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講　師

主催：（公財）千葉県産業振興センター　東葛テクノプラザ　協力：東京大学物性研究所、東葛テクノ会

茨城県圏央道沿線・千葉県東葛・千葉県千葉市地域産業創出推進ネットワーク
東葛テクノ会

㈱ナガセインテグレックス　
最高技術顧問　山口　政男 氏

日　時 平成24年7月18日（水）

   18:00～20:00
場　所 東葛テクノプラザ　３F第1研修室

参加費

大学等研究交流サロン

★日　時　平成24年7月20日（金）

★場　所　東葛テクノプラザ

★タイムテーブル

　①シーズ発表　15:00～17:00*無料

　②交流会　　　 17:15～（希望者のみ）*\1,000

★問合せ　東葛テクノプラザ　事業推進課　松永
　　　　　　　電話　０４－７１３３－０１３９　FAX　０４－７１３３－０１６２
　　　　　　　 E-mail: salon1th@ttp.or.jp

講　師 千葉大学大学院工学研究科　
　教授　川瀬　貴晴 氏

無料相談開催中 ( 要予約）発明（第４火曜日）技術（毎週金曜日）海外進出（随時）

　ナガセインテグレックスでは工作機械作り技術と研削盤製造

技術という基本を生かして、生産量は少なくても何処にも無い

有益な加工付加価値の出せる機械作りの道で生きることを決め

て、世界一の研削盤作りをテーマに新しい開発を行った。

その過程で最大の課題は、研削面の品位の確保と精度加工の達

成であったが、加工面に発生するうねりやビビリが最大の障害

になった。 

今回の講義では、研削面にでるビビリの撲滅、高精度加工達成

の為に築き上げた技術の一端を紹介する。 1,000円（当日受付にて申し受けます）

東葛テクノ会会員・・・無料

今年も東葛テクノプラザは、柏市工業祭に出展いたします。
東葛野菜を使ったジェラートを販売いたしますので、ぜひお立ち寄りください。

　　　　　　　　*問合せ*
 東葛テクノプラザ　研究開発課

 担当：玉利（たまり）
 TEL:04-7133-0139
 E-mail:tamari@ttp.or.jp

              建築の省エネルギー、ゼロエネルギー化　
～建築のエネルギー消費量削減の方向性とエネルギー消費量の見える化～

　ご好評頂いている「大学等研究交流サロン」シーズ発表会の

今年度の第１回目は、千葉大学の川瀬貴晴先生をお招きし、

「建築のエネルギー消費量削減・エネルギー消費量の見える化

技術」について座談会形式で発表して頂き、参加者との意見交

換を行います。

ご興味をお持ちの企業の皆様のご参加をお待ちしております！

 
  

 

右写真は、

ボタン型温度センサーロガー；

米国で物流システム用の温度管理機器

として開発されたものを建築用に利用

７月
24日(火)
25日(水)
10:00～16:00

いずれも

「世界一を求めた超精密研削技術　～超鏡面と、ビビリの追求～」

夏
休
み

科 学
教 室

東葛テクノプラザでは、未来のものづくりを担う子どもたちに、産業に結びつく
身近な科学を体験しながら学んでもらうため、夏休み科学教室を開催します。

午前の部 10:00~12:00
午後の部① 13:00~14:00
午後の部② 14:00~16:00

東葛テクノプラザ施設見学

「バイオエネルギーの正体発見！」

「ホタルにまなぶ光の科学」

2012

第２回イブニングセミナー

対象者 小学 5・6年生とその保護者

定　員 1日 25 組（両日で計 50 組）

参加費 500 円 （保険料及び教材費の一部負担として）

申込方法 官製はがきに、参加希望日、参加児童氏名 ( ふりがな）、
学校名・学年・クラス、性別、住所、保護者氏名、電話
番号を明記のうえ、7月1０日(火)必着でお送りください。

送付先：〒277-0882　柏市柏の葉5-4-6東葛テクノプラザ『夏休み科学教室』係



平成２４年６月 

 

