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愛知県副知事愛知県副知事愛知県副知事愛知県副知事 永田田永田永永田 清清清清

平成15年に貴大学の知的財産・産学官連携本部（現､産学

連携推進本部）が発足し､10年目の佳節を迎えました。 この

間、産学連携推進本部では、主に学内の研究成果と産業界の

ニーズとのマッチングによる企業への技術移転に力を注がれ、

県内企業の新製品、新技術の開発にご尽力をいただきました。

さらに、平成18年12月には、貴大学と本県の間で、「地域

における科学技術の発展等に向けた連携実施協定」を締結し、

相互協力の下、県内の科学技術の発展、産業の振興に寄与す

る取組を進めていただいていることに対し厚くお礼申し上げ

ます。

現在、本県は、高付加価値のモノづくりを支援する産学行

政の連携拠点として、愛知万博跡地で「知の拠点」づくりを

進めています（写真参照）。「知の拠点」は、透過型電子顕

微鏡を始め各種の高度計測分析機器や、ナノレベルで物質の

組成等を解析できるシンクロトロン光利用施設を整備し、最

先端の研究開発環境を提供します。

また、「知の拠点」では、戦略的な重点分野における共同

研究開発として、①低環境負荷型次世代ナノ・マイクロ加工

技術開発、②食の安心・安全技術開発、③超早期診断技術開

発の３テーマで重点研究プロジェクトを実施しており、全て

のテーマへ貴大学の研究者に参画いただいています。とりわ

け、「食の安心・安全技術開発プロジェクト」では、産学連

携推進本部長補佐 田中三郎 教授に､プロジェクトリーダーへ

就任いただき､貴大学の強みであるLSI開発やセンシング技術

等を基盤として、プロジェクトの一翼を担っていただいています。

一方、地元である東三河地域においても、平成23年９月、貴大学、本県東三河建設事務所、及び（財）愛知水と緑の

公社の３者で、「豊川流域下水道における研究に関する連携協定書」を締結し、平成23年度から豊川浄化センターで共

同研究が進められています（図参照）。この共同研究は、文部科学省の科学技術戦略推進費の採択を受けた事業で、下

水汚泥に加え、事業所や家庭から出る生ごみなどのバイオマスから、高品位肥料やバイオガスを生産し、バイオガスか

らの発電時に得られる熱やCO2を有効利用しようとするもので、ここでも貴大学の環境・生命工学分野の研究成果が効

果的に活用されています。

東三河地域は、製造業の集積地であると同時に、国内有数の農業地域でもあり、産業発展を見据える上で大きな可能

性を持った地域です。現在、東三河ビジョン協議会（県、東三河8市町村、経済団体、大学等で構成）で策定中の「東

三河振興ビジョン」では、地域のポテンシャルを最大限に生かして、次世代自動車、健康長寿、新エネルギーといった

次世代産業の創出・集積、農商工連携や6次産業化を進める方向で検討を行っています。貴大学は、新しい二次電池・

燃料電池システム、先端農業技術や次世代型ロボットといった、新しい産業の萌芽になり得る豊富な技術シーズを有し

ています。貴大学におかれましては、東三河の新産業創出におけるシーズの提供者として、地域企業との共同研究の推

進や、研究成果の普及などを通じ、地域におけるイノベーションの原動力の役割を期待しています。さらに、少子高齢

化、環境・エネルギーや食糧問題への対応、防災・減災を含む安心安全な街づくりにおいても、これまで培われた英知

を活かし、本県が進めるより良い東三河地域づくりにご尽力を賜るようお願いします。

「「「「産学学産学産産学行政政行政行行政連携携連携連連携のののの取組組取組取取組とととと地域域地域地地域のののの期待待期待期期待」」」」

「知の拠点」全景

バイオマス・ＣＯ２・熱有効利用拠点の構築
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展示会・イベント名 開催期日 開催場所 本学の出展・講演内容

イノベーション・
ジャパン2012

9月
27・28日

東京国際
フォーラム

電気・電子情報工学系 大平孝 教授 「走行中の車両へのタイヤを介したワイヤレス給電(EVER)」
電気・電子情報工学系 松田厚範 教授 「中温無加湿燃料電池用ナノ複合体粒子/PBI電解質膜 」
情報・知能工学系 入部百合絵 助教 「発話動作の可視化技術に基づいた発音学習システム 」
EIIRIS 吉田奈央子 助教 「グラフェン－酸化グラフェン還元微生物複合体を用いたバイオマス電力
生産」

