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場　所 東葛テクノプラザ　３F第1研修室参加費

イブニングセミナー

講師 埼玉大学大学院　教授　池野　順一　氏

11月7日（水）18:00～20:00
　レーザ発振の原理，レーザ加工の基礎についてお話し，
講師の経験を基にしたケーススタディーを通して，初心
者のレーザ加工疑似体験をしていただきます.

「レーザ微細加工技術の基礎と事例紹介」

第５回：基礎編

11月14日（水）18:00～20:00
　レーザ加工ならではの微細加工事例や機械加工に代わる
新技術など，研究室で生まれた様々な新技術について紹介
いたします．

第６回：事例紹介と今後の展望

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）

1,000円（開催毎に当日受付にて申し受けます）

東葛テクノ会会員・・・無料 *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

　レーザ加工は各種金属板の穴あけ，切断，溶接，表面処理など，自動車産業を始めとする様々な産業界で広く利用されています．
本セミナーでは，その基礎知識とレーザ加工の将来展望について触れていきます．
レーザ加工は全く経験がないが，コストダウンや新加工技術に関心のある方，すでにレーザ加工を実践されていて既存の装置の有効利用や
将来展望にご関心のある方のご参加をお待ちしています．本セミナーは２回に分けて行います．

東葛テクノプラザでは、無料相談を行っております。特許関係や
技術相談などお気軽にご相談ください。

～スマートシティを形成する要素技術～

合同開催

大学等研究交流サロン

★日　時　平成24年11月28日（水）
★場　所　東葛テクノプラザ

★タイムテーブル

　①シーズ発表会　15:00～17:00*無料

　②交流会　　　　　17:15～（希望者のみ）*\1,000

講　師 千葉工業大学　
　教授　富山　健 氏

             　 　介護者支援ロボットと擬似感性
　～喜びや悲しみを感じ取り、介護者を支える介護者支援ロボット～

　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３回目は、 千葉工業大学の富山健教授を
お招きし、研究テーマである「介護者支援ロボット・疑似感性」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！

★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: salon3th@ttp.or.jp

モノづくりとまちづくり

第 23 回　産学官交流シンポジウム、先端研究成果産学官交流会、
ちば新事業創出ネットワーク 平成 24 年度第 3回セミナー

　「産学官交流シンポジウム」は東葛地域及び周辺地域における企業、自治体、大学等との出会いの場を提供し、技術の交流、新たな産
学官連携による新規事業の創出等、地域産業の活性化に資することを目的に開催され、今年で 2３回目を迎えます。
　今回は、「モノづくりとまちづくり」をテーマとして、モノづくりや新しい街づくりに関する企業の取組みや大学における最新の研究
成果等を紹介します。また、パネル展示、交流会も行います。

場 所：東葛テクノプラザ１F  多目的ホール

日 時：平成 24年  　　月 　 日 ( 金 )
（受付は 14:00 ～）

お問い合わせ

( 公財 ) 千葉県産業振興センター
　東葛テクノプラザ　
　　事業推進課　担当：松永、浦上
TEL.04-7133-0139　FAX.04-7133-0162

参加ご希望の方は、平成 24 年 11 月 2日 ( 金 ) までに申込書ご記入のうえ、ＦＡＸにてお申し込みください。



申込先　東葛テクノプラザ　FAX.04-7133-0162

場　所：東葛テクノプラザ　１F  多目的ホール
（〒277-0882 柏市柏の葉 5-4-6）

◆講演の部：14:30~16:50

日 時：平成 24 年   　　月 　　 日 ( 金 )
（受付は 14:00 ～）

お問い合わせ ( 公財 ) 千葉県産業振興センター　東葛テクノプラザ　
　　　　事業推進課　担当：松永、浦上 TEL.04-7133-0139 http://www.ttp.or.jp

主催  :

後援  :

