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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 14:30～14:50 14:50～15:00 15:00～15:50 

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 

発表企業⑥ 16:20～16:40 16:40～16:50 16:50～17:40 

「関西発のイノベーション創出フォーラム」                    
―2022年度第 1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：２０２２年９月２７日（火）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 

第 1回は、下記の６社が登壇いたします。 
 
１３：１５～１７：４０ 
【１】 開会    (13:15～13:20) 

 
【２】 技術発表  （13:20～17:00） 

 
発表企業順序 

① 「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」 
ミツフジ株式会社 
 

②「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」 

株式会社パリティ・イノベーションズ 
 

      ③「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！」 

         ＡＰＳジャパン株式会社 
 

      ④「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～」 

尾池アドバンストフィルム株式会社 
 

      ⑤「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」 

         株式会社 Space Power Technologies 
 
      ⑥「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」 

株式会社フツパー 
 
ファシリテータ（司会）： 

技術発表①～③ 吉川正晃氏 (株)Human Hub Japan代表 
(元大阪イノベーションハブ推進責任者) 

      技術発表④～⑥ 上市圭祐氏 (株)電通 関西支社 ソリューションデザイン局 
 コミュニケーション・デザイナー 

※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（13:50～17:40） 
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 1回のプログラム 
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「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」  
ミツフジ株式会社 

■特徴    
・技術の中核は正確なバイタルデータの取得と、取得したバイタルデータに基づいたアルゴリズム開発 

 

・ナイロンを芯材とし銀を被膜した独自の銀めっき導電性繊維"AGposs”（弊社固有技術で銀の性質を持ちながら

糸の風合いを残し、導電性・伸縮性・洗濯耐久性を保持）の開発・製造 

 

・同繊維をセンサとした、着心地がよく、普段着として着るだけで、着用者の見守り、ストレス、暑熱リスク、

眠気などの体調や感情の可視化および予知を行うことが可能な着衣型ウェアラブルセンサおよびリストバンド

型とスマートウォッチ型ウェアラブルの開発 

 

・センサから連続した正確なバイタルデータを取得し、そのデータを独自のアルゴリズムで解析し、社会やお客

様の課題解決に応えるサービスを展開 

 

・福島県川俣町の西部工業団地にウェアラブル専用工場を保有し、様々なタイプのウェアラブルセンサおよび銀

めっき繊維を使用した衛生製品を製造 

 

・デバイスおよびアルゴリズム開発は自社及び大学との連携により研究開発を実施しており、素材からソフトウ

エアまで一気通貫で自社にて行うことで、ビジネスの共創と拡張性を持つ 
 

■用途例 
・ウェアラブルデバイスを活用した実証を行い、スマートシティ構想の実現を図る取組み 

・ウェアラブルデバイスを活用した自治体での高齢者の見守りサービス 

・Be-A Japan様との経血量が計測できる吸水ショーツの共同開発 

 

銀めっき導電性繊維 AGposs        

 「経血量を計測できる吸水ショーツ」 プロジェクト概要  

 

 

 

 

 

 

本フォーラムへのご登壇で期待したい事項 

・自社技術の新規用途開発先発掘 

・共同開発、共創パートナー 

・企業のニーズ・課題・動向調査    など 
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「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」 
株式会社パリティ・イノベーションズ 

