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第４次産業革命など社会の激変のなか、企業単独では優位性を保ちにくいことを踏まえ、関西発

の独自技術を持つ中小企業と大企業等が新しいアプローチで協業・イノベーションにつなげます。 

 

 

 

◇関西発の中小企業・ベンチャー等の独自性のある尖った技術をより多く知ることができます。 

◇経験豊富なファシリテータが質疑応答をリード、コアバリューの導出等により協業の接点を拡 

げマッチング確率を高めます。 

◇オンライン上でありながら、発表企業・参加企業同士 1対 1の個別打合せにより、協業イノ 

ベーションにつなげます。 

◇当日参加できない人のために、技術発表・質疑応答の内容を映像アーカイブとして提供し、OSTEC 

のネットワークを活かしてオフラインでも接点を創出します。 

◇中小企業と大企業等との協業・イノベーション、サプライヤやユーザ等とのコンソーシアム 

への発展が期待できます。 

 

 

 

 

 

◇各ご登壇企業が各社の技術発表を 20分/社で実施、質疑応答（10分/社）をファシリテータの 

リードで行います。ご登壇企業は発表後すぐに Zoom のブレークアウトルーム(以下 BOR と略す)

に移動します。当該技術にご興味のある参加者はご登壇企業の BORに移動することで 

1対 1の個別ディスカッション
＊
が可能です。 

 

 
＊
個別打合せをご希望の方は、参加申込書の個別打合せ希望ご記入欄にその旨記載願います。ご希

望多数の場合は、当日は個別打合せをお断りし、ご連絡先をお伝えする場合が御座いますのでご

了承願います。 

 

◇発表企業ごとの技術発表・質疑応答・個別打合せのスケジュール 

 

 

 

  技術プレゼン ・ 質疑応答 
BORでの 

個別打合せ 

発表企業① 13:20～13:40 13:40～13:50 13:50～14:40 

発表企業② 13:55～14:15 14:15～14:25 14:25～15:15 

発表企業③ 14:35～14:55 14:55～15:05 15:05～15:55 

発表企業④ 15:10～15:30 15:30～15:40 15:40～16:30 

発表企業⑤ 15:45～16:05 16:05～16:15 16:15～17:05 

「関西発のイノベーション創出フォーラム」                    
―2022年度第 3回フォーラムのご案内― 

 

フォーラムの特徴 

フォーラム開催方法 
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◇開催日時：２０２３年１月２６日（木）１３：１５開始 

◇開催場所：本研究会は、Zoomによるオンライン開催（web開催）のみとなります 

参加申し込みの方には、別途、詳細ご案内（参加方法等）を事前にご案内いたします 

下記の５社が登壇いたします。 
 
１３：１５～１７：０５ 
【１】 開会    (13:15～13:20) 

 
【２】 技術発表  （13:20～16:30） 

 
発表企業順序 

① 「硬くてもろい材料でも、能率よく高精度に加工できる技術」 

株式会社新日本テック 
 

② 「カーボンニュートラルへの挑戦 農業残渣から高機能素材」 
ジカンテクノ株式会社 
 

③ 「微細メッシュでヒト細胞を三次元構造に培養できる革新的デバイス」 
         株式会社水田製作所 
 

④ 「SDGsに対応した産業廃棄物等を大幅に削減できる塗装前処理薬剤・工法」 
貴和化学薬品株式会社 
 

⑤ 「成形品質改善におけるステップ毎の支援事例紹介と量産監視への展開」 

         ムラテックメカトロニクス株式会社 
 
 
 

ファシリテータ（司会）： 
技術発表①～②  竹枝 正樹 氏 (株)Co-learning (コラーニング) 代表取締役 

      技術発表③～⑤  生田 善久 氏 (株)デュース・テクノロジーズ 代表取締役 
 

※発表技術の概要は次頁以降をご覧ください。 
 
 

【３】 発表技術にご興味のある参加者と発表者のみにて個別会議（13:50～17:05） 

各ご登壇企業の技術発表・質疑応答終了後すぐに個別会議が開始されます。 
個別会議を事前にお申込みいただいた参加者に送付の招待より Zoomのブレークアウ
トルームにご入場、待機戴き、発表企業様からの入場許可後に個別会議にご参加戴き
ます。（事務局は入退室の時間管理のみ行います） 

 

 

 

 
 

第 3回のプログラム 
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「硬くてもろい材料でも、能率よく高精度に加工できる技術」  
株式会社 新日本テック 

■特徴   

【原理】Polycrystalline Diamond(以下 PCDと略す)は、ほぼ同径のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した材料 

