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けいはんな
リサーチコンプレックス

開会挨拶、来賓挨拶
10：00 ▶ 10：15

動き出せ！ けいはんなイノベーション・エコシステム
10：15 ▶ 11：30

桜田 一洋 氏
株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー
理化学研究所 医科学イノベーションハブ推進プログラム 副プログラムディレクター

けいはんなRCとERAのグローバル連携
15：30 ▶ 16：30

けいはんなRCとつながる
企業のオープンイノベーション

16：40 ▶ 18：20

Networking：ポスターセッション＆交流会
18：20 ▶ 19：20

Mr. Murat Aktihanoglu
Founder and Managing Director, Entrepreneurs Roundtable Accelerator (ERA)

「超快適」スマート社会と新産業創出への挑戦
12：30 ▶ 14：10

オープニングシンポジウム

同時通訳あり

10：00▶19：203月27日㈪
2017年

けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）

事務局
（公財）関西文化学術研究都市推進機構
（株）国際電気通信基礎技術研究所（ATR） 事業開発室
TEL：0774-95-2505
Email: opening@keihanna-rc.jp

けいはんなリサーチコンプレックス　http://keihanna-rc.jp/
「けいはんなリサーチコンプレックス」は、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）による「世界
に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサーチコンプレックス）推進プログラム」の実施拠点です。

主催

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）共催

会場

日時

〒619-0225
京都府木津川市木津川台9丁目6番地
京都府相楽郡精華町精華台7丁目5番地1
http://kick.kyoto/

リサーチコンプレックスリサーチコンプレックス
オープニングシンポジウムオープニングシンポジウム
～i-Brain × ICT 「超快適」スマート社会の創出　グローバルリサーチコンプレックス～

参加費
無料

●昼食代／800円 ※要事前申込
●ポスターセッション＆交流会参加費／2,500円（学生1,500円） ※要事前申込

※プログラムは変更になる場合がございます

新たなビジネスチャンスを求めて！

※公共交通機関をご利用ください

参加申込締切 2017年3月20日（月） 参加申込 http://keihanna-rc.jp/news/20170327opening/

Keynote

14：20 ▶ 15：20

イスラエルにおける研究成果の
事業への展開（仮）
イスラエルよりお招きします

イスラエル大使館経済部、一般社団法人MBTコンソーシアム後援

けいはんなリサーチコンプレックス（RC）を契機と
し、けいはんなで地域ポテンシャルを活かした事業
創出を促進するため、イノベーション・エコシステム
が動き始めます。
本シンポジウムでは、当RCが進める「超快適」スマー
ト社会を目指す異分野融合研究開発・人材育成・事
業化支援の活動を発信するとともに、注目を集めて
いるイスラエルのエコシステムがいかに創られたか
を学び、ＮＹのアクセラレータとのグローバル連携
など、新たなビジネスチャンス、ネットワークづくり
の場を提供します。
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Opening remarks, Guest speech
10：00 ▶ 10：15

Let’s Get Started! Keihanna Innovation 
Ecosystem

10：15 ▶ 11：30
Global Cooperation between 
Keihanna RC and ERA
Mr. Murat Aktihanoglu
Founder and Managing Director, Entrepreneurs Roundtable Accelerator (ERA)

15：30 ▶ 16：30

Open Innovation Connecting Enterprises to 
Keihanna RC

16：40 ▶ 18：20

18：20 ▶ 19：20

An Endeavor to Create New Businesses and a 
Meta-Comfort and Smart Society
Dr. Kazuhiro Sakurada
Senior Researcher, Sony Computer Science Laboratories, Inc.
Deputy Program Director, Medical Sciences Innovation Hub Program (MIH), RIKEN

12：30 ▶ 14：10

Networking: Poster Session & Get-Together

“i-Brain x ICT: Global Research Complex to Create a Meta-Comfort and Smart Society”

Hosted by Keihanna Research Complex  http://keihanna-rc.jp/

Co-hosted by Japan Science and Technology Agency (JST)
Supported by Economic Department, Embassy of Israel  /  MBT Consortium Association

Keihanna Research Complex is an institution which advances the “Promotion program for world-class research & 
development and verification hub (research-complex)” developed by the Japan Science and Technology Agency (JST). 

