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 電気通信大学　B 棟２０１号室

 産業支援機関のコーディネータ、 インキュベーションマネージャー、

 企業のビジネス支援 ・ 企業や大学のマッチングを担当するコーディネータ、

 独自の技術を有する中堅 ・ 中小企業

１３:３０ 主催者、 来賓挨拶

 大阪ガス (株) のニーズ紹介 （１）　

 ［講師］

 大阪ガス (株) 技術戦略部 オープンイノベーション室 室長 松本 毅様

１５:００ ～休憩～

１５:１５ 大阪ガス (株) のニーズ紹介 （２）

１６:５０ 会場移動

１７:００ 懇親会 （会費３,０００円）

お名前、 企業名 （役職 ・ 所属）、 所在地 （住所）、 お電話番号、 メールアドレス、

懇親会の参加有無をご記入の上 open-innovation@campuscreate.com
へメールでご連絡ください。
担当 ： 株式会社キャンパスクリエイト （電気通信大学 TLO） 技術移転部　
オープンイノベーション推進室プロデューサー　須藤 慎

主催 ： 国立大学法人電気通信大学産学官連携センター

共催 ： 大阪ガス株式会社、 京都リサーチパーク株式会社

後援 ： 社団法人目黒会（同窓会）、 株式会社キャンパスクリエイト（電気通信大学 TLO）

7月20日（金）
１３:３０～１７:００ （懇親会１７:００～１８:３０）
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エントリーシートをOG各部署で
チェック＆コメント記入

評価結果をエントリー企業に
フィードバック

第３回 ビジネス・マッチング【大阪ガス（株）】スケジュール

大阪ガス技術ニーズ　公開説明会
（各支援機関向け）

■この説明会は主に各支援機関の担当者を対象に開催します。

中堅中小企業・ベンチャー企業の方々の参加も可能です。

各支援機関

各支援機関

対象候補企業の
探索

エントリーシート
チェック

京都リサーチパーク（KRP）
（事務局）

京都リサーチパーク（KRP）
（事務局）

大阪ガス（OG）

大阪ガス（OG）

中小・ベンチャー企業

各支援機関

中小・ベンチャー企業

２０１２年
７月２０日（金）

エントリーシート締切
９月７日（金）

面談有無の連絡
２０１２年９月中旬頃

第２回目の個別面談
大阪ガスが面談を希望する企業＋大阪ガス

■原則として大阪での開催となります。

各企業のご負担でご参加ください。

第1回目の個別面談
（マッチング会）

会場：電気通信大学

大阪ガスが面談を希望する企業＋支援機関＋大阪ガス

２０１２年
１０月４日（木）・５日（金）

提案技術の詳細内容チェック

第２回面談希望の有無確定

２０１２年１０月

２０１２年１１月中旬頃

【大阪ガスからの第２回目面談希望企業】
・面談希望有無のご連絡と共に、大阪
　ガスニーズ探索担当者の連絡先も
　お伝えします。
・各企業にて，日程調整の上，個別に
　第2回面談の調整を行います。
・守秘義務契約を交わした上での面
　談も可能です。

【ご注意】
この段階では守秘義務契約を締結
しない中での面談になります。

第1回目の個別面談について有無の連絡

第２回目の個別面談について有無の連絡

本事業は、 電気通信大学が地域経済の

発展に寄与するため、 多摩地域の大学 ・

インキュベーション施設 ・ 地域産業支援

機関 ・ 金融機関等と連携しながら、 地域

の中堅中小企業 ・ ベンチャー企業と大学

による産学連携や大企業との産 ・ 産連携

の促進を支援するものです。 多摩地域に

おいて、 より高い成功確率でオープン ・

イノベーションの推進に寄与することを目

指します。

コーディネータ、
 インキュベーションマネージャー等

  独自の技術を有する中堅・中小企業



酸素製造技術 （中空糸）

第３回ビジネスマッチング 技術ニーズ ・ 探索技術の一覧前回開催時のビジネスマッチング実績

【業務用 ・ 産業用機器】 
1-1 酸素製造装置の動向

1-2 低温熱駆動の機器、 利用技術

1-3 美味しさの科学的検証方法の探索

1-4 ガスエンジンコージェネ用

 可変速制御発電機用インバータ

1-5 ミスト蒸発冷却の評価及び設計手法

1-6 厨房内空気環境の簡易把握手法の検討

1-7 吸収式冷凍機の吸収器の、

 新たな方式に関する技術調査

 

【家庭用機器】 
2-1 浴室での健康管理に関する技術

2-2 電子基板の過電圧 ・ 過電流の検出及び

 回路の保護技術

 

【パイプライン ・ インフラ技術】 
3-1 鉛フリー半田の長期信頼性評価手法

3-2 １次リチウム電池の長期信頼性評価手法

3-3 中圧 PE 管に適用可能な防護材料

3-4 電子基板の長期使用のための

 信頼性評価手法

3-5 耐熱性ライニング樹脂

3-6 舗装割り方法

【基盤技術】 
4-1 バイオマス炭化物の用途探索

4-2 CO2 を原料に用いた化成品、

 高分子の合成技術

4-3 植物バイオマスからの化学品、樹脂複合材料、 

 炭素材料製造技術

4-4 水熱合成による金属酸化物ナノ材料の合成と

 分散、 ペースト化

4-5 色素増感太陽電池用の封止材料及び

 封止技術

4-6 色素増感太陽電池用色素

4-7 インフレーションフィルムの成型

4-8 高電圧パルス電源

【エンジニアリング技術】 
5-1 メタンリッチガスからの酸素除去技術

5-2 蓄熱材

5-3 高温高性能熱交換器の探索

5-4 廃水中の塩素除去技術

5-5 廃水中でのステンレスの腐食防止技術 ・

 腐食モニタリング技術

5-6 廃水中有機物の重合抑制技術

5-7 建材に使用できる蓄熱材

5-8 オフィス用省エネブラインド

5-9 スマートコンセント

5-10 屋上防水改修の不要な

 太陽光パネル設置技術

 

【材料技術】 
6-1 抗菌 ・ 防腐 ・ 防かび ・ 防藻 ・

 防虫用の化合物 （原体） の探索

6-2 高純度メタンの用途探索

6-3 プラスチックの微粉砕技術

【技術分野】 
7-1 燃料電池関連技術

7-2 HEMS 関連

7-3 高効率燃焼技術 （酸素富化燃焼等）

 

平成２３年度
マッチング結果

平成２３年度
マッチング結果

「透過膜（中空糸膜）方式による

酸素製造技術」
●

開発担当者との打ち合わせを

調整中

「PBO繊維を使った高強度材料」
●

サンプル入手して評価希望

「アルミニウムを使った

ハニカム構造の内部に

吸音材料を充填した防音材料」
●

開発担当者が技術提案先を

訪問予定

「ガラス板の中間にレーザーを

吸収するインサート材を

用いて加工する技術」
●

開発担当者との打ち合わせを

調整中

「赤外線アレイセンサー利用の

人感センサー、HEMS用見守り卵」
●

開発担当者との打ち合わせを

調整中

「ＦＳＭ技術（直流パルス電流）

による腐食モニタリング」
●

開発担当者との打ち合わせを

調整中

中圧 PE 管に適用可能な

防護材料

車載用－低音用

防音新技術調査

２枚のガラス板の

長期耐久性を有する

封止技術の探索

在席検知及び無線送信機

廃水中でのステンレスの

腐食防止技術 ・

腐食モニタリング技術