のため、 

①  金型切刃の PCD化により、金型を高硬度化し長寿命化を実現、 

②  PCDブレード（円盤砥石）による、硬脆性材料の高精度高能率研削加工を実現 

【新規性】 

従来の研削加工技術は、分級精度が低いダイヤモンド砥石を不

均整に結合させた砥石によって研削加工を行うため、ダイヤモン

ド砥粒ごとの切込量と砥粒同士の間隔が不均一となり、硬脆性材

料の研削加工においては、割れや欠けが発生していた。 

一方、当技術は、被加工材の材料特性を基に、割れや欠けのない

延性モード研削加工が可能な PCDブレードと研削加工条件を設計

開発して、硬脆性材料の高精度高能率研削加工を実現しており、

従来技術に対して新規性を有する。 

 

【独自性】 

・PCDブレードは特許に査定されている。特許第 5688782号、

5693781号他。 

・本研究の「機上ツルーイング装置及び工作機械」が特許に査定

された（特許第 6875675号）。 

【競争優位性】 

当社は、PCD製金型部品による金型の長寿命化実績を多数保有す

る。この技術を応用して PCDブレードおよび PCDブレード用機上

スパーク式ツルーイング・ドレッシング装置を開発し、硬脆性材

料の高精度高能率研削加工を実現した。PCDブレード専用の放電

ドレス装置は他社事例がない。当研究では、ダイヤモンド粒子（切

刃）が高密度で均一に分布し、かつ砥石の全周が均一に加工に寄

与するという理想的な研削加工が PCDブレードによって可能にな

り、硬脆性材料の高品位・高能率研削加工が可能になった。当技

術の産業上の波及効果は計り知れず、工学的にも実用化技術として極めて有用と考える。当技術は令和元年度 

戦略的基盤技術高度化支援事業（経済産業省）の支援を得て、大阪産業技術研究所と開発した。 

 
■用途  
① ガラスレンズ成形用の CVD-SiC製金型を高精度高能率 
に研削加工が可能 
4k,8k(超高精細度テレビジョン放送)やレーザ用のガラ  
スレンズおよび非球面ガラスレンズの成形に使用する  
低熱膨張金型材料CVD-SiCの研削加工に広く適用が可能 

②  SiCなど半導体材料へのブレード幅 20μm以下のダ
イシング（溝入れ）加工に適用可能 

③  狭ピッチコネクタの端子溝研削加工に適用可能 
 

 

本フォーラムへのご登壇で期待したい事項 
当社は、プレス金型の金型切刃（パンチ、ダイ）を PCD化した長寿命ダイヤモンド金型部品および PCDブレー

ド（円盤砥石）の製造販売、PCDブレードによる硬脆性材料の受託加工、ガラスレンズ成形用金型の高精度高能

率研削加工に関心をお持ちの企業との取引を期待する。PCD加工の知見を有する企業との連携も模索している。 

 

 

PCDブレードの放電ツルーイング 

 

PCDブレードによる高能率研削加工 

 

ガラスレンズ成形用のCVD-SiC金型 
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「カーボンニュートラルへの挑戦 農業残渣から高機能素材」  
ジカンテクノ 株式会社 

 

■特徴    
農業残渣や食糧残渣のもみ殻・そば殻・酒

粕等から、植物性グラフェン・植物性シリ
カ・ケイ素入りカーボンを製造  
 グラフェン*は従来の CVD法では無く、炭
化物から不純物を除去する方法で有機物か
ら低コストでの製造を実現。 
植物シリカ独自製法により高純度なシリ

カは農業法人と現地にて籾殻を再生可能エ
ネルギーで加工する事で、カーボンフットプ
リントを０に近づけるスキームにて製造 

 
 
 
■用途  
ボタニカルシリカ： 
    化粧品用、 

ベアリング材、 
感触改良材、 

半導体用封資材 
 
バイオマスカーボン 

グラフェン： 

発熱塗料 
12Vで 60℃の発熱 

モビリティ用ヒーター材 
融雪用テープ、 

   暖房用シート 
 
リチウム空気電池電極材 
 （現在NIMSに試作用素材提供） 

 
 
 
 
 

 

 

本フォーラムへのご登壇で期待したい事項 
当社の素材「ボタニカルシリカ」、バイオマスカーボン（グラフェン）の 2次製品化に向けた 

提携先やサプライヤー様を探しております。 

 

 

 

 

 

 

球状化ボタニカルシリカ 

  シート化 
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「微細メッシュでヒト細胞を三次元構造に培養できる革新的デバイス」  
株式会社 水田製作所 

 