Secretariat:
Public Foundation of Kansai Research Institute
Business Development Office, Advanced Telecommunications 
Research Institute International (ATR) 
Email: opening@keihanna-rc.jp  Tel: 0774-95-2540

Registration deadline: March 20 (Mon), 2017      Registration: http://keihanna-rc.jp/en/news/20170327opening/

Admission free: ・ Lunch fee 800 yen  ※Reservation required

 ・ Poster Session & Get-Together fee 2,500 yen (Students: 1,500 yen)  ※Reservation required

※Simultaneous interpretation available
※The program may change

※Please use public transportation

March 27 (Mon), 2017 10:00 – 19:20
Venue: Keihanna Open Innovation Center (KICK)

Searching for new business opportunities!

: Global Research Complex to Create a Meta-Comfort and Smart Society”

March 27 (Mon), 2017 10:00 – 19:20

Searching for new business opportunities!

“i-Brain x ICT: Global Research Complex to Create a Meta-Comfort and Smart Society”

Keihanna 
Research Complex
Opening Symposium

http://kick.kyoto/

Keynote

Business Deployment of Research Results in 
Israel (tentative)

To be invited from Israel

14：20 ▶ 15：20

The establishment of Keihanna Research 
Complex (RC) provides a great opportunity to 
create new businesses in the Keihanna region, 
through the utilization of its potential resources 
and the innovation・ecosystem that will emerge.
This symposium will disseminate information 
about Keihanna RC’s activities to promote 
research and development based on the 
integration of different fields of knowledge, 
human resource development, and 
commercialization support in an effort to 
realize a meta-comfort and smart society. It will 
also provide an opportunity to learn about the 
origin and development of Israel’s high-profile 
ecosystems, and to discover new business 
opportunities and networking, such as global 
cooperation with accelerators in New York.



 
 

けいはんなリサーチコンプレックス 

～ i-Brain × ICT 「超快適」スマート社会の創出 グローバルリサーチコンプレックス ～ 
オープニングシンポジウム 

 

新たなビジネスチャンスを求めて！ 

              

ご案内 

 

【日時】 2017 年 3 月 27 日（月）10:00～19:20  

【場所】 けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK） 

【趣旨】 

 けいはんなリサーチコンプレックス（RC）を契機とし、けいはんなで地域ポテンシャルを活か

した事業創出を促進するため、イノベーションエコシステムが動き始めます。 
本シンポジウムでは、当 RC が進める「超快適」スマート社会を目指す異分野融合研究開発・

人材育成・事業化推進の活動を発信するとともに、注目されているイスラエルのエコシステムが

如何に創られたかを学び、米国ニューヨークのアクセラレータとのグローバル連携など、新たな

ビジネスチャンス、ネットワークづくりの場を提供します。 

 