■特徴  
パリティミラーは図１に示すように 

マイクロミラーアレイによる反射で実 

像を結像し、空中映像として映し出す 

機能を有している結像光学素子である。 

下に置いたものをちょうど面対称の 

位置に等倍で結像する、いわば映像 

を宙に浮かび上がらせる鏡であり、 

フルカラーで歪みなどのない実在感 

にあふれる空中映像を表示できる。 

さらに、パリティミラーは従来の 

空中映像技術において問題とされて 

いたデバイス装着の煩わしさや装置の 

大型化・複雑化を解消できる。即ち、 

裸眼で観察可能であり、2mm程度の 

薄い板状素子を置くだけで空中映像が表示できるという簡便さがこれまでにない特徴である。 

また、ナノインプリント技術をベースとした樹脂成形でパリティミラーを製造できることから、ナノレベルの

高い精度が要求されるものを低コストで量産可能とした。 

 基本特許は日米中韓印英独仏にて成立、関連特許はこれまでに 20件以上が成立しており、新規性・進歩性が

広く認められている。 

■用途 
センサと組み合わせることにより非接触空中スイッチ・空中タッチディスプレイが実現できる（図２参照）。 

接触感染対策の技術として非接触空中スイッチ・空中タッチディスプレイが大きな注目を集めている。従来の

スイッチやタッチディスプレイでは物理的な接触が伴うため、不特定多数が触れる可能性があるエレベーターや

券売機などの公共空間に設置される操作端末におけるリスクの低減や安心感を与えることができ、ウィズコロナ

時代の新たな価値創造に貢献できていると考えている。 

センサのみの非接触操作装置と異なり、スイッチ等が作動する場所を空間的に明確に示すことができるため初

めて操作する人でも直感的に操作可能な利点がある。まさに SF映画に登場する技術を再現するものであり、世

界中の人々が待ち望んできた技術であると期待されており、接触感染対策ツールからエンターテイメントまで幅

広い用途に用いることができる。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
■本フォーラムへのご登壇で期待したい事項 
共同開発 

 ・空中映像の応用システム開発を実施する企業。 

・空中映像応用のコンテンツ開発を実施する企業 

販売先の探索 

・広告やエンターテインメント分野で空中映像の導入に興味がある企業、非接触空中タッチディスプレイの導

入に興味がある企業。 

図 1 パリティミラーによる空中映像表示原理の模式図 

図２ パリティミラーを用いた非接触空中スイッチ・空中タッチディスプレイ操作の様子 
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「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！」  
ＡＰＳジャパン株式会社 

■特徴    
従来型の光触媒フィルターとしては、①セ

ラミックタイプ、②バインダー（プライマー）
タイプ（バインダータイプと略す）等が知ら
れている。 
セラミックタイプは多孔性のセラミック

基材上に光触媒（酸化チタン（TiO2）以下略
す）を担持して構成される。光触媒性能とし
てはセラミックによって紫外線照射範囲が限
定されることが課題。 
バインダータイプは適当な基材上にその

保護のためのバインダー層を設けられる。そ
して、光触媒を基材上に固定するためのバインダーとして無機物が使用される。バインダ
ータイプは、この無機物がバインダー層の大半を覆う構造を有する。このため、光触媒の表面がバインダーで覆
われるため、反応場となる光触媒表面の面積（量）が制限されることが課題。これらの課題を有する従来型の光
触媒フィルターでは、光触媒が有する光反応特性が制限されることとなり、有機化学物質の酸化分解反応速度の
低下や、消臭性能、除菌性能が十分に得られない、不要な中間生成物の生成により、異臭の発生や、空気清浄の
性能を低下させてしまうことがあった。 
 
従来型の光触媒フィルターの課題に対し、アルミ基材中にナノポーラス形状を成形し、アンカー効果にて光触

媒を世界で初めてバインダーレスで担持する技術を成功。 
 次に示す図１は、光触媒を担持する前のナノポーラス形状のアルミ基材の表面を示す写真であり、図２は、光
触媒を担持した後のアルミ基材の断面を示す写真である。 
図１に示すように、光触媒担 

持前のアルミ基材では、その表 
面に１００nm以上の径のポーラ 
スを観察することができる。 
また、上記図２に示すように 

光触媒である酸化チタンを担持 
した後、アルミ基材表面に形成 
されたポーラス内に、光触媒粒 
子が侵入していることが確認で 
きる。このように、ポーラス内に光触媒粒子が侵入することで、基材表面とポーラス内の酸化チタン同士が結合
して、アンカー効果によりアルミ基材に密着することができる。従来型光触媒の紫外線照射面積の制限という課
題を解決し、最も重要である紫外線照射面積を飛躍的に拡大させることに成功。 

