
オープンラボ

埼玉県産業技術総合センター

参加
無料

研究成果発表 施設見学会

埼玉県の研究成果と近隣都県の
研究機関の研究成果を発表いたします。

センター保有の各種試験機器、
設備等をご見学いただけます。

10:00~12:00 15:50~

埼玉県産業技術総合センター(SAITEC)は、地域企業を技術面から支援するために、
埼玉県が設置する公設試験研究機関です。

埼玉県で実施した研究開発や事業の成果を紹介します。
多数の皆様のご参加をお待ちしております。

令和元年９月２６日(木)
10:00~17:00(受付 9:30～)

「彩の国」さいたま

埼玉県

会場

埼玉県産業技術総合センター
SKIPシティ（川口市）

令和元年度

～ 中小企業に訪れる、ものづくりの変化を考える ～

■～正しい“思考プロセス”が、企業の未来を創る～

「観察」による潜在的ニーズ・課題の
抽出・分析と、ビジネスへの活用

講 演
13:00~

合同会社リアル・アイズ 越野 孝史 氏

■デジタル技術で変わるものづくり
株式会社デジネル 原 雄司 氏

3Dプリンタをはじめとした、ものづくりに
活用できるデジタル技術について紹介します。

潜在的ニーズを抽出・分析する「思考プロセス」
を紹介します。

成果展示 や デザイン相談会 も実施します。
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研究成果発表

A-1 10:00～10:20 溶剤による炭素繊維強化ナイロン複合材料のリサイクル

ＳＡＩＴＥＣ 技術支援室 化学技術担当 坂本 大輔

A-2 10:20～10:40 炭素繊維強化樹脂（CFRP/CFRTP）へのめっき技術の開発

ＳＡＩＴＥＣ 技術支援室 化学技術担当 熊谷 知哉

A-3 10:40～11:00 普及型水蒸気透過度測定装置の開発

ＳＡＩＴＥＣ 北部研究所 技術・事業化支援室 食品・バイオ技術担当 飯塚 真也

A-4 11:00～11:20 医療福祉機器に関する研究開発および規格開発

ＳＡＩＴＥＣ 技術支援室 戦略プロジェクト推進担当 半田 隆志

A-5 11:20～11:40 トポロジー最適化を利用したキッチンカーの開発

(地独)東京都立産業技術研究センター 上野 明也 氏

A-6 11:40～12:00 打撃用具評価設備を活用したスポーツ産業支援のための新商品開発

富山県産業技術研究開発センター 浦上 晃 氏

10:00～12:00
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B-1 10:00～10:20 新規アルカリ燃料電池の開発

ＳＡＩＴＥＣ 技術支援室 戦略プロジェクト推進担当 稲本 将史

B-2 10:20～10:40 次世代蓄電池技術研究開発

ＳＡＩＴＥＣ 技術支援室 戦略プロジェクト推進担当 栗原 英紀

B-3 10:40～11:00 排煙管内清掃ロボットの開発

ＳＡＩＴＥＣ 事業化支援室 製品開発支援担当 山崎 彰太

B-4 11:00～11:20 スマートものづくり支援の取り組み

ＳＡＩＴＥＣ 技術支援室 電気・電子技術担当 本多 春樹

B-5 11:20～11:40 高精細X線CT装置を利用した高炉水砕スラグと砂利の混合比管理の調査研究

千葉県産業支援技術研究所 松岡 弘己 氏

B-6 11:40～12:00 高加速電圧でトップビュー観察したSEM像からの逆テーパーレジストパターンの
底部幅の推定

(地独)神奈川県立産業技術総合研究所 黒内 正仁 氏

10:00～16:30
１階 多目的室２

3階 A・Ｂ会議室

研
究
成
果
発
表
２

成果品の展示やパネル展示を行います。
・先端産業創造プロジェクト 成果紹介
・埼玉大学オープンイノベーションセンター 事業紹介
・近隣の公設試験研究機関が行う事業の紹介
・SAITECが行う研究や事業の紹介

※展示会はお申込み不要です。ご来場の方は会場内で自由にご覧いただけます。

事業成果を
多数展示します。

先端産業創造プロジェクト事業 等
SAITEC・連携公設試成果展示

デザイン相談会

10:00～17:00
1階 受付前ロビー

商品のデザイン（企画・スタイリング・プロモーション等）についてお悩みはありませんか？

当センターのデザイン担当が相談を受け付けております。この機会にぜひお申し込みください。
※事前申込の方を優先させていただきます。参加申込書またはメールにてお申し込みください。

御都合の合わない方は、別の日の御相談もお受けいたします。



デジタル技術で変わるものづくり

講 演

3DプリンターやAIなどと組みあせた最先端のデジタル技術は、様々な分野で注目されている。
そこで最も重要になるのはそれらデジタル技術を使いこなせる人材＝デジタルアルティザン
（デジタル技術＋職人）だと考えている。近年リサーチした海外の動向とあわせて、弊社での実
験的な取り組みや、デジタルアルティザンの活動を紹介し、デジタル技術で変わる今後について
説明する。

施設見学会

14:30~15:30 1階 多目的ホール 株式会社デジネル
代表取締役

当センターが保有する試験機器・設備を
ご覧いただける貴重な機会です。ぜひご参加ください。

13:00～15:30
1階 多目的ホール

大手通信機メーカーに就職し製品開発部門に配属。その後3D-CAD/CAMメーカーに転職してソフトウェア開発を担当。2006年に株式会社
ケイズデザインラボを創業、2017年まで代表取締役を務めた。同年にデジネル、デジタルアルティザン、EXTRABOLDを設立し、現職である
代表取締役に就任。