2012土壌・地下水
環境展

10月
17～19日

東京国際
展示場

EIIRIS 吉田奈央子 助教 「グラフェン－微生物複合体を用いたバイオマス電力生産と環境浄化」

オプトロニクスフェア
2012 in浜松

10月
24～26日

アクトシティ
浜松

電気・電子情報工学系 澤田和明 教授 「イオン・光マルチモーダルセンサ」
電気・電子情報工学系 若原昭浩 教授 「フィルタレス多波長ワンチップイメージセンサ」
情報・知能工学系 中内茂樹 教授 「食味選別機、真珠品質計測装置」
環境・生命工学系 田中三郎 教授 「リチウムイオン電池等の極微小磁性異物検出装置」

アグリビジネス創出
フェア2012

11月
14～16日

東京国際
展示場

電気・電子情報工学系 滝川浩史 教授 「太陽光利用型植物工場に好適な日射計」
電気・電子情報工学系 澤田和明 教授 「精密農業のためのマルチモーダルセンサチップ」

産学官マッチング会
in 豊橋

11月27日 ホテルアーク
リッシュ豊橋

機械工学系 森謙一郎 教授 「高強度部材の塑性加工技術」
建築・都市システム学系 松本博 教授 「建物における環境適応型室内環境デザイン・省エネル
ギー技術」

産学官マッチング会
in 浜松

12月6日 アクトシティ
浜松

電気・電子情報工学系 高橋一浩 助教 「センサ素子・計測技術の開発」

産学官マッチング会
in 静岡

12月17日 静岡市産学
交流センター

環境・生命工学系（現 岐阜高専） 東海林孝幸 助教 「植物工場内の温熱環境予測と評価手法」

本学の研究シーズを産業界に技術移転するため、本学が主催等した主要な展示会を以下に示します。特にイノベーショ
ン・ジャパンは２日間で２万３千人の来場者があり、平野文部科学大臣（当時）や榊佳之学長も視察に来られました。

本学展示を視察する榊学長平野文部科学大臣(当時)が来訪開会式

産学連携ニュースは、カラーユニバーサルデザインに対応しています。

なお、産学連携ニュースWEB版を

内容等を複写・転載される場合、必ず発行元までご連絡ください。

1111月月月月 2222月月月月 3333月月月月 4444月月月月 5555月月月月

応用用応用応応用 企業業企業企企業とととと共同申請共同申請共同申請共同申請 基礎礎基礎基基礎 大学単独申請大学単独申請大学単独申請大学単独申請

11月1日～H25年2月22日：公募中

1～3年
200～2000万円/年

復興促進プログラム
マッチング促進：第3回

～3年
1500万円(総額)