第第２２回回  イイブブニニンンググセセミミナナーーののごご案案内内  

茨城県圏央道沿線・千葉県東葛・千葉県千葉市地域新産業創出推進ネットワークおよび東葛テク

ノ会の共催による技術セミナーを、下記のとおり開催いたします。本年度のセミナーは「微細・超

精密切削加工技術及びレーザ加工技術（特に難削材料を対象にした）」を共通テーマとして、関連

する講演を行います。 

多くの若い技術者の方々に参加していただけるように、夕刻から始まる形式としております。ま

た、上記ネットワークや東葛テクノ会に入会されていない方も奮ってご参加ください。 

参加をご希望の方は下記の参加申込票に必要事項をご記入の上、平成２４年７月１３日（金）ま

でにＦＡＸにてお申込みください。（この用紙をそのままＦＡＸしていただければ結構です。） 

※詳細なご案内は、東葛テクノプラザのホームページをご覧下さい→ http://www.ttp.or.jp/ 

記 

１．主 催：茨城県圏央道沿線・千葉県東葛・千葉県千葉市地域新産業創出推進ネットワーク 

余白余 白：東葛テクノ会 

２．開 催 日 時：平成２４年７月１８日（水），１８：００～２０：００ 

３．開 催 場 所：東葛テクノプラザ ３階 第１研修室 

４．講 演 内 容：「世界一を求めた超精密研削技術 ～超鏡面と、ビビリの追求～」 

余白余 白：講 師 (株)ナガセインテグレックス 最高技術顧問 山口 政男 氏 

５．参 加 費：１,０００円 （参加料は当日受付にて申し受けます） 

東葛テクノ会会員…無料 

６．問合わせ先：東葛テクノプラザ 研究開発課 玉利 

      TEL：０４－７１３３－０１３９ ，FAX：０４－７１３３－０１６２  

      E-mail：tamari@ttp.or.jp 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  参参加加申申込込票票  ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

連絡先 

事業所名：                                    

住 所：〒                                   

ＴＥＬ：                ＦＡＸ：                
 

参加される方のお名前等を記入してください。また、交通手段として自動車の利用があれば○で

囲んでください。 

参加者氏名 所属・役職 電子メールアドレス 自動車の利用 

   有 ・ 無 

   有 ・ 無 

   有 ・ 無 

 

http://www.ttp.or.jp/


建築の省エネルギー、ゼロエネルギー化 

～建築のエネルギー消費量削減の方向性とエネルギー消費量の見える化～ 

 

 

 

 

 

 

 

１．日時 平成２４年７月２０日（金） 

 ２．場所 東葛テクノプラザ  

柏市柏の葉５－４－６ 

３．テーマ 建築の省エネルギー、ゼロエネルギー化 

       ～建築のエネルギー消費量削減の方向性と 

   エネルギー消費量の見える化～ 

４．講師 千葉大学 川瀬 貴晴 教授 

 ５．定員  ２０名（先着順） 

 ６．タイムテーブル 

  （１）シーズ発表会  １５：００～１７：００ 

  （２）交流会     １７：１５～（希望者のみ） 

 ７．参加費 無料（交流会に参加される方のみ 1,000 円負担。） 

 ８．締切  平成２４年７月１３日（金）  

ＦＡＸまたは E-mail にてお申し込みください。 

 

 ９．お問い合わせ 公益財団法人千葉県産業振興センター 

東葛テクノプラザ 事業推進課 松永 

       電話 ０４－７１３３－０１３９ FAX ０４－７１３３－０１６２ 

E-mail: salon1th@ttp.or.jp 

    

参加申込書 

  企業名                住所                  

職・氏名               講師・参加企業との交流会参加  有・無 

ＴＥＬ                E-mail                 

参加目的  今後の連携を検討  講師・参加企業との交流  情報収集  その他 

事前質問・要望（取り上げてほしいシーズ等）                  

                                       

●会社のプロフィールをご記入願います。 

業務内容               得意技術                

※当日は、自社の概要が分かる資料（パンフレット等）を御持参下さい。 

 