第 23 回産学官交流シンポジウム：学校法人東京理科大学 科学技術交流センター、野田市、野田商工会議所、流山市、流山商工会議所、柏市、
　　　　　　　　　　　　　　　   柏商工会議所、先端材料技術協会 (SAMPE) 東京理科大学支部
先端研究成果産学官交流会：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
ちば新事業創出ネットワーク平成 24 年度第 3回セミナー：ちば新事業創出ネットワーク、公益財団法人千葉県産業振興センター

経済産業省関東経済産業局、独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部、千葉県、日本機械学会千葉ブロック

基調講演〔25 分〕

参加ご希望の方は、裏面「参加申込書」より平成 24 年 11 月 2日 ( 金 ) までにＦＡＸにてお申し込みください。

　「産学官交流シンポジウム」は東葛地域及び周辺地域における企業、自治体、大学等との出会いの場を提供し、技術の交流、新たな産学
官連携による新規事業の創出等、地域産業の活性化に資することを目的に開催され、今年で 2３回目を迎えます。
　今回は、「モノづくりとまちづくり」をテーマとして、モノづくりや新しい街づくりに関する企業の取組みや大学における最新の研究成
果等を紹介します。また、パネル展示、交流会も行います。
なお、本年度は、「先端研究成果産学官交流会」および「ちば新事業創出ネットワーク 平成 24年度第 3回セミナー」との合同開催となります。

第 23 回　産学官交流シンポジウム
先端研究成果産学官交流会

ちば新事業創出ネットワーク 平成 24 年度第 3回セミナー

合
同
開
催

主催者あいさつ〔5分〕
「産学連携によるモノづくり」三協フロンテア株式会社　会長　長妻　和男氏

基調講演〔25 分〕「世界のスマートシティ市場と柏の葉スマートシティの紹介」
　三井不動産株式会社　柏の葉キャンパスシティプロジェクト推進部　松井　健 氏

休憩〔10 分〕
大学研究成果紹介〔25 分〕「街の変位を測り，自然災害の規模を把握する．」

　東京理科大学　理工学部土木工学科　准教授　佐伯　昌之 氏

大学研究成果紹介〔25 分〕

行政機関事業紹介〔25 分〕

「超小型燃料電池　‐スマートフォンへ向けて」
　東京理科大学　理工学部機械工学科　准教授　早瀬　仁則 氏
「スマートコミュニティに関するNEDOの取り組み」
　独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）　古川　善規 氏

◆交流の部：17:00~19:00

モノづくりとまちづくりに関する技術（ＩＴ技術、材料技術、土木技術、建築技術など）を有している企業が最新の製品等を
ご紹介いたします。
東葛地域の中小企業や、東葛テクノプラザ入居企業をはじめとする約１５機関が展示を予定しています。
なお、展示会では展示のほかにショートプレゼンテーションを予定しています。

モノづくりとまちづくり
～スマートシティを形成する要素技術～

協力  : 野田商工会議所中小企業相談所、野田異業種交流会、野田市工業団地連絡会、柏市沼南商工会、野田市鉄工業協同組合、流山工業団地協同組合、
流山異業種交流会、野田市関宿商工会

交流会　17:30~19:00

展示会　17:00~17:30
参加費￥1,000

参加費無料



第 23 回 産学官交流シンポジウム 

先端研究成果産学官交流会 

ちば新事業創出ネットワーク 平成 24 年度第 3 回セミナー 

参加申込書 

（申込期限：１１月２日（金）） 

１．開催日時：平成２４年１１月９日（金）１４:３０～ 

２．開催場所：東葛テクノプラザ １Ｆ 多目的ホール（千葉県柏市柏の葉５－４－６） 

 

○JR線・東武野田線 柏駅から 

柏駅西口から「国立がん研究センター」行で約25分 

終点「国立がん研究センター」下車徒歩5分 

 

○つくばエクスプレス（TX）柏の葉キャンパス駅から 

柏の葉キャンパス駅西口から「流山おおたかの森駅」 

及び「江戸川台駅東口」行で約6分 

「国立がん研究センター」下車徒歩5分 

 