プログラム 

9:00～ ＜開場＞ 

10:00～ 開会挨拶 

10:05～ 来賓挨拶 

10:15～11:30 セッション 1．動き出せ！けいはんなイノベーション・エコシステム 

10:15～ Overview 
 

10:40～ RC 活動の詳細説明 
 異分野融合研究開発  安藤リーダ 
 人材育成・設備共用  渡辺リーダ 
 イノベーションハブ  鈴木リーダ 

11:30～12:30 ランチタイム 

12:30～14:10 セッション 2. 「超快適」スマート社会と新産業創出への挑戦 

12:30～  講演 

桜田 一洋 氏 

ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー 
 

13:10～  パネルディスカッション 

・安藤リーダ（モデレータ） 

   ・渡辺リーダ（パネリスト） 

・桜田 一洋 氏（パネリスト） 

   ・廣瀬 通孝 氏（パネリスト） 

東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 

   ・小池 昭久  氏（パネリスト） 

大和ハウス工業株式会社 主任研究員 

（14:10～14:20 休憩） 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

14:20～15:20 セッション 3. Keynote：イスラエルにおける研究成果の事業への展開 

14:20～    Mr. Avi Luvton 

（Asia Pacific Executive Director, Israel Innovation Authority ） 

（15:20～15:30 休憩） 

15:30～16:30 セッション４．けいはんな RC と ERA のグローバル連携 

15:30～  イントロダクション 

藤本リーダ 
 

15:40～  講演 

Mr.Murat（ERA Founder and Managing Director） 

「ERA acceleration of entrepreneurship and intrapreneurship」 

（16:30～16:40 休憩） 

16:40～18:20 セッション 5．けいはんな RC とつながる企業のオープンイノベーション 

16:40～17:40  けいはんな企業講演 

 北村 圭司氏 

株式会社島津製作所 基盤技術研究所 放射線デバイスユニットユニット長 

「産学官連携から異分野融合へ：リサーチコンプレックスへの期待」 

 三寺 歩氏 

ミツフジ株式会社 代表取締役社長 

「けいはんなから世界へ 第二創業ベンチャーの挑戦」 

 熊田 貴之氏 

             ブルーイノベーション株式会社 代表取締役社長 

「ドローンビジネスの可能性」 
 

17:40～18:20  トーク/パネルディスカッション 

   ・「日本のハードテックについて」 

牧野 成将 氏（モデレター） 

株式会社 Darma Tech Labs 共同創業者/代表取締役  

Dr. Max Krichenbauer（パネリスト）  

合同会社 MARUI-PlugIn 社長 

・「日本でのスタートアップの始め方」 

Ms. Sabrina Sasaki（モデレター） 

株式会社 Darma Tech Labs/Makers BootCamp マーケティング 

Dr. Philip Nguyen（パネリスト） 

Gochiso 株式会社代表取締役 

18:20～19:20 セッション 6. Networking：ポスターセッション＆ 交流会 

けいはんな地域のショーケースとして展示し、地域の技術・製品・サービス情報の

発信と交流・ネットワーキングの場を提供します。 
 

19:20  ＜閉会＞ 



 

けいはんなリサーチコンプレックス 
（中核機関：公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構） 

 

ｉ－Ｂｒａｉｎ×ＩＣＴ 
「超快適」スマート社会の創出グローバルリサーチコンプレックス 

 

■概要 
現在の日本はさまざまな社会的課題を抱えています。特に、人口減少に伴う社会全体の閉塞感が

大きな課題であり、少子高齢化・労働人口の減少による活力低下、地方の衰退、市場縮小による経
済活動の停滞が生じています。このような時代背景の中で、人々は「モノの豊かさ」より「ココロ
の豊かさ」を求めるようになっています。この「ココロの豊かさ」を実現するのが、『「超快適」ス
マート社会』であり、心に感動・活力・共感を生み出す社会の創出が目標です。 
「けいはんな」のリサーチコンプレックスでは、ｉ－Ｂｒａｉｎ（脳・人間科学技術）とＩＣＴ

（情報通信技術）を技術開発のコアと捉えています。ｉ－Ｂｒａｉｎはヒトの心理・行動・脳・生
体情報データ解析に基づいてココロを定量的・客観的に捉える技術群を指し、これにＡＩ、ビッグ
データ解析、ＩｏＴなどの最先端ＩＣＴを融合し、「ココロの豊かさ」を創出する技術開発を目指し
ます。この技術開発により社会課題の解決を図ると共に、新たな事業を創生して経済活動の活性化
に寄与していきます。 

 

 



 

具体的な研究開発の取り組みとして、①オフィスにおける知的生産性向上、病院・介護現場での
ストレス緩和などをもたらす知的環境デザイン、②赤ちゃんから高齢者に至る各ライフステージの
心身快適モニタリングによる衣食住イノベーション、③非言語コミュニケーション技術によるヒト
の心に寄り添う次世代ロボット・次世代遠隔コミュニケーションシステムの開発、を掲げています。 
これらの技術開発に加えて、プロデュースマインドを持った人材の育成、大学・研究機関・大手・

