
第１回宇都宮大学コラボレーション・フェア写真集
同時開催    光融合技術イノベーションセンター研究成果発表会

令和元年９月９日（月）12:00～17:05 
会場：マロニエプラザ大展示場
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プログラム
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・ご講演者様の紹介
・宇都宮大学事業紹介コーナー
・宇都宮大学からの発表

ＳＤＧｓグループ１（人間としての基本的な生活維持するための目標）
ＳＤＧｓグループ２（人々の生活の質を向上させるための目標）
ＳＤＧｓグループ３（地球環境を保全するための目標）
ＳＤＧｓグループ４（複数のグループの目標にまたがるもの）

・光学（光融合技術イノベーションセンター）
・小山工業高等専門学校
・帝京大学
・足利大学
・芝浦工業大学
・栃木県農政部
・栃木県産業技術センター
・栃木企業
・大学発ベンチャー
・産学連携事例コーナー
・産学支援機関
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講演会 
(13:00～15:00) 
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講演会会場 (小展示場） 11/100 



講演会会場 (小展示場） 
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地域創生推進機構  横田 和隆 機構長

地域創生推進機構の紹介
（13:00～13:20） 
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宇都宮大学における連携活動の紹介
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宇都宮大学における
ＳＤＧsの取り組み 
（13:20～13:30） 

古澤 毅 准教授



地域デザインセンターの紹介
（13:30～13:40） 

地域デザインセンター 中島 章典 センター長
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バイオサイエンス教育研究
センターの紹介
（13:40～13:50） 

バイオサイエンス教育研究センター
山根 健治 センター長
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ロボティクス・工農技術研究所の紹介

（13:50～14:00） 

ロボティクス・工農技術研究所
尾崎 功一 研究所長



オプティクス教育研究センターの紹介
及び光融合技術

イノベーションセンター研究成果発表
（14:00～14:20） 

オプティクス教育研究センター
早﨑　芳夫 副センター長
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光融合技術イノベーションセンター関連活動の紹介
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講演 「大学を活用した中小企業の研究開発と展望」
（14:20～15:00） 

株式会社青木製作所 代表取締役 青木 圭太様



講演 「大学を活用した中小企業の研究開発と展望」
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講演 「大学を活用した中小企業の研究開発と展望」
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ポスターセッション（大展示場）
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23/100 ポスターセッション会場（大展示場）全景

（南東側から）

（北東側から）

➡

出入口

宇大ＳＤＧｓ グループ１

宇大ＳＤＧｓ グループ２

宇大ＳＤＧｓ グループ３

宇大ＳＤＧｓ グループ４

宇大事業紹介 宇大光融合 

栃木県農政部

栃木企業

産学連携事例

栃木県産業技術センター

栃木県農政部

宇大光融合 

宇大事業紹介 
宇大ＳＤＧｓ グループ２

宇大ＳＤＧｓ グループ１

産学連携事例

宇大ＳＤＧｓ グループ３

栃木企業

産学支援機関

産学支援機関

宇大ＳＤＧｓ グループ４

芝浦工大 

芝浦工大 

足利大学 

足利大学 

帝京大学 

帝京大学 

小山高専 

小山高専 

栃木県産業技術センター

宇大研究シーズ集

宇大研究シーズ集

大学発ベンチャー

大学発ベンチャー
ショートプレゼン

会場

ショートプレゼンテーション会場 



とちぎＴＶから取材を受ける地域創生推進機構  横田 和隆 機構長
24/100 
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ポスターセッション会場 26/100 