○国道16号線(十余二工業団地入口)から車で約3分 

 

○常磐自動車道柏I.C.から車で約5分 

 

申込先：東葛テクノプラザ  ＦＡＸ：０４－７１３３－０１６２ 

（担当：事業推進課 松永、浦上）  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― （御記入欄） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

連絡先 

企業名：                                     

住白所：〒                                    

ＴＥＬ：                ＦＡＸ：                

連絡担当者氏名             E-mail                                 

参加される方のお名前等を記入してください。 

また、交流会の参加・不参加について○で囲んでください。 

参加者氏名 所属・役職 交流会 

  参加・不参加 

  参加・不参加 

  参加・不参加 

交流会でのポスター展示を希望する場合（有に○印を付けてください）：  有    

※ポスター展示（Ａ１判１枚以内）を希望される方は、交流会の参加が必須となります。 

なお、希望者多数の場合お断りする場合があります。 

国立がん研究センター 



平成２４年１０月 

 

第第５５回回おおよよびび第第６６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。 

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１１月５日（月）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１１月７日（水）および１４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：「レーザ微細加工技術の基礎と事例紹介」 

余白余 白：講 師 埼玉大学大学院教授  池野 順一 氏 

５．参 加 費：１,０００円 （参加料は開催毎に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 

講演内容についてご要望があればご記入ください。 

 

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


介護者支援ロボットと擬似感性 

～喜びや悲しみを感じ取り、介護者を支える介護者支援ロボット～ 

 

 

 

 

 

 

 

１．日時 平成２４年１１月２８日（水） 

 ２．場所 東葛テクノプラザ  

柏市柏の葉５－４－６ 

３．テーマ 介護者支援ロボットと擬似感性 

～喜びや悲しみを感じ取り、介護者を 

支える介護者支援ロボット～ 

４．講師 千葉工業大学 富山 健 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    １７：１５～１８：１５（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１１月２１日（水）  

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: salon3th@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５部御持参下さい。 

 

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３回目は、      

千葉工業大学の富山健教授をお招きし、研究テーマである「介護者支援ロボット・疑似感性」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。 



Fig. 3: ロボットにおける擬似感性の概念的構造 

 

 

介護者支援ロボットと擬似感性 

～喜びや悲しみを感じ取り、介護者を支える介護者支援ロボット～ 

千葉工業大学 未来ロボティクス学科 教授 富山 健 

 