■用途  
１、室内空間の浄化：換気装置への装着により除菌脱臭、トイレ、介護施設・機器での異臭改善 

ホルムアルデヒド等の人体への影響を及ぼす労働環境改善 

２、食品輸送：エチレンガス分解による鮮度維持 

３、水質改善：陸上養殖 

 

光触媒除菌脱臭機 

 

 

 

 

 

 

 

本フォーラムへのご登壇で期待したい事項 

・強固な除菌脱臭能力を持つアルミオンフィルターを使用した製品開発メーカーとのマッチングを

希望（空気改善、水質改善） 

図１.光触媒担持前の基材表面 図２. 光触媒担持後の基材断面 
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「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～」  
尾池アドバンストフィルム株式会社 

■特徴    
・ロール・ツー・ロール(RTRと以下略す)蒸着技術にて電波透過性のある金属調加飾は珍しい。 

・加工方法は、RTR真空蒸着装置にセットしたフィルムをローディングしながら、あらかじめ RTR真空蒸着装置

のるつぼに入れた金属ブロックを１０００℃以上に加熱し、蒸気化し金属蒸気をフィルムに蒸着する。 

・蒸着されたフィルムの外観は金属種にインジウム（In）を用いると、目視では均一な金属膜の外観を呈する。 

 実態顕微鏡で観察すると金属結晶が海島構造をしており、連続的な金属膜ではないことが特徴。 

・この海島構造が本フィルムの導電性を阻害し、結果、高抵抗となる。一方、電波透過性が良好な金属調の加飾

フィルムの特性を発揮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顕微鏡観察 連続膜(金属種 アルミ)     顕微鏡観察 不連続膜(金属種 錫、インジウム) 

■用途  
・車載用、電波透過性エンブレム（金属調なのにミリ波レーダーを透過：下図参照） 

・アルミホイルは導電性を有していることから、電子レンジでスパークして使用できないが、電波透過性蒸着し

たフィルムはアルミホイル代替として使用可能。 

・バイオプラスチックフィルム・生分解性プラスチックフィルム×電波透過性インジウム（スズ）蒸着＝環境 

対応型アルミホイル代替の可能性 

 

RTR蒸着フィルム 

 

車載用、電波透過性エンブレム 

      

本フォーラムへのご登壇で期待したい事項 
・インジウム蒸着はメタル調加飾、電波透過性、モールド屈曲耐性を有し、特徴ある加工技術となっています。

用途開発の協業パートナーを探しています。 

 

・プラスチックフィルムへの加工で多様な金属蒸着加工の実績がございます。石油由来プラスチックに変わる 

バイオマス・生分解性プラスチックへの高付加価値用途開発パートナーを探しています。 
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「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」  

株式会社 Space Power Technologies 
■特徴    
＜原理＞ 電波（マイクロ波）を使い、離

れた機器へワイヤレスで電力を伝送。 

＜制度＞ 2022年 5月に制度が整備され、

無線局免許取得して使用可能となった。 

＜当社技術の特長＞ 

現制度で使える周波数帯のうち 5.7GHz 

帯を用い、独自特許技術により 
・より遠くへ大きい電力をワイヤレ 

ス給電：1ｍ先で 1w受電 
（他社比 6倍） 

・電波を可視化/知覚連携 

により安全性向上※ 

・高効率照射により電波 

干渉回避 

※現行制度では 5.7GHz帯  

屋内無人エリアでのみ使 

用可能 

＊より高効率の 24GHz送 

電の技術開発、制度化に 

取組中 

■用途  

第 1ステップ：現行制度でのワイヤレス給電の用途（無人の屋内） 

・Eコマースのデジタルピッキング用表示器向け  ・工作機械のツール状態センサ向け 

・生産工程の IoTセンサ向け、小型アクチュエータ向け 

第 2ステップ：開発中、制度化活動中のワイヤレス電力伝送の用途（有人、屋外へ拡大） 
・スマートフォン、ノート PC等の充電向け  ・ウエアラブル機器への給電向け 