■特徴    
極細ポリエステル繊維

で構成された微細メッ

シュの上でヒト細胞を

増殖させることで、メ

ッシュを足場とした厚

みのある細胞シートを

作製可能とする新たな

細胞培養デバイスを開

発中（右上図）である。 

ヒト細胞を用いた三次元細胞培養については、スフェロイド培養等

さまざまな技術開発が進められているが、当社技術は従来技術とし

て広く行われてる二次元培養（平面培養）で用いる器具や培養設備、

観察機器その他環境面も含めた流用が可能となっており、新たな設

備や機器、手技の習得などを必要としないため、当社開発のデバイ

スを使うだけで簡便に三次元培養が可能となり、さまざまな実験に

応用できる。（右下図） 

現在はデバイスを用いた各種ヒト細胞の培養実験と作製された

「三次元細胞シート」による機能評価を進行中。下記用途のような

幅広い領域での活用のため、デバイスを用いた実験評価、またデバ

イスラインナップ拡充を進めている。 

 

 

■用途：下図のような想定利用分野での適用を想定 

本フォーラムへのご登壇で期待したい事項 

特に「医療・バイオ」領域に向けて研究開発中の新型三次元細胞培養デバイス「Meshtable®（メッシ

ュテーブル）」の活用に関する連携先、アプリケーション開発の提携先の探索 
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「SDGsに対応した産業廃棄物等を大幅に削減できる塗装前処理薬剤・工法」  
貴和化学薬品 株式会社 

■特徴   

【背景】 

塗膜と金属を密着させること、金属表面の錆びを防ぐことを目的として、金属表面への塗装前処理が行われ

ている。主となっているのは、重金属とリン酸を含むリン酸塩処理である。しかし、SDGsをはじめとする環境

配慮の観点からは、次に挙げる 3つの課題がある。 

① 高い環境負荷（多量のスラッジ発生、廃液処理) 

② 鉱物資源の価格高騰と供給不安 

③ 高エネルギー消費 

【取り組み】 

課題を解決する取り組みとして、ジルコニウムを主成分とした塗装前処理薬剤「フェロナイズ PF」を開発し、

顧客製造ラインでも採用されている。重金属やリンを含まず、リン酸塩処理と比べてスラッジ量が 80%程度削減

できる点がメリットである。 

更なるスラッジ量の削減、省エネルギー化、省工程を目的として、耐久性にも優れた有機系の塗装前処理薬剤

「フェロナイズ OC」の開発を進めており、本年度の成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)に採択さ

れた。環境に配慮した当社の取り組みを、総括的に発表する。 

 
■用途  
現在想定している用途・実際用途例（写真を含む）： 
【用途と対象材料】 

想定している用途は、鋼製家具、自動車用部品などの金属表面へ

の塗装前処理である。開発している塗装前処理は、鉄材だけでなく

アルミニウム材など様々な金属に適用できる。 

【設備の導入】 

現在、金属表面の塗装前処理を行って

いる企業は、新たな生産設備を導入せ

ず、そのまま置き換えることが可能であ

る。また、新たに生産設備の導入を検討

する際には、省工程を達成していること

で、従来よりも１/3の設置スペースで

済み、排水設備も簡便なもので済ませる

ことができる。イニシャルコストを大幅

に削減することが可能になる。 

【企業との性能検証方法】 

・処理するワークの形状、処理条件（処理温度、処理時間、処理工

程）、要求性能などの擦り合わせ 

・テストピース処理の実施 

・テスト量産設備による、大型ワークの処理、少量産処理の実施 

・生産設備、薬剤安定管理の検証（スマートコントローラー🄬など） 

・排水設備の検証（ろ過太郎🄬など） 

 

 試行錯誤を行いながら、最適な塗装前処理薬剤、設備を提案 

 

本フォーラムへのご登壇で期待したい事項 
業務提携先の探索（共同開発の相手、製造委託先、ライセンス供与）など具体的に記載願います。 

・金属表面処理に携わっており、特に環境に配慮した取り組みを積極的に行っている企業との連携 

・当社の薬剤に興味があり、試行錯誤を繰り返しながら、共同開発を行う業務提携先 

・現在の金属表面処理剤との性能比較を実施したい企業 

 

 

図１）使用用途の例 

図 2）製造工程 

図 3）当社保有のテスト量産設備 
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「成形品質改善におけるステップ毎の支援事例紹介と量産監視への展開」  
ムラテックメカトロニクス 株式会社 

 

■特徴    
＜センサシステム＞ 
金型の挙動、たわみ、歪を直接
取り付け、金型内埋め込みで可
視化することができるセンサ
は、業界には少ない。特に耐熱
（150℃）と耐久性（300万回）、
繰り返し精度（±２μm）を備え
たセンサは唯一である。 
＜モニタリングシステム＞ 
見える化から量産の監視まで、
ステップに応じた現場対応をス