宇都宮大学事業紹介

栃木県産業技術センター



宇都宮大学事業紹介
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宇都宮大学事業紹介

宇都宮大学地域創生推進機構 宇大未来塾

ポスターセッション会場 28/100 



宇都宮大学事業紹介

宇都宮大学ＵＵカレッジ 宇都宮大学地域創生推進機構

ポスターセッション会場 29/100 



宇都宮大学事業紹介

バイオサイエンス教育研究センター
ロボティクス・工農技術研究所

ポスターセッション会場 30/100 



宇都宮大学事業紹介

宇都宮大学大学院・東京農工大大学院 産学交流振興会

ポスターセッション会場 31/100 



宇都宮大学事業紹介

産学イノベーション支援センター
先端計測分析部門

ポスターセッション会場 32/100 



宇都宮大学 研究シーズ集

ポスターセッション会場 33/100 



ポスターセッション会場 34/100 

宇大ＳＤＧｓ グループ１



ポスターセッション会場 35/100 

宇大ＳＤＧｓ グループ１



宇大ＳＤＧｓ グループ２

ポスターセッション会場 36/100 



ポスターセッション会場 37/100 

宇大ＳＤＧｓ グループ２



ポスターセッション会場 38/100 

宇大ＳＤＧｓ グループ２



ポスターセッション会場 39/100 

宇大ＳＤＧｓ グループ２



ポスターセッション会場 40/100 

宇大ＳＤＧｓ グループ２



宇大ＳＤＧｓ グループ３

ポスターセッション会場 41/100 



宇大ＳＤＧｓ グループ３

ポスターセッション会場 42/100 



ポスターセッション会場 43/100 

宇大ＳＤＧｓ グループ４



宇大ＳＤＧｓ グループ４

ポスターセッション会場 44/100 



とちぎＴＶから取材を受けるＳＤＧｓグループ４-９ 45/100 

宇大ＳＤＧｓ グループ４



ポスターセッション会場 46/100 

宇大ＳＤＧｓ グループ４



ポスターセッション会場

宇大ＳＤＧｓ グループ４
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ポスターセッション会場

宇大光融合
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ポスターセッション会場

宇大光融合
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ポスターセッション会場 

栃木県農政部
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栃木県農政部

ポスターセッション会場 51/100 



栃木県農政部

ポスターセッション会場 52/100 



栃木県農政部

ポスターセッション会場 53/100 



ポスターセッション会場 

栃木県農政部
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ポスターセッション会場

栃木県産業技術センター
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ポスターセッション会場

栃木県産業技術センター
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ポスターセッション会場

栃木県産業技術センター
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ポスターセッション会場

栃木県産業技術センター
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芝浦工業大学
足利大学

帝京大学

小山工業高専

栃木企業

ポスターセッション会場 59/100 



芝浦工業大学 足利大学 帝京大学 小山工業高専

栃木企業

ポスターセッション会場 60/100 



宇大ＳＤＧｓ グループ４

大学発ベンチャー

芝浦工業大学

足利大学

栃木企業

帝京大学

小山工業高専

ポスターセッション会場 61/100 



芝浦工業大学 足利大学

ポスターセッション会場 62/100 



芝浦工業大学

ポスターセッション会場 63/100 



帝京大学

ポスターセッション会場 64/100 



ポスターセッション会場

大学発ベンチャー

65/100 

(株)CrowLab 



ポスターセッション会場

大学発ベンチャー
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(株)アグクル 

アイ・イート(株)



産学連携事例

(株)アイ・レック/宇都宮大学 
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産学連携事例

ポスターセッション会場

(株)アクトリー/宇都宮大学 

(株)夢創造、(株)小川水産/宇都宮大学 
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産学連携事例

ポスターセッション会場

(株)伸光製作所/宇都宮大学 

金子メディックス(株)/宇都宮大学 
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産学連携事例

ポスターセッション会場 

(株)小林縫製工業/宇都宮大学 
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ポスターセッション会場

産学連携事例

(有)マロニエ技術研究所/宇都宮大学 (株)北研/宇都宮大学 
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産学連携事例

ポスターセッション会場 

東都工業(株)/宇都宮大学 

(有)マロニエ技術研究所/宇都宮大学 
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栃木企業

ポスターセッション会場 73/100 

栄研化学(株) 
エム・イ－・エム・シー(株)

桑名商事(株) 

サンプラスチック(株)
神和アルミ工業(株) 



栃木企業

ポスターセッション会場 

栄研化学(株) 
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ポスターセッション会場

栃木企業

エム・イ－・エム・シー(株)
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栃木企業

ポスターセッション会場 

桑名商事(株) 
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エム・イ－・エム・シー(株)



栃木企業

ポスターセッション会場 

サンプラスチック(株)
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とちぎＴＶから取材を受ける神和アルミ工業（株）

栃木企業

神和アルミ工業(株) 
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栃木企業

(株)誠和。 
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栃木企業

ポスターセッション会場 

(株)大高商事 

(株)誠和。 
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栃木企業

ポスターセッション会場 

大和鋼管工業(株) 
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栃木企業

(株)パウデック 

ポスターセッション会場 82/100 



83/100 

栃木企業

ポスターセッション会場 

(株)ぶらんこ 



栃木企業

ポスターセッション会場 

ムロオカ産業(株)
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産学支援機関

栃木県産業振興センター

一般財団法人日本規格協会
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ポスターセッション会場 86/100 

産学支援機関

（公社）日本技術士会
栃木県支部
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産学支援機関
（金融機関）

ポスターセッション会場 

（株)足利銀行 （株)栃木銀行
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産学支援機関
（金融機関）

ポスターセッション会場 

野村證券(株) 
宇都宮支店

鹿沼相互信用金庫

(株)栃木銀行 



産学支援機関
（金融機関）

ポスターセッション会場 

鹿沼相互信用金庫
野村證券(株) 
宇都宮支店
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ショートプレゼンテーション
(15:00～15:08） 

宇都宮大学オプティクス教育研究センター
柴田 秀平 様
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ショートプレゼンテーション
(15:08～15:16） 

宇都宮大学工学部 平田研究室 様
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ショートプレゼンテーション
(15:16～15:24） 

宇都宮大学
グローバルサイエンスキャンパス （iP-U） 様 
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ショートプレゼンテーション
(15:24～15:32） 

株式会社アグクル代表取締役 小泉 泰英 様
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ショートプレゼンテーション
(15:32～15:40） 

一般財団法人日本規格協会 様



懇親会（小展示場）
（17:25～18：40） 

夏秋理事のご挨拶と乾杯の音頭
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懇親会参加者 96/100 



料理 97/100 



歓談風景 98/100 



歓談風景 99/100 



写真撮影＆編集：宇都宮大学 元コーディネーター 出口勝彦

100/100 
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