
特定非営利活動法人ホトニクスワールドコンソーシアム
ＰＨＯＴＯＮＩＣＳ ＷＯＲＬＤ ＣＯＮＳＯＲＴＩＵＭ

NEEDS/WANTS/SEEDS
ＰＷＣでは、産学官連携を強力に推進するため、平成９年に任意組織としてスター

トし、その後、国からの受託事業の管理法人や知財を扱えるように平成１３年より法
人格を取得して積極的に活動をしてまいりました。
これらの経験を活かし、ＡＬＬが広域連携を進めて連携プロジェクトを創出するに

あたって、法人格を取得するなど自立化に、ＰＷＣは、尽力させていただきます。

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

CONTACT

次世代のひかり技術を使い、ＡＬＬを中心とした広域連携の活動が日本全国に広
がり、各地の産業支援機関や研究機関、企業が共同で研究開発や製品開発などの産
学官の連携により新たな価値が生まれ、生み出された先端技術が様々な分野の製品
に活用されることを期待しています。

MESSAGE for ALL

【事務局】
〒066-0009 北海道千歳市柏台南1丁目3番地1 千歳アルカディア・プラザ 3階

（千歳市 産業振興部 産業支援室 科学技術振興課内）
TEL： 0123-42-0523 FAX： 0123-42-0554
E-mail：pwc-chitose@pwc-chitose.jp URL：https://www.pwc-chitose.jp

先端科学技術をプラットフォームとした研究開発拠点の
形成を推進する組織として、公立千歳科学技術大学を中心
に産学官の連携を図りながら、科学技術の振興と地域経済
の振興を目指して活動しています。
様々な活動のなかでも産学官共同研究の推進・支援事業

に最も力を入れており、会員同士が、電子・光システム研
究、材料研究、情報・データサイエンス研究など幅広い研
究分野から同じテーマで研究活動を行う11の研究クラス
ター事業や外部資金を活用し、研究開発や実用化の支援を
行っています。現在、経済産業省の補助事業に採択され、
研究開発に取り組んでいます。

支援機関

2020年6月12日作成



NEEDS/WANTS/SEEDS

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

秋田県内外の光関連の産業／企業が参画会員企業や支援機関との協業・連携
を通して、新しい発展・活性化を進めていくお手伝いをします。

MESSAGE for ALL

・〒010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4-11
秋田県産業技術センター
先端機能素子開発部 梁瀬智／内田勝

・TEL 018-862-3414 ／E-mail  yanase@aitc.pref.akita.jp
・URL https://www.aitc.pref.akita.jp/

◇当センターは「人と人」「技術と技術」を繋ぎ、企業価値の向上を支援いた
します。蓄積した研究成果や研究員の専門知識を活用し、企業の価値を高め
るためのソリューションを含めた支援を行います。

◇照明光源・装置・部材の評価に関する支援を行います（全光束評価、分光照
度評価、輝度評価、他材料の光学特性の評価など）

県内光学産業の高度化に対する技術支援

『産業技術センターの保有技術』
◎光学設計技術
◎光学薄膜設計技術
◎分光/色彩計測技術
◎光学デバイス活用技術
◎光学薄膜評価、解析技術

秋田県内
光学関連
企業

事業スキーム光学ものづくり
の多様化

新製品開発，用途開発

光学ものづくり
の高度化

人材育成，製造技術支援

『産業技術センターの所有設備』
◎分光エリプソメーター
◎MTF評価装置
◎非接触式表面形状測定器
◎色彩輝度計
◎全光束測定システム
◎光学設計ソフト

CONTACT

支援機関

2020年6月5日作成



NEEDS/WANTS/SEEDS

秋田県立大学は、システム科学技術学部、生物資源科学部の2学部からなる理系
の大学です。「21世紀を担う次代の人材育成」と「開かれた大学として、秋田県
の持続的発展に貢献」を理念として、1999年に創設され昨年20周年を迎えました。
この20年間に築き上げた本学の特徴をさらに磨いていき、独自の教育プログラム
「成長のためのメソッド」をさらに充実させ、“グローカル”に活躍できる人材
を育成していきます。

