態
では 
LiCoO2/LithiumAluminum-Titanium 
Phosphate 界面に Li の移動を妨げる障
壁の形成が考えられ、Li の濃度が減少す
ること、このモデル電池も含め、Li の逆
流が大きな影響を与えることが示された。



↓最終グループワークシーン ↓テーマ発表シーン

↓塾長からの修了証授与シーン ↓記念の集合写真

本年度は、6月15日の開講式に
始まり、11月16日の修了式迄
の期間で、計11回の定期活動と
1回のオプション講座&見学会
を開催しました。

あいち環境塾　
2019年度活動を
修了しました

CHCより

2019年度実績紹介 （2例）

今年度はいずれも各企業様からの
「講演会スタイル」でのご要望に
お応えました。

2019年度実績1

開催日 /　9月 5日
研修内容 /将来への環境行動学
受講先 /県内某大手企業様
会場 /　自社ホールを使用
講師 /トヨタオートモールクリエイト㈱
　　　　近藤元博　専務取締役
受講数 /　社員他150名

2019年度実績2

開催日 /　11月 15日
研修内容 /産業廃棄物処理の課題と展望
受講先 /県内某産業廃棄物協会支部様
会場 /　名古屋商工会議所ビル会議室を使用
講師 /　㈱廃棄物工学研究所
　　　　　田中　勝　代表取締役
受講数 /　同支部加盟企業から28名

出張研修のご紹介

< 最終日レポート >
本塾は、全11回のカリキュラムを終えて、11月 16日 ( 土 ) の最終日には基礎コース
5チームが、それぞれのワーキングテーマの発表を行い無事修了しました。
　発表会後の修了式では、青山塾長（愛知県副知事）より一人ずつ修了証書が手渡され、
半年間の成果へのご評価もいただきました。

<対応コメント＞
・2件の講師役には、ご要望のテーマ趣旨から「あいち環境塾」で繋がりある方に要請
し対応して頂きました。



内容

財団外情報   （連携大学・行政・他機関発信のオススメ情報）
★このページでは、当財団外（地域大学・行政機関・他財団等）からの既発信情報から、独自にセレクトしてご案内い
たします。各企業様に有益となれば幸いです。（扱い数は不定となりますことあらかじめご了承願います）

行政/大学情報

内容今号は他機関情報として
名古屋商工会議所が開催
したイベントをご紹介します

●日時
　11/19（火）　12：00～ 17：30

●場所
　なごのキャンパス体育館
（名古屋市西区那古野2-14-1）

持続可能な循環型社会の実現を目指す
” 産”・” 学” のプレーヤーが集結！

世界的課題である「地球温暖化」を背景
に、CO2の排出削減や回収・利用、新
材料の開発が各企業・大学で進められて
います。
こうした動きを受け、名古屋商工会議所
では、(公財 ) 名古屋産業科学研究所の
協力を得て、全国の大手メーカーやモノ
づくり企業、大学等研究機関が一堂に
会し、環境への負荷を低減する技術
（＝クリーンテック）を紹介する展示会
「産×学連携 <クリーンテック >技術展」
を開催しました。

当日は、展示会のほか、個別商談会、
ブースツアー、セミナーなど、多くの
プログラムで開催されました。

＜名古屋商工会議所WEB公開記事引用＞

産学連携クリーンテック技術展

＜レポート＞
 会場となった『なごのキャンパス』は、名古屋市西区・那古野に、廃校となった
小学校の建物を活用したインキュベーション施設で、令和元年10月 28日（月）
に誕生したばかりです。
 こういった廃施設の再利活用もイベント趣旨に沿っており、同様な他のイベント
への展開も望まれます。
当日はブース説明員として、中部ＴＬＯの3名（羽田野・三留・藤川）がご協力
しました。
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