ご好評いただいている「大学等研究交流サロン」シーズ発表の今年度第１回目は、千葉大学の

川瀬貴晴教授をお招きし、研究テーマである「建築のエネルギー消費量削減・エネルギー消費量

の見える化技術」について座談会形式で発表していただき、参加者との意見交換を行います。 

ご興味をお持ちの中小企業の皆様の参加をお待ちしております！ 
 

※「大学等研究交流サロン」とは、企業が新製品・新技術の開発を促進するために必要な情報について、大学等

の研究者から講演・アドバイスを受ける機会を定期的に設けるために設置したものです。 



 

建築の省エネルギー、ゼロエネルギー化について 

建築のエネルギー消費量削減の方向性とエネルギー消費量の見える化 

 

千葉大学大学院工学研究科 教授 川瀬貴晴 

 

 2010 年 6 月に閣議決定された「エネルギー基本計画」には、2020年までに新築公共建築

物等で ZEB（ゼロエネルギービル）を実現し、2030 年までに新築建築物の平均で ZEBを実

現することを目指すと記された。また、この「エネルギー基本計画」と同時期に発表された「新

成長戦略」でも「2020年に新築公共建築物などで ZEB を実現する」と記された。建築の ZEB

化は建築分野において世界的な課題になっているといえよう。 

このような流れは学協会等においても同様であり、建築学会を筆頭とした建築関連 17 団体は

2009 年 12月に「建築関連分野の地球温暖化対策ビジョン 2050」という提言書を公表し、

「新築建築は、今後 10～20 年の間に二酸化炭素を極力排出しないよう、カーボン・ニュート

ラル化を推進する」こと、「既存建築も含め 2050年までに建築関連分野全体のカーボン・ニュ

ートラル化を推進する」こと、などを目標に掲げた。 

昨年の震災を経て、現在、国の施策の見直し検討が行われているが、以上のような流れはさら

に加速される可能性が大きい。このような流れの中で、ビルのエネルギー消費削減に係る各種の

技術開発が必要とされるが、そのような技術開発は建築分野以外における既存技術の応用に期待

する面が大きい。そのためには建築分野においてどのような技術が求められているかを知り、建

築以外の分野において広く用いられている技術を建築分野に適用することが求められている。こ

のような開発の一例を挙げるとともに世界の動向を紹介する。 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                

右写真はボタン型温度センサーロガー； 

米国で物流システム用の温度管理機器として 

開発されたものを建築用に利用 

 

新式携行型電力計 

 

 

 

 

開発初期の電力量計 



いずれも 10:00 ～ 16:00

２０１２

平成24年

月 日・７ 24 25日

会 場 東葛テクノプラザ
多目的ホール

（柏市柏の葉 5-4-6）

主催：( 公財）千葉県産業振興センター　東葛テクノプラザ

協力：東京大学物性研究所、東葛テクノ会

内　容 午前の部
10:00~12:00

午後の部①
13:00~14:00

午後の部②
14:00~16:00

東京大学物性研究所　准教授　秋山  英文  氏

東葛テクノプラザ施設見学

松江技術事務所　代表　松江  登久  氏

対象者 小学 5・6年生とその保護者

定　員 1日 25 組（両日で計 50 組）

参加費 500 円（保険料及び教材費の一部負担として）

申込方法 官製はがきに、参加希望日、参加児童氏名（ふりがな）、学校名・学年・
クラス、性別、住所、保護者氏名、電話番号を明記のうえ、下記宛先
に 7月 1０日 ( 火 ) 必着でお送りください。
送付先：〒277-0882　柏市柏の葉 5-4-6 東葛テクノプラザ『夏休み科学教室』係

お問い合わせ先

東葛テクノプラザ　事業推進課
TEL.04-7133-0139　
ホームページ　http://www.ttp.or.jp

火 水

東葛テクノプラザ

では、未来のものづくり

を担う子どもたちに、産業

に結びつく身近な科学を体

験しながら学んでもらうた

め、夏休み科学教室を

開催します。

「バイオエネルギーの正体発見！」

「ホタルにまなぶ光の科学」
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