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

MESSAGE for ALL

・機関所在地：秋田県由利本荘市土谷字海老ノ口84-4
・担当部署・氏名：地域連携・研究推進センター 高橋 弘毅
・連絡先：ＴＥＬ：0184-27-2211 ＦＡＸ:018-27-2194
・ e-mail：thiroki@akita-pu.ac.jp ・URL：https://www.akita-pu.ac.jp/

本荘由利テクノネットワークは、秋田県立
大学と地元企業の相互理解を促進する場と
して2000年9月29日に設立され、一時活動
休止状態でしたが、2018年活動を再開しま
した。地域産業界の自立的・創造的活性化
を目指すことを新たな目的とし、地域の産
学官の交流を図るとともに、企業の技術者
と大学の研究者が共に研鑽・連携して技術
力を育む場を提供します。
また2019年からは学生プロジェクトチーム
を作りました。学生×地域企業で、ものづ
くりを加速させ、秋田から日本を、秋田か
ら世界を活性化していきます。

ALLが起点となりイノベーション・エコシステムを構築されることを期待します。

支援機関

CONTACT

2020年6月1日作成



株式会社秋田銀行

NEEDS/WANTS/SEEDS

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

当行では会員企業様の様々なニーズに対して、以下のとおり取組みを支援
いたします。

・事業性を評価した融資やファンドなど、様々な方法による資金調達支援
・当行の本支店ネットワークを活用したマッチング先のご紹介
・人材紹介業への参入による企業ニーズに即した人材のご紹介 など

当行では資金支援のほかにも、人材や企業のマッチング、外部提携先の紹介
など、様々な支援ツールをご用意しております。当行が持つリソースを有効に
活用し、会員企業様を支援させていただきたいと考えています。

MESSAGE for ALL

住 所 〒010-8655 秋田県秋田市山王三丁目２番１号
担 当 営業支援部 浅利
連絡先 Ｅmail abk002@akita-bank.co.jp

TEL 018-863-1212  FAX 018-866-3819
ＵＲＬ https://www.akita-bank.co.jp/

○コンサルティングのための体系的な機能を具備

経営コンサルティング 会員制度

ビジネス拠点

外
部
提
携
先

専門アドバイザー

✓台北駐在員事務所
✓東京ビジネスサポートセンター

✓あきぎんリサーチ＆コンサルティング ✓スタートアップラボ
✓アグリビジネス研究会
✓プラチナタウン研究会
✓あきぎんBiscom
✓あきた未来塾

・⾧年、専門の分野で活躍してきた専門アドバイザーを８名採用し、
実効性のあるコンサルティングを実施

CONTACT

支援機関

2020年6月5日作成



公益財団法人山形県産業技術振興機構

NEEDS/WANTS/SEEDS

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

MESSAGE for ALL

公益財団法人山形県産業技術振興機構 産学官連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ 齋藤・吉田
〒990-2473 山形県山形市松栄二丁目2番1号山形県高度技術研究開発ｾﾝﾀｰ内
TEL  023-647-3165 FAX  023-647-3139
E-mail  oled-yamagata@organic-electronics.jp
URL http://www.ypoint.jp

①有機ＥＬ照明の製品化、商品化に向けたコーディネート活動。
ＯＬＥＤヤマガタを運営し、活動を推進。

②首都圏にショールーム「Organic LED YAMAGATA」を設置。営業

拠点、情報発信に活用。(西新宿 リビングデザインセンターOZONE６F)

2003年～09年 有機エレクトロニクス研究所を運営
有機デバイス開発（高効率化/長寿命化）、製造技術開発（量産化技術/
装置開発）、商品開発（パネルの商品開発/用途開発）。

2010年～14年 産学官連携有機エレクトロニクス事業化推進センターを運営
上記研究所での研究成果、導入した設備、ノウハウ、知的財産を県内
企業に還元し、企業主体の製品開発を支援。

2015年～ 有機エレクトロニクス事業化推進事業として以下の取組みを実施

※ OLEDヤマガタ（オーレッドヤマガタ）は、有機EL関連分野で事業化を目指す
県内企業を中心とした研究会組織。約１２０団体が参加。

有機EL照明に係るこれまでの取組み

当機構は100%山形県の出資により設立された、技術支援の専門機関です。産学官連携による技術開発等のコー
ディネート、研究開発プロジェクトの推進、研究開発成果の事業化支援等に取り組んでいます。有機EL照明関連
では、世界初の白色発光素子を実現した山形大学や製品化/商品化に取り組む企業の資産をもとに、省エネで 地
球環境に優しい「次世代高効率照明」の発展を目指しています。