中堅・中小企業・ベンチャ－・地域住民の共創によりイノベーションの連鎖を自律的に引き起こす
「イノベーション・エコシステム（生態系）」の構築に取り組み、「人が渦巻くけいはんな」、「高収
益事業が生まれるけいはんな」、「世界へ飛翔するけいはんな」の実現を目指します。 
  

■参画機関（順不同：2017年 1月末時点） 
公益社団法人関西経済連合会、株式会社アロマジョイン、オムロン株式会社、木村工機株式会社、    
京セラ株式会社、株式会社京都銀行、株式会社国際電気通信基礎技術研究所（ATR）、サントリーホール
ディングス株式会社、株式会社島津製作所、ジャトー株式会社、スキルインフォメーションズ株式会社、
ダイキン工業株式会社、大和ハウス工業株式会社、日本電信電話株式会社 NTTコミュニケーション科学
基礎研究所、パナソニック株式会社 AVCネットワークス社、株式会社プロアシスト、株式会社プロキダ
イ、ミツフジ株式会社、大阪大学、京都大学、東京大学、同志社大学、奈良県立医科大学、国立高等専
門学校機構 奈良工業高等専門学校、奈良女子大学、奈良先端科学技術大学院大学、国立研究開発法人情
報通信研究機構（NICT）、公益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）、京都府、大阪府、奈良県、
公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構 
  

■「リサーチコンプレックス推進プログラム」の概要 
 このプログラムは、文部科学省と科学技
術振興機構（JST）が推進する事業です。そ
の概要は以下の通りです。 
 『リサーチコンプレックスとは、地域にお
いて集積している研究機関、企業、大学など
がそれぞれの活動を融合させ、世界の注目を
集める、異分野融合による最先端の研究開発、
成果の事業化、人材育成を一体的・統合的に展開するための複合型イノベーション推進基盤です。 
本プログラムでは、５年後、１０年後からその先に実現すべき地域の姿や社会的価値をビジョンとして
描き、その実現に向けたリサーチコンプレックスの取り組みを支援し、また、地方創生にも資すること
を目的としています。』（JSTのホームページより） 
 けいはんなリサーチコンプレックスは、平成 28年 9月にこのプログラムに採択されました。 

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構 http://kri-p.jp/ 
超快適スマート社会推進室・けいはんなリサーチコンプレックス事業事務局 
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台 1丁目 7 けいはんなプラザ ラボ棟３Ｆ 
TEL：0774-95-5047 FAX：0774-95-5234 E-mail：info@keihanna-rc.jp 
「けいはんなリサーチコンプレックス」ホームページ http://keihanna-rc.jp/ 
 



 

 

 

 

 （株）アロマジョイン    

 エコリンクス（株）     

 オムロン（株）         

 木村工機（株）      

 京セラ（株）       

 （株）国際電気通信基礎技術研究所 

 CONNEXX SYSTEMS（株） 

 サントリーホールディングス（株） 

 （株）島津製作所      

 ジャトー（株）           

 スキルインフォメーションズ（株） 

 （株）スプレッド         

 日本テレネット（株）     

 日本電産（株）           

 日本電信電話（株） 

NTT コミュニケーション科学基礎研究所  

 パナソニック（株）エコソリューションズ社  

 （株）プロアシスト 

 ミツフジ（株） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大阪大学 

 京都情報大学院大学 

 京都大学 

・こころの未来研究センター 

・大学院教育学研究科 

・地域連携教育けいはんな推進機構ユニット 

 情報通信研究機構（NICT） 

 東京大学 

 同志社大学 

・赤ちゃん学研究センター 

・理工学部 

・ローム記念館 

 奈良県立医科大学 

・地域健康医学 

・麻酔科学 

・呼吸器科学 

 奈良工業高等専門学校 

 奈良女子大学 

 奈良先端科学技術大学院大学（NAIST） 

 けいはんな文化学術協会 

 京都府 

 

 

2017 年 3 月 27 日「けいはんなＲＣ オープニングシンポジウム」 

ポスターセッション 出展機関 
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