ムースに遂行できるツールとし
ては、汎用のデータロガーや
PLCではできない使いやすさに
て評価をいただいている。 

 
■用途  
 成形工程の量産監視に適用～金型成形の異常早期発見、品質管理の容易化～ 

 

 

本フォーラムへのご登壇で期待したい事項 

成形業界、金型業界への弊社製品サービス提供による業界支援およびニーズヒアリングによる製品サ

ービスのさらなる向上。 
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第 1回フォーラム：２０２２年 ９月２７日(火) 済 

第 2回フォーラム：２０２２年１１月１０日(木)  済 

第 3回フォーラム：２０２３年 １月２６日(木) 

 

2022年度に取り上げた技術を別紙に一覧としていますのでご参照お願いします。 

 

 

  フォーラムの説明とこれまでの開催実績 

➡ https://kansai-forum.ostec.or.jp/ 
 

 

 

 

 

～フォーラムへの参加方法は２種類あります～ 

 

【参加方法①  各回ごとの参加】参加費：￥１６，５００／人(税込) 
OSTEC非賛助会員は、￥２２，０００／人(税込) 

 
【参加方法②  年間会員による参加】年会費：￥７７，０００／社(税込) 

OSTEC非賛助会員は、￥１１０，０００／社(税込) 

年間会員 ➤1社から複数名の参加が可能です。 

     (5名/社以上ご参加の場合はこちらがお得です) 

                         ➤各回の出欠に関わらず、下記ホームページ会員ページより関連資料を 

受け取れます。 

                         ➤今後取り上げるテーマ・技術等についてリクエストが可能です 

 

関西発のイノベーション創出フォーラムのホームページよりお申込みください 

（ 第３回参加の申し込み締め切り：１／２０ (水)  

直前の参加希望の場合は、ホームページお問合せよりご相談ください） 

 

 

 

 

フォーラムの参加方法 

2022年度のフォーラム開催予定 

 



開催回 開催時期
ファシリ
テータ

(敬称略）
ご登壇企業名 演目

ミツフジ(株)
バイタルデータを活用した次世代ウェアラブルの
技術開発～その背景と取組みについて

(株)パリティ・イノベーションズ
世界初、SF映画で見た何もない空中に映像を
表示したり,空中でスイッチのON/OFFを実現する技術

APSジャパン(株)
世界初！　アルミ基材へのバインダ―レス
酸化チタン（＝アルミオンフィルター）の
技術確立による革新的光触媒除菌脱臭性能!

尾池アドバンストフィルム(株)
蒸着による金属調フィルムの加工と応用展開
　～電子レンジ用ホイル代替から
自動車エンブレムまで～

(株)Space Power Technologies
数ｍ先へのワイヤレス給電を実用化！
配線レス、電池交換レスでIoT機器、
小型アクチュエータを駆動

(株)フツパー
はやい・やすい・巧い
製造業向け画像認識エッジAIサービス

(株)GeekGuild
AIモデルを高速・軽量化する技術で、
低コストで使えるAIシステムを！

TSTジャパン(株)
地盤・建造物の異常早期発見システムの提案
“５Gで複雑な信号をクラウドへ転送、
クラウドAI処理で速やかに異常検知”

ハイテン工業 (株)
Ni基超々合金金型による
高強度難加工材（Ni,Ti合金）の熱間鍛造
における金型温度900℃での革新的生産性向上技術

アーカイラス(株)
プラズモニックナノタグで模倣品から
顧客のブランドを守る

(株)マリ
感染防止・ケア品質向上のためのミリ波レーダ
生体情報センシング技術による遠隔モニタリング

(株)tiwaki
国内最強！高速・高精度のエッジ画像認識技術
ラインナップ：tiwaki AI++

(株) 新日本テック
硬くてもろい材料でも、
能率よく高精度に加工できる技術

ジカンテクノ(株)
カーボンニュートラルへの挑戦
農業残渣から高機能素材

(株) 水田製作所
微細メッシュでヒト細胞を三次元構造に
培養できる革新的デバイス

貴和化学薬品(株)
SDGsに対応した産業廃棄物等を
大幅に削減できる塗装前処理薬剤・工法

ムラテックメカトロニクス(株)
成形品質改善におけるステップ毎の
支援事例紹介と量産監視への展開

2022年度　関西発のイノベーション創出フォーラムご登壇企業

第３回 1月26日

竹枝 正樹

生田 善久

第１回 9月27日

吉川 正晃

上市 圭祐

第２回 11月10日

佐近 朱美

渡辺 茂
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