（Organic LED YAMAGATA (OZONE)）

（F Light）

（EL Chandelier）

（EL Ring）

有機EL照明技術・用途開発・製品化などに取り組む意欲のある企業と、有機EL
照明事業に取り組んでいる山形県内企業との、共同開発等に向けた支援を行っ
ていきます。

活動内容
・有機EL照明技術／新用途開発／商品企画等に関する研修会の開催
・有機ELに関する技術情報の提供や新用途開発のアドバイス
・企業間の共同試作研究に向けたコーディネート
・有機EL照明パネルの貸出等

支援機関

CONTACT

2020年6月8日作成

有機EL照明

ショールーム



有機ELは、フレキシブル化・透明化・印刷化が可能であるため、ディスプ
レイ分野でなく、照明やインジケーター、サイネージ分野にも広く産業展開
が可能な技術です。当研究室では安価なフレキシブル化技術や、その作製技
術の開発を推進しています。有機ELモックアップパネルの試作（PoC）を通じ、
新たな利用方法・ビジネス展開の提案も行っています。

有機ELは大気中の水蒸気により敏感に劣化が進むため、フレキシブル有機ELパネルには水
蒸気から保護する構造（封止）が必要です。当研究室では様々な手法・構造による安価なフ
レキシブル化技術の研究を行っています。ウェットプロセスによる高度な封止技術も世界で
初めて達成しました。（ACS Appl. Mater. Interfaces ,11(46),43425-43432(2019)など）
また、単なる基礎研究に終わらず、これらの技術群を用いたフレキシブルパネルの試作にも
力を入れています。

当研究室では、多くの企業や機関との連携を推進しています。一つの技術を世界の発展に
役立てるには、多くの方々との議論とその具現化が重要です。世界へ発信するイノベーション
拠点ALLに当研究室も参画させて頂き、新しい文化の創出の一助になりたいと思います。

山形大学
YAMAGATA  UNIVERSITY

山形大学 有機エレクトロニクスイノベーションセンター
硯里研究室

山形大学 有機エレクトロニクスイノベーションセンター
准教授 硯里善幸
〒992-0119 山形県米沢市アルカディア1丁目808番48
Tel 0238-29-0577, Fax 0238-29-0569, E-mail  suzuri@yz.yamagata-u.ac.jp
http://inoel.yz.yamagata-u.ac.jp/suzuri-lab/

NEEDS/WANTS/SEEDS

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

CONTACT

MESSAGE for ALL

支援機関

2020年6月5日作成



東京電機大学
協調ロボティクス研究室

東京電機大学協調ロボティクス研究室では，機械学習を応用した人間予測モデル生成技術の研
究を行っています。リアルタイムに人間挙動や感性を学習することで，個人差や疲労，飽きな
どの変化も含めた人間の応答を予測します。そして，この予測応答を用いて，システム側から
の働きかけを最適化する「空気が読める」アーキテクチャを提案しています。この技術をベー
スにさまざまな応用研究へ展開を目指しています。

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

近年話題となっている人工知能技術
を時系列予測に適用することで，そ
の可能性は大きく拡がります。例え
ば，刻一刻と変化する人間の感情に
合わせて学習を繰り返すことで，
「この人」は「今」，「どのように
働きかければ」，「どのように反応
するか」を予測できます。ユーザー
の個人差のみでなく，その時の状態
を考慮したサービスが期待できます。

研究者として，最終目的は人々の幸せと考えます。しかし，人間には個人差があり，その時の気分に
よっても何がHAPPYなのかは変わって然るべきです．もし，それを捉えることができれば，より多く
のひとを幸せにできるのではないか。ALLでの空間創出や事業プロジェクトに対し，幅広いネットワー
クと支援体制に大きな魅力と可能性を感じております。微力ながらお役に立てれば幸甚です。

MESSAGE for ALL

CONTACT 東京電機大学工学部電子システム工学科五十嵐洋
h.igarashi@mail.dendai.ac.jp
http://www.crl.epi.dendai.ac.jp