日本－スイス研究交流課題
「高齢化社会のための医学」

～H25年1月31日：公募中

3年
～1500万円/年

戦略的国際科学技術協力推進事業H25年度
「再生可能エネルギー」ならびに「エネルギー利用」

H25年1月中旬 ～4月：公募予定

～3年
～1億円/年

A-STEP
本格研究開発ステージ

H25年2月～5月：公募予定

～1年
170～300万円

A-STEP  
探索タイプ
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《共同研究事例》

株式会社ファンテックス 代表取締役 内藤 正啓

弊社は1985年、冠婚葬祭事業における音響・照明・映像設備を融合することによって感動を与える演出を提案・施工

する目的で創業しました。会館式場が中心となる時代の流れにより、近年の冠婚葬祭においては、音響・照明設備と共に

映像演出が欠かせなくなって参りました。この時代背景に対応すると共に、競合他社との差別化において最先端の映像技

術開発が必要となり、全方位に映像を映し出す商品を企画しましたが、映像演出における映像処理の知識・ノウハウが乏

しかった為、どう実現するかを悩んでいました。

そんな時、株式会社サイエンスクリエイトから豊橋技術科学大学を紹介していただき、技術相談をさせていただきまし

た。その後、産学連携推進本部より知識情報工学系（当時）の金澤靖 准教授を紹介いただき、映像処理技術の要素開発を

共同研究として、2009年から開始致しました。そして、４年目となる今年、フューネラルビジネスフェア2012に

「シームレス・マルチプロジェクションシステム」として参考出品するまでに、開発が進みました（写真参照）。

企業として不得意とする部分を、産学連携による共同研究の成果を通じて、補うことが出来ることは、非常に有意義で

あり、この度の映像処理共同研究における知識・ノウハウの蓄積を、新しい映像演出に繋げていく足掛かりとする事が出

来ました。弊社にとって技術蓄積・情報収集・開発の幅を広げる場として、今後も産学連携に期待しております。

《共同研究例・大学実験設備利用例》

豊和鋳機株式会社 代表取締役 荻野 元太郎

弊社は豊橋技術科学大学から北へ約４ｋｍ、車で１０分程の処にあります。距離的に近いこともあり、大学との付き合

いは３０年ほど前からあります。弊社は創業５５年の鋳造機械メーカーで、日本の鋳造業界のニーズに応えるべく、様々

な鋳造機械の開発に取り組んでまいりました。高度成長期の日本において、鋳造のスタイルもめまぐるしく進化して来ま

した。

新しい何かに取り組むとき、即ち、何かを開発しようとするとき、それなりの知識、或いは研究に必要な装置、器具等

が必要になります。そんな時、頼りになるのが大学でした。大学には様々な分野の専門の先生がおられ、相談に行くと、

いつも快く相談に乗って頂けました。今から４～５年前に、鋳物砂の今までに無い新しい再生方法を考えているとき、エ

コロジー工学系（当時）の大門裕之 准教授を紹介され、超臨界洗浄というものを知り、砂の洗浄による再生のテストを依

頼しました。その時も大学には実験設備があり、迅速な対応をして頂けました。

数年前には、現在も開発続行中ですが、小型ヘリコプターのローター（写真参照）の開発を産学連携推進本部に技術相

談したところ、機械工学系の関下信正 准教授を紹介され、同准教授に手伝っていただいております。この開発には国から

助成金をいただきました。大学との共同開発でなければ助成金など出なかったと思います。小型ヘリコプターのローター

の開発には風洞実験等、中小企業単独ではできない実験がありますが、大学には、

なんと風洞実験の設備もあり、今回の開発を効率的に進めることができました。

不況真っ只中の現在の日本で、我々中小企業が生き残っていくためには、何か

新しいものを開発していかなければなりません。弊社もあらゆる方向から会社を

見つめなおし、将来どのような形で会社を存続、発展させていくか考えていかな

ければならない時代に来ております。幸い、大学には各分野のエキスパートがそ

ろっておられますので、企業といたしましては、とても心強く思っております。

弊社展示ブース シームレス・マルチプロジェクション

開発中の小型ヘリコプター・ローター

「「「「企業業企業企企業かららからかから見見見見たたたた産学連携産学連携産学連携産学連携」」」」
地域域地域地地域とののとのととの連携事例連携事例連携事例連携事例

■地域企業、金融機関との連携

地域金融機関と本学の連携により、戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業：経済産業省）に機械工学系の福本