主な著書には「不可能を可能にする 3Dプリンター×3Dスキャナーの新時代」（日経BP社）、「3Dプリンター導入&制作 完全活用ガイド」
(技術評論社）がある。

講師略歴

～正しい“思考プロセス”が、企業の未来を創る～

「観察」による潜在的ニーズ・課題の
抽出・分析と、ビジネスへの活用

13:10~14:10 1階 多目的ホール

※見学コースは参加申込書による事前受付、ある
いは当日の受付時にお選びいただけます。お申
し込み多数の場合、参加いただけない場合がご
ざいますので、あらかじめご了承ください。

原 雄司 氏

見学機器の
一例です

合同会社リアル・アイズ
代表社員

講師略歴
1983年立教大学経済学部経済学科卒業後、大日本印刷(株)入社
1985年 (株)ドゥ・ハウス入社、1990年同社取締役 以降一貫して企業のマーケティング課題へのソリューションに取り組む。
2006年(株)エルネット（現：株式会社オージス総研 行動観察リフレーム本部）に入社し、2008年より行動観察のビジネス化に携わる。
2009年より行動観察をはじめとしたリサーチ部隊のマネジメントに携わるとともに、「行動観察力育成講座」講師を務める。その他講演実績
多数。
2016年、合同会社リアル・アイズを設立し、観察を起点とした思考プロセスに基づく企業課題のソリューション・人材育成事業を展開してい
る。

主な著書には「ショッパーマーケティング(流通経済研究所編)」(日本経済新聞出版社)、「将来ニーズの発掘と新製品開発への活用」
（技術情報協会）、「研究開発部門におけるビッグデータの活かし方と具体的なデータ収集・分析・活用の仕方」(技術情報協会）がある。

AIの急速な進展、少子高齢化に伴う人口減少など、現代日本はかつてない転換期を迎えており、
過去の成功体験・成功法則の多くはあてはまらず、“正解”が見えない社会になっている。このよう
な社会環境下では、正解のない課題に自ら正解を作り出すことが求められる。

当講演では、企業の未来創りのヒントは “いま” を正しく理解する中にあるという前提の元、
“事実” と正しく向き合い、それを多様に解釈・整理し、ビジネス課題の解決に活かす「思考プロ
セス」について解説する。

越野 孝史 氏

FT-NMR

定員120名(先着順)

減圧恒温恒湿槽人工気象室

Aコース ものづくり
3Dﾌﾟﾘﾝﾀ/3Dﾃﾞｼﾞﾀｲｻﾞ、ﾏｲｸﾛﾌｫｰｶｽX線CT、…

Bコース 品質評価
人工気象室、大型X線CT、電波暗室、…

15:50～16:50
集合場所：1階 受付前定員 3コース合計:60名

【役職】
株式会社デジネル／株式会社デジタルアルティザン／株式会社EXTRABOLD 代表取締役
株式会社キャステム 顧問、慶應大学SFC研究所員、格闘家

【役職】
合同会社リアル・アイズ 代表社員、日本人間工学会認定 人間工学専門家

Cコース 化学
FT-NMR、四重極飛行時間型GC/MS、…

3Dプリンタ

大型X線CT

電波暗室



交通情報・アクセス

参加申込書
下記事項を御記入の上、FAXでお申込み下さい。メールからのお申込みも受け付けております。
ご記入いただいた内容は、当該業務以外の目的には使用いたしません。

埼玉県産業技術総合センター

FAX：048-265-1334
E-Mail：eventｰkikakuR1@saitec.pref.saitama.jp

〒333-0844
埼玉県川口市上青木3-12-18

TEL : 048-265-1311 (代表)

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

至川口西IC 外環道及び国道298号線 至越谷三郷方面

至蕨 蕨鳩ヶ谷線●交番

●消防署

●
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交差点

南前川
交差点

西
川
口
駅

岸川中
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川口市立高校

お車でお越しの方
SAITECの建物の地下駐車場にお止めの際は、
駐車券をお持ちの上、発表会受付にお申し出
ください。
（当日は建物北側に臨時駐車場を設けます）

電車・バスでお越しの方
JR西川口駅東口 から国際興業バス
「西川08 川口市立高校先回り上青木循環」乗車

約15分、川口市立高校下車徒歩5分

https://www.pref.saitama.lg.jp/saitec/
shien/event/openlaboratory/r1.html

SAITEC オープンラボ 検索

詳しくはホームページをご覧ください。

企業名・団体名

E-mail 電話番号

参加者名
参加者
役職・

所属等

本イベントを
何で知りましたか ☑

□webページ□メルマガ□職員から案内 □他イベント案内（ ）

□パンフレット（入手先： ）□その他（ ）

イベント参加
（○をつけてください）

午前
（研究成果発表）

午後
（講演等）

施設見学会※1

参加 参加 Aコース参加 Bコース参加 Cコース参加

デザイン相談※2

希望時間を御記入下さい

相談時間：①10:00～10:50 ②11:00～11:50 第一希望（ ）
③13:30～14:20 ④15:40～16:30 第二希望（ ）

SAITECメールマガジン
への登録 ☑ □希望する □希望しない

※1,2 お申し込み多数の場合、参加いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ：企画・総務室 TEL : 048-265-1311(代表) 048-265-1368(直通)

E-mail : eventｰkikakuR1@saitec.pref.saitama.jp

※2 デザイン相談を事前にお申し込みいただいた場合は、相談時間を事前連絡させていただきます。

臨時
駐車場

至鳩ヶ谷