支援機関

2020年6月20日作成

NEEDS/WANTS/SEEDS



三重大学

光学素子の設計、電子線リソグラフィなどの微細加工技術や3Dプリンターを
用いた光学素子の作製、レーザー光を用いた光計測、LED照明器具の特性評
価などを通して皆様のニーズにお応えします。
三重県と秋田県との間で光技術に関する広域での連携の橋渡しも行います。

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

当研究グループでは、ナ
ノ構造を用いた光制御技
術を応用した光学デバイ
ス（発光素子、偏光素子、
センサー、光学フィル
ター、回折レンズ等）の
開発、3Dプリンターを用
いた3次元光学素子の開発、
LED照明応用及びポスト
LED照明技術に関する研究
を行っています。

ナノ構造を用いた光制御技術やLED照明に関する研究シーズや固有技術を背景に、
三重県と秋田県が光技術を通して広く緩くつながることを期待しています。

MESSAGE for ALL

〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
三重大学大学院工学研究科・准教授元垣内敦司
Tel: 059-231-9399, e-mail: motogaito@elec.mie-u.ac.jp
http://www.opt-lighting.elec.mie-u.ac.jp/index.html

CONTACT

支援機関

2020年6月15日作成

NEEDS/WANTS/SEEDS



公益財団法人
わかやま産業振興財団

NEEDS/WANTS/SEEDS

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

MESSAGE for ALL

当財団は、新技術や新商品の開発に取り組む和歌山県内の中小企業を支援するため、技
術情報、特許関連情報や学術論文等の基礎的調査を行っており、ALL会員企業様のニーズ
に対して、これらの情報提供および和歌山県内の企業や大学、高専、公設試等との研究開
発、モノづくり等のマッチングのお手伝いが可能です。

公益財団法人 わかやま産業振興財団
〒640-8033 和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6階
連絡先 TEL: 073-432-3412 mail :   info@yarukiouendan.jp
URL :   https://yarukiouendan.or.jp/
担当部署・担当者 テクノ振興部 技術連携コーディネーター 下村一郎

環境が異なる広域において、各種交流や情報交換を重ねることで、双方の得意分野や人
材の新発見や気づかなかった知恵・知識を得ることが期待できます。これらをもとにした
研究開発やモノづくり等を相互で創造していく活動を目指してALLに参加しました。当財
団から、和歌山県内の各種情報を発信すると共に、ALLの活動にも積極的に参加して交流
を図り、運営にも協力・支援する役割を担いたいと考えています。

当財団は、和歌山県の地域産業技術の振興を図るとともに、創業や
中小企業等の技術および経営の革新、新事業の創出など、様々な
局面における技術開発、人材育成、市場開拓、資金調達など、
県内企業の多様な活動を総合的に支援し、もって地域経済の発展に
寄与することを目的に設立された県内唯一の中小企業総合支援機関
です。

CONTACT

支援機関

2020年6月9日作成



大阪工業大学

本学 梅田キャンパスに設置されている空間デザイン学科において、
空間をデザインする視点、照明器具等のプロダクトデザインの視点、
インテリアデザインの視点 等、「光をデザインできる教員」が揃っ
ております。

INITIATIVES／PRODUCTS／SERVICE／TECH

MESSAGE for ALL

〒535-8585 大阪市旭区大宮5丁目16番1号
学校法人常翔学園 大阪工業大学
研究支援・社会連携センター

担当：矢澤 亮（連絡先： YAZAWA.Ryo@josho.ac.jp）

本学は地域に根差した大学として、「世のため、人のため、地域のため、理論に裏付けられ
た実践的技術をもち、現場で活躍できる専門職業人を育成する。」を建学の精神とし、2022
年に創立100周年を迎えます。工業系大学として設立され、現在は工学部の他、ロボティクス
＆デザイン工学部・情報科学部・知的財産学部の4学部16学科を設置しており、企業様からの
技術相談・学術指導、委託・共同研究などについて幅広い分野に対応をしております。

大阪唯一のALL支援機関として、組織内・大学の連携にとどまらず、大阪の企業を
巻き込んだ企業間連携の一助となれる活動をしたいと考えております。

光技術を用いた事例では、エレキギター用光学式
ピックアップの開発を行い、アコースティックの音色
を実現したユニークな研究を行っている教員もいるな
ど、多彩な研究シーズがあり、企業との共同研究も活
発に行える環境を有しております。

CONTACT

支援機関

2020年6月2日作成
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