昌宏 教授と株式会社オプトコムによる「溶射技術を用いた次世代照明測定用積分球の開発」が採択されました。

同社はLED照明等の光源の測定機器を製造するメーカーです。最近省エネで注目を集めているLED及びLED照明は、光

測定（測光・測色・放射測定）を正しく行うことが不可欠であり、正確な光束測定を行うツールの一つが積分球です。

従来の積分球には、内部の塗装被膜が衝撃や紫外線等により劣化し、寿命が短くなるという課題がありました。同社は、

自社が製造する積分球の塗装被膜の物理的・化学的特性改善を行い、「耐久性のある

塗装被膜の製造技術の確立を目指したい」という強いニーズを持っていたことから、

何度か技術相談のため本学を訪問して、福本教授の指導を受けておられました。

その後、同社の意向を知った金融機関から産学連携推進本部に相談が持ち込まれ、

サポイン事業に応募することが決まり、研究計画の策定・研究推進体制の構築・申請

書作成などで本学が同社を支援することになりました。

経済産業省の助成制度であるサポイン事業では、技術的な完成の見通し・事業化可

能性等に関して、具体的かつ実現性のある計画の提示が求められています。この観点

で、同社の技術を申請書の中で、いかに分かりやすく説明するかが課題でしたが、福

本研究室が技術面でのアドバイスを行い、開発計画策定についても、同社と連携して

作成をしました。また、とよはしTLOが事業管理機関を受託し、本事業のとりまとめ

役として参画機関の協力体制を構築し、事業の推進役を引き受けることになりました。

その結果、研究開発計画が国の認定を受け、委託費の採択を受けることができ、同

社は新事業に向けてスタートを切ることができました。

本事例は、新しい事業機会と市場を熟知している製造メーカー、本学と企業の橋渡

しを行った金融機関、ニーズとシーズを結びつける産学連携推進本部及び、とよはし

TLOの連携があって実現したものです。

■地域行政との連携

文部科学省、経済産業省、及び農林水産省が共同して選定する「地域イノベーション戦略推進地域」に､「愛知県「知の

拠点」ナノテクイノベーション戦略推進地域」と「浜松・東三河ライフフォトニクスイノベーション」の二つが平成２３

年度に指定されました。本学は、その両方に参加して、研究を進めています。

１．愛知県「知の拠点」ナノテクイノベーション戦略推進地域

公益財団法人科学技術交流財団を総合調整機関として、地域の産学官金の連携・協力により共同研究開発を行っていま

す。大学等の研究シーズを事業化・製品化することにより、新たな知と産業を創出することを目指しています。産学連携

推進本部では、総合調整機関と連携して、研究成果の権利化と技

術移転に協力していきます。

●「知の拠点」重点研究プロジェクト

愛知県が選考した３テーマのプロジェクト研究に、福本昌宏

教授、田中三郎 教授、澤田和明 教授を始め、現在２４名の

先生方が参加しています。本学研究者の役割は、右表の通り

です。先導的中核施設のインフラ整備が進み、研究が加速し

ています。

●「知の拠点」ナノテクイノベーション戦略

上記の重点研究プロジェクトが優れた構想として評価され、

平成２３年度から文部科学省の支援を得ることになりました。

この支援により、重点研究プロジェクト事業を担う研究者の

招聘と、地域連携コーディネーターの配置を行っています。

２．浜松・東三河ライフフォトニクスイノベーション

浜松・東三河地域では、光・電子関連技術を核に「輸送機器用次世代技術産業」､「新農業」､「健康・医療関連産業」

及び「光エネルギー産業」の４戦略分野において、新産業創出を目指して地域指定を受けました。平成２４年度には、文

部科学省が支援する施策「地域イノベーション戦略支援プログラム」に採択され、研究者招聘、人材育成プログラムの開

発・実施、知のネットワーク構築のための地域コーディネーターの配置などに、今後５年間にわたって支援が受けられる

ようになりました。産学連携推進本部では、上記人材育成プログラムにおいて、先端農業・バイオリサーチセンターの三

枝正彦 特任教授が主幹する「植物工場マネージャー人材育成講座」の申請及び採択後の事業支援を行っております。

産学連携推進本部では、今後も本学の研究成果を活用したプロジェクトの企画立案に努め、競争的資金獲得に向けて関
わっていきます。

次世代照明測定用の積分球

テーママーテ マーテテーマ名名名 プールグ名 グループグループグループ

低環境負荷型
次世代ナノ・マイ
クロ加工技術の
開発プロジェクト

軽量・高強度自動車・航
空機用部材の材料加工
技術の開発

○◇

難加工性材料の超
精密・高能率加工技
術の開発

◇

異種材料複合化技術
による表面加工及び
接合技術の開発

◇

食の安心・安全
技術開発プロジェ
クト

◎

農畜産物等の有害化学
物質を検出できる高度な
計測デバイスの開発

○

食品等の固形異物を
検出できる高度な計
測デバイスの開発

○◇

食品等の微生物を検
出できる高度な計測
デバイスの開発

◇

超早期診断技術
開発プロジェクト

脳・心臓・血管系等に関
連する生体情報を無侵
襲・低侵襲で継続的に計
測するための高感度な計
測技術とデバイスの開発

○◇

初期がん等の微小な
病変を高度に検出す
るベッドサイド型デバ
イスの開発

◇

生活習慣病等に関係
する生体情報を無侵
襲・低侵襲で日常的
にモニタリングできる
センサとデバイスの開
発

◎プロジェクトリーダー ○グループリーダー ◇メンバー
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《共同研究事例》