・インフラ点検・管理機器への給電  ・オフグリッド・サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本フォーラムへのご登壇で期待したい事項 
1）ワイヤレス電力伝送システムのユーザ（顧客）拡大 

2）そのための販売代理店やシステムインテグレータ等協業相手の探索 

3）ワイヤレス電力伝送の新たな用途とその共同開発相手の探索 

4）資金提供先の探索 

5）R&D、知財戦略、事業開発を担う人材の募集 
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「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」  
株式会社フツパー 

■特徴    
＜技術＞ 

弊社独自の技術で AIモデルを圧縮しエッジデバイスに実装することで、製造業の要求に耐えうる処理速度と

初期費用を抑えた導入が可能です。通常、クラウドを用いた画像認識 AIの処理時間は 3秒に 1回ほどと言われ

ておりますが、上記により 1秒間に 20-30回の判定を行うことが可能です。 

 

＜新規性/独自性＞  

従来のビッグデータをもとに再学習させるのではなく、AIが判定する基準値とは別に学習用の閾値を設定す

ることで、良品に近い不良品や不良品に近い良品を中心に集め、再学習処理の簡素化を実現可能です。 

受験勉強で例えますと、試験で 95点取れている科目を勉強するよりも、苦手科目を学習した方がスコアの伸

び率が上がりやすいことと同様に、AIの再学習も AIが判断の難しかったものだけを学習させることで学習効率

を上げ、費用負担を軽減することが可能です。(特許出願中) 

 

＜競合優位性＞ 

競合する企業の分類としてはセンサ会社と AI会社が挙げられます。 

<センサ> 

明確にルールベースで見ることができない領域が存在しますので、センサによる検査の自動化をご進行した製造

業様の中で、ルールベースの判定方法にて検出することができないと言われた場合、弊社サービスのお引き合い

が強くなります。 

 

<AI> 

弊社は「始めてみないと(精度が)わからない」AIの中で、安価な月額にてサービス提供しているため、他社が

弊社の提供価格よりも高単価である場合が多く、大手様の案件においても弊社の現場実績をご評価いただくケー

スもございます。 

また弊社はディープラーニングを強みとしており、曖昧な判定基準が存在するお客様からのお引き合いが多く、 

マシンラーニングを得意とする競合他社と得意なワークの領域が異なります。 

 

■用途  

 製造業（食品、金属、繊維など）での様々な目視検査を AIで実施 

 
 
弊社は「はやい・やすい・巧い AI」をコンセプトに人手不足や人件費の高騰、品質向上のニーズ

に対して中小製造業の外観検査の自動化をご支援させていただいております。 
  
価格設定としては検査作業を専属で行なっている方の人件費より安くなるように初年度月額 
298,000 円、2 年目以降は月額 98,000 円でサービス提供しており、このサービスの中にはエッジ

コンピュータ、産業用カメラ(フル HD)、カスタム AI開発と AI管理アプリ(再学習/リアルタイム通
知機能等)が含まれております。 

 
 

 

本フォーラムへのご登壇で期待したい事項 

・製造現場向け画像認識 AIの構築に強みを持つ弊社と、大手企業様を中心とした潤沢なリソースを持つ方々 

とで、共同開発を実施したく存じます。 

・その他、自社では解決できない業務課題に対し、弊社からソリューションを提供させていただく販売先を探

索しております。 
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第 1回フォーラム：２０２２年 ９月２７日(火) 

第 2回フォーラム：２０２２年１１月１０日(木) 

第 3回フォーラム：２０２３年 １月２６日(木) 

 

2022年度に取り上げる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 

                         ➤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 1回参加の申し込み締め切り：９／１７ (金)  

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
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)フッパー
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

センスシングスジャパン(株) メーターをAI解析　～スマホDE検針～

(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

竹枝 正樹

生田 善久

第１回

吉川 正晃

上市 圭祐

第２回

佐近 朱美

渡辺 茂
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