当研究グループは介護現場へのロボティクス技術の導入として，介護者支援ロボットを含む 

介護者支援システムの開発を行っている．その中で，人間と共存するロボットを実現する技術と

してロボットにおける「擬似感性（擬似感情）」を提唱してきた．研究室での研究を拡張し，      

研究室 OG が非接触型尿検知機を製造販売する会社（株式会社 aba 平成 23 年 10 月設立  

代表取締役 宇井 吉美）を起業する事例も出ている． 
 
介護の本質は人間対人間の交流であるとの考えか

ら，介護者に取って代わる介護ロボットではなく，

介護者を支える介護者支援ロボットの開発を行って

いる．この一環として，情報支援システム ABaCaS 

(Avatar Based Caregiver Support)を提案してい

る．ABaCaS システムにおいては，介護者や被介護

者の接近を RFID を用いて検知することができる複

数の簡易型介護者支援ロボットCAST (Care-giver 

ASsisT）ロボット（Fig. 1）を点在させ，各介護者・

各被介護者の接近に伴って彼らに固有のインターフェイスを自動的に

立ち上げる（アバターの憑依）機能を持たせる．これにより，介護者・

被介護者は施設内どこへ移動しても自分に固有のアバターがついてき

て情報の入出力を補助してもらえる．また、雑音の存在する介護現場

での実用的な音声入力としてコンテクストに基づくフィードバックを

ロボット側から行う能動的な情報収集を試みている．ここで集められ

た情報はデータベース管理され，申し送りや書類作成に生かされる． 
 
さらに，実際の介護業務の一部肩代わりもできるサイズで，人間と

の感性的なやり取りを研究するためのロボットとして KEPRO 

(KANSEI Expression Platform Robot)  (Fig. 2）を開発中である．

ロボットの様々な仕様，例えばサイズ，プロポーション，デザイン等

の変化に対する人間の反応を調べるため，腕の長さを可変にし，外装

をスマート化して簡単なプラグアンドプレイの交換を可能にし，さら

に全高 1300mm と 700mm の二つのロボットを全く同じ形で開発

している． 
 

擬似感性は，感性検出部，感性ジェネレ

ータ，感性表出部の３つの要素からなる

（Fig. 3）．感情検出部は，相手の音声と顔

表情及び仕草を入力とし，相手の基本６感

情（喜び，怒り，悲しみ，嫌悪，恐れ，驚

き）＋平静を検出している．感情ジェネレ

ータは感性検出部から出力されるパートナ

ーの感情を元にロボットの感情を作り出す．

感情表出部の役割は，実際のロボット仕事

動作に感情を反映する． 
 
今回のサロンでは，介護者支援ロボット

の開発状況，擬似感性，及び株式会社 abaについてお話ししたい． 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fig. 1:  CAST ロボット．ハードタイプ(左)
とタブレットタイプ(右) 

Fig. 2: KEPRO ロボット． 



 

「千葉県・千葉県産業振興センター・大和ハウス工業㈱」連携事業 

「ビジネスマッチング商談会 with 大和ハウス工業」の参加募集について（参加無料） 
 

千葉県、千葉県産業振興センターでは、大和ハウス工業㈱との連携により次のとおりビ

ジネスマッチング商談会を開催いたします。 

大和ハウス工業㈱は「建築の工業化」を理念として、創業以来、住宅建設を中心に幅広

い事業を展開し、「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、国内市場のみならず、グ

ローバルマーケットを見据えた事業の拡充に努めています。 

この度のビジネスマッチング商談会は、千葉県内の企業等が有する製品・商品の提案、

研究シーズの展開や共同研究の実施等を目的として開催するものです。 

つきましては、同社への提案を希望する企業等を次のとおり募集いたします。 

 

１ 募集対象 

千葉県内に拠点を置く企業、大学等であって 

①製品・商品等の大和ハウス工業での導入活用を希望する企業等 

②研究シーズの提案や共同研究の実施等を希望する企業等 

２ 提案内容の要件 

  提案内容は「ア（安全・安心）・ス（スピード）・フ（福祉）・カ（環境）・ケ（健康）・

ツ（通信）・ノ（農業）」に関連した提案とします。 

  ※輸送や建築などの業務請負の商談を目的とする参加は対象としておりません。 

３ 日時及び会場 

  平成２４年１２月５日（水）午前１０時から商談開始予定 

ホテルグリーンタワー幕張（千葉市美浜区ひび野 2-10-3） 

４ 参加費 

  無 料 

５ 応募方法 

（１）平成２４年１１月９日（金）までに、所定の「エントリーシート」により下記の申

込先まで Eメールでお送りください。 

（２）折り返しエントリーシート受領のご連絡をいたしますが、３日程度経過しても連絡

がない場合には、念のため電話などでお問い合わせくださるようお願いいたします。 

（３）エントリーシートは、 

http://www.ccjc-net.or.jp →サイト内検索で「ビジネスマッチング商談会」と入

力して、ダウンロードしてください。 

   ネット環境の無い方には、FAXにてお送りいたしますので、お問い合わせください。 

６ 商談等 

  参加者に対しては、開催日の１０日程度前までに商談開始時間・商談会場等の詳細 

情報をお知らせいたします。なお、提案の内容によりましては参加をお断りする場合 

があります。 

７ お問い合わせ・申込先 

（公財）千葉県産業振興センター 取引振興室 

 Tel．０４３－２９９－２６５４  Fax．０４３－２９９－３４１１ 

 mailto：bmdaiwa@ccjc-net.or.jp 

http://www.ccjc-net.or.jp/
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