株式会社ファンテックス 代表取締役 内藤 正啓

弊社は1985年、冠婚葬祭事業における音響・照明・映像設備を融合することによって感動を与える演出を提案・施工

する目的で創業しました。会館式場が中心となる時代の流れにより、近年の冠婚葬祭においては、音響・照明設備と共に

映像演出が欠かせなくなって参りました。この時代背景に対応すると共に、競合他社との差別化において最先端の映像技

術開発が必要となり、全方位に映像を映し出す商品を企画しましたが、映像演出における映像処理の知識・ノウハウが乏

しかった為、どう実現するかを悩んでいました。

そんな時、株式会社サイエンスクリエイトから豊橋技術科学大学を紹介していただき、技術相談をさせていただきまし

た。その後、産学連携推進本部より知識情報工学系（当時）の金澤靖 准教授を紹介いただき、映像処理技術の要素開発を

共同研究として、2009年から開始致しました。そして、４年目となる今年、フューネラルビジネスフェア2012に

「シームレス・マルチプロジェクションシステム」として参考出品するまでに、開発が進みました（写真参照）。

企業として不得意とする部分を、産学連携による共同研究の成果を通じて、補うことが出来ることは、非常に有意義で

あり、この度の映像処理共同研究における知識・ノウハウの蓄積を、新しい映像演出に繋げていく足掛かりとする事が出

来ました。弊社にとって技術蓄積・情報収集・開発の幅を広げる場として、今後も産学連携に期待しております。

《共同研究例・大学実験設備利用例》

豊和鋳機株式会社 代表取締役 荻野 元太郎

弊社は豊橋技術科学大学から北へ約４ｋｍ、車で１０分程の処にあります。距離的に近いこともあり、大学との付き合

いは３０年ほど前からあります。弊社は創業５５年の鋳造機械メーカーで、日本の鋳造業界のニーズに応えるべく、様々

な鋳造機械の開発に取り組んでまいりました。高度成長期の日本において、鋳造のスタイルもめまぐるしく進化して来ま

した。

新しい何かに取り組むとき、即ち、何かを開発しようとするとき、それなりの知識、或いは研究に必要な装置、器具等

が必要になります。そんな時、頼りになるのが大学でした。大学には様々な分野の専門の先生がおられ、相談に行くと、

いつも快く相談に乗って頂けました。今から４～５年前に、鋳物砂の今までに無い新しい再生方法を考えているとき、エ

コロジー工学系（当時）の大門裕之 准教授を紹介され、超臨界洗浄というものを知り、砂の洗浄による再生のテストを依

頼しました。その時も大学には実験設備があり、迅速な対応をして頂けました。

数年前には、現在も開発続行中ですが、小型ヘリコプターのローター（写真参照）の開発を産学連携推進本部に技術相

談したところ、機械工学系の関下信正 准教授を紹介され、同准教授に手伝っていただいております。この開発には国から

助成金をいただきました。大学との共同開発でなければ助成金など出なかったと思います。小型ヘリコプターのローター

の開発には風洞実験等、中小企業単独ではできない実験がありますが、大学には、

なんと風洞実験の設備もあり、今回の開発を効率的に進めることができました。

不況真っ只中の現在の日本で、我々中小企業が生き残っていくためには、何か

新しいものを開発していかなければなりません。弊社もあらゆる方向から会社を

見つめなおし、将来どのような形で会社を存続、発展させていくか考えていかな

ければならない時代に来ております。幸い、大学には各分野のエキスパートがそ

ろっておられますので、企業といたしましては、とても心強く思っております。

弊社展示ブース シームレス・マルチプロジェクション

開発中の小型ヘリコプター・ローター

「「「「企業業企業企企業かららからかから見見見見たたたた産学連携産学連携産学連携産学連携」」」」
地域域地域地地域とののとのととの連携事例連携事例連携事例連携事例

■地域企業、金融機関との連携

地域金融機関と本学の連携により、戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業：経済産業省）に機械工学系の福本

昌宏 教授と株式会社オプトコムによる「溶射技術を用いた次世代照明測定用積分球の開発」が採択されました。

同社はLED照明等の光源の測定機器を製造するメーカーです。最近省エネで注目を集めているLED及びLED照明は、光

測定（測光・測色・放射測定）を正しく行うことが不可欠であり、正確な光束測定を行うツールの一つが積分球です。

従来の積分球には、内部の塗装被膜が衝撃や紫外線等により劣化し、寿命が短くなるという課題がありました。同社は、

自社が製造する積分球の塗装被膜の物理的・化学的特性改善を行い、「耐久性のある

塗装被膜の製造技術の確立を目指したい」という強いニーズを持っていたことから、

何度か技術相談のため本学を訪問して、福本教授の指導を受けておられました。

その後、同社の意向を知った金融機関から産学連携推進本部に相談が持ち込まれ、

サポイン事業に応募することが決まり、研究計画の策定・研究推進体制の構築・申請

書作成などで本学が同社を支援することになりました。

経済産業省の助成制度であるサポイン事業では、技術的な完成の見通し・事業化可

能性等に関して、具体的かつ実現性のある計画の提示が求められています。この観点

で、同社の技術を申請書の中で、いかに分かりやすく説明するかが課題でしたが、福

本研究室が技術面でのアドバイスを行い、開発計画策定についても、同社と連携して

作成をしました。また、とよはしTLOが事業管理機関を受託し、本事業のとりまとめ

役として参画機関の協力体制を構築し、事業の推進役を引き受けることになりました。

その結果、研究開発計画が国の認定を受け、委託費の採択を受けることができ、同

社は新事業に向けてスタートを切ることができました。

本事例は、新しい事業機会と市場を熟知している製造メーカー、本学と企業の橋渡

しを行った金融機関、ニーズとシーズを結びつける産学連携推進本部及び、とよはし

TLOの連携があって実現したものです。

■地域行政との連携

文部科学省、経済産業省、及び農林水産省が共同して選定する「地域イノベーション戦略推進地域」に､「愛知県「知の

拠点」ナノテクイノベーション戦略推進地域」と「浜松・東三河ライフフォトニクスイノベーション」の二つが平成２３

年度に指定されました。本学は、その両方に参加して、研究を進めています。

１．愛知県「知の拠点」ナノテクイノベーション戦略推進地域

公益財団法人科学技術交流財団を総合調整機関として、地域の産学官金の連携・協力により共同研究開発を行っていま

す。大学等の研究シーズを事業化・製品化することにより、新たな知と産業を創出することを目指しています。産学連携

推進本部では、総合調整機関と連携して、研究成果の権利化と技

術移転に協力していきます。

●「知の拠点」重点研究プロジェクト

愛知県が選考した３テーマのプロジェクト研究に、福本昌宏

教授、田中三郎 教授、澤田和明 教授を始め、現在２４名の

先生方が参加しています。本学研究者の役割は、右表の通り

です。先導的中核施設のインフラ整備が進み、研究が加速し

ています。

●「知の拠点」ナノテクイノベーション戦略

上記の重点研究プロジェクトが優れた構想として評価され、

平成２３年度から文部科学省の支援を得ることになりました。

この支援により、重点研究プロジェクト事業を担う研究者の

招聘と、地域連携コーディネーターの配置を行っています。

２．浜松・東三河ライフフォトニクスイノベーション

浜松・東三河地域では、光・電子関連技術を核に「輸送機器用次世代技術産業」､「新農業」､「健康・医療関連産業」

及び「光エネルギー産業」の４戦略分野において、新産業創出を目指して地域指定を受けました。平成２４年度には、文

部科学省が支援する施策「地域イノベーション戦略支援プログラム」に採択され、研究者招聘、人材育成プログラムの開

発・実施、知のネットワーク構築のための地域コーディネーターの配置などに、今後５年間にわたって支援が受けられる

ようになりました。産学連携推進本部では、上記人材育成プログラムにおいて、先端農業・バイオリサーチセンターの三

枝正彦 特任教授が主幹する「植物工場マネージャー人材育成講座」の申請及び採択後の事業支援を行っております。

産学連携推進本部では、今後も本学の研究成果を活用したプロジェクトの企画立案に努め、競争的資金獲得に向けて関
わっていきます。

次世代照明測定用の積分球

テーママーテ マーテテーマ名名名 プールグ名 グループグループグループ

低環境負荷型
次世代ナノ・マイ
クロ加工技術の
開発プロジェクト

軽量・高強度自動車・航
空機用部材の材料加工
技術の開発

○◇

難加工性材料の超
精密・高能率加工技
術の開発

◇

異種材料複合化技術
による表面加工及び
接合技術の開発

◇

食の安心・安全
技術開発プロジェ
クト

◎

農畜産物等の有害化学
物質を検出できる高度な
計測デバイスの開発

○

食品等の固形異物を
検出できる高度な計
測デバイスの開発

○◇

食品等の微生物を検
出できる高度な計測
デバイスの開発

◇

超早期診断技術
開発プロジェクト

脳・心臓・血管系等に関
連する生体情報を無侵
襲・低侵襲で継続的に計
測するための高感度な計
測技術とデバイスの開発

○◇

初期がん等の微小な
病変を高度に検出す
るベッドサイド型デバ
イスの開発

◇

生活習慣病等に関係
する生体情報を無侵
襲・低侵襲で日常的
にモニタリングできる
センサとデバイスの開
発

◎プロジェクトリーダー ○グループリーダー ◇メンバー
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Mail:

展示会展示会展示会展示会・・・・マッチングマッチングマッチングマッチング会会会会へののへのへへの出展展出展出出展

外部資金外部資金外部資金外部資金のごごのごののご案内内案内案案内

主催、共催

後援、協力、出展

展示会・イベント名 開催期日 開催場所 本学の出展・講演内容

イノベーション・
ジャパン2012

9月
27・28日

東京国際
フォーラム

電気・電子情報工学系 大平孝 教授 「走行中の車両へのタイヤを介したワイヤレス給電(EVER)」
電気・電子情報工学系 松田厚範 教授 「中温無加湿燃料電池用ナノ複合体粒子/PBI電解質膜 」
情報・知能工学系 入部百合絵 助教 「発話動作の可視化技術に基づいた発音学習システム 」
EIIRIS 吉田奈央子 助教 「グラフェン－酸化グラフェン還元微生物複合体を用いたバイオマス電力
生産」

2012土壌・地下水
環境展

10月
17～19日

東京国際
展示場

EIIRIS 吉田奈央子 助教 「グラフェン－微生物複合体を用いたバイオマス電力生産と環境浄化」

オプトロニクスフェア
2012 in浜松

10月
24～26日

アクトシティ
浜松

電気・電子情報工学系 澤田和明 教授 「イオン・光マルチモーダルセンサ」
電気・電子情報工学系 若原昭浩 教授 「フィルタレス多波長ワンチップイメージセンサ」
情報・知能工学系 中内茂樹 教授 「食味選別機、真珠品質計測装置」
環境・生命工学系 田中三郎 教授 「リチウムイオン電池等の極微小磁性異物検出装置」

アグリビジネス創出
フェア2012

11月
14～16日

東京国際
展示場

電気・電子情報工学系 滝川浩史 教授 「太陽光利用型植物工場に好適な日射計」
電気・電子情報工学系 澤田和明 教授 「精密農業のためのマルチモーダルセンサチップ」

産学官マッチング会
in 豊橋

11月27日 ホテルアーク
リッシュ豊橋

機械工学系 森謙一郎 教授 「高強度部材の塑性加工技術」
建築・都市システム学系 松本博 教授 「建物における環境適応型室内環境デザイン・省エネル
ギー技術」

産学官マッチング会
in 浜松

12月6日 アクトシティ
浜松

電気・電子情報工学系 高橋一浩 助教 「センサ素子・計測技術の開発」

産学官マッチング会
in 静岡

12月17日 静岡市産学
交流センター

環境・生命工学系（現 岐阜高専） 東海林孝幸 助教 「植物工場内の温熱環境予測と評価手法」

本学の研究シーズを産業界に技術移転するため、本学が主催等した主要な展示会を以下に示します。特にイノベーショ
ン・ジャパンは２日間で２万３千人の来場者があり、平野文部科学大臣（当時）や榊佳之学長も視察に来られました。

本学展示を視察する榊学長平野文部科学大臣(当時)が来訪開会式

産学連携ニュースは、カラーユニバーサルデザインに対応しています。

なお、産学連携ニュースWEB版を

内容等を複写・転載される場合、必ず発行元までご連絡ください。

1111月月月月 2222月月月月 3333月月月月 4444月月月月 5555月月月月

応用用応用応応用 企業業企業企企業とととと共同申請共同申請共同申請共同申請 基礎礎基礎基基礎 大学単独申請大学単独申請大学単独申請大学単独申請

11月1日～H25年2月22日：公募中

1～3年
200～2000万円/年

復興促進プログラム
マッチング促進：第3回

～3年
1500万円(総額)

日本－スイス研究交流課題
「高齢化社会のための医学」

～H25年1月31日：公募中

3年
～1500万円/年

戦略的国際科学技術協力推進事業H25年度
「再生可能エネルギー」ならびに「エネルギー利用」

H25年1月中旬 ～4月：公募予定

～3年
～1億円/年

A-STEP
本格研究開発ステージ

H25年2月～5月：公募予定

～1年
170～300万円

A-STEP  
探索タイプ


