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財団事務局より

 

メ

財団 オの

開催期間/  11/8(水 )～11(土 )　
開催場所/ ポートメッセなごや

( 名古屋市国際展示場 )

●当財団は初めてこの大イベン
トに単独でブース出展しました

●今回は、財団紹介スライドをモ
ニター放映すると共に、名産研な
らではの独自事業の紹介をパネル
にて PR を行い認知度向上を図り
ました

●4 日間の会場への来場者数は
62,831 名　（主催者発表）

●名産研ブースは 3 号館の一番
奥の立地でしたが、累計 112 名
の方が訪問されました。

●当財団に関する認知度や興味
のある事業等のアンケートを実
施

⇒約 50 名の回答結果からは、産
学連携への興味が多数あり、今後
の新事業開拓のヒントを得ること
も出来ました。

ご来場された方には心より御礼
申し上げます。

「メッセナゴヤ2017」出展時にPR
用で制作した紹介スライドを当財団
ホームページ上にもアップしました。

いつでも閲覧が出来ますので、くち
コミ情報展開もお願いいたします。

●現在の名産研の全ての事業内容を
網羅してご紹介し、企業様のご利用
方法案内や、会員制度の説明もして
おりますので、是非ご覧ください。

●閲覧方法は
①「名産研」でWEB検索し、トップ画面
最上部にある「財団について」をクリック

②画面下部にあるバナー中央の　▶　を
クリックすると、ナレーション音声と共に
スライドショーが始まります。
（約12分間あり）
※YOU　TUBE利用 ①

②



中部TLOより

研究部より

会場/  名古屋大学内VBLベン
チャーホールにて11/15（水）に
開催しました。

今回は愛知県立大学情報科学部の
小栗宏次教授と、IoT 関連企業２社
からの興味深いご講演をして頂き
ました。

参加者  19名

経産省からの受託事業
「コンポジットハイウェイコンソー
シアム」は、今回以下イベントに
出展しました。

「ＳＡＭＰＥ ＪＡＰＡＮ先端材料技術
展2017」

場所/東京国際展示場（東京ビック
サイト）東ホール
日時/11月29日～12月 １日

当財団の研究広報事業として、
「第33回産業科学フォーラム」
を12月15日に名古屋大学内
ＶＢＬ棟セミナールームにて
開催しました。

参加　18名

●講師
　宮尾　克　上席研究員

第32回
産業科学フォーラム

コンポジットハイウェイ
コンソーシアム

中部 loT研究会
2017(第3回)

「IoP（Internet of People）
　－ウェアラブルセンシング
による状態推定が拓く
“POST” 医療の世界－」
 
講師 /
愛知県立大学情報科学部
教授 　小栗宏次氏

「ＩｏＴ（≒スマートファクトリー）
の本質　－進まない理由と、
進めるためには」

 講師 /
ミツイワ (株 ) 
スマートファクトリー推進部
部長 　泉 貴史氏

「ご存知ですか？『今、
ロボットはここまでできる！』」

講師 /
(株) バイナス 
取締役営業部長
 下間 篤氏

「コンポジットハイウェイコンソーシアム」は
東海・北陸地域のＣＦＲＰ研究開発拠点を有する名古屋大学、岐阜大学、金沢工業大学と地域
公設試等が立ち上げ、ＣＦＲＰに関する研究開発から生産・加工・組立までを行う一大拠点・産業
集積の形成を目指して様々な取組みをしており、今回の出展はその広報活動の一環です。

タイトル：「3D立体映像の現状とヘッドマウント・ディスプレイのあり方」

 今回は、ユーザビィリティの評価を中心とした講演であった。
最初は、シースルー・スマートグラスによる３D立体映像の飛び出し量に伴う目の調節能への影響
を明らかにする実験とそのデータ解析からの日本の安全ガイドラインの問題点が提起された。
討論でもリスクと利得のバランスを考慮した適正な規制の必要性が議論された。
　次いで、シースルー・スマートグラスの利用について、拡張現実（Augmented Reality）技術
の利用における問題点が紹介された。特に映像コンテンツの表示位置と目（特に水晶体調節焦点）の
影響を調べる実験において、水晶体の焦点が仮想位置に向かうことが示された。
　最後に、拡張現実画像を用いたシースルー・スマートグラスの作業効果について紹介され、画像
位置が作業場所の若干手前に来ることの重要性について説明されたが、メーカーの対応や規制の
問題など、困難は多そうに思われた。



H29年度事例紹介（その2）

開催日/1月23日
研修内容/ファインバブルの基礎学
受講先/県内某企業の開発部門様
講師/高知工業高等専門学校
　　　秦隆志　准教授

受講数/　52名

第3回11/9　  ①
第4回11/22　②　最終

（公財）科学技術交流財団・
（公財）名古屋産業振興公社
との3機関共催研修

会場/①名古屋市工業研究所
　　   ②名古屋商工会議所ビル

受講者数/51名

●本年度は一日コースで計4回
とし、カリキュラムも一部
入替えました。

●技術・開発部門の方に新規
事業や新製品開発のためのMOT
の考え方や事例紹介等、社内で
は得られない知見吸収の場です。

H29年度は、去る6月17日の開講
式に始まり、11月18日の修了式
迄の期間で延べ12回開催しました。

あいち環境塾　
2017年度活動を修了しました

技術経営 (MOT)
セミナー

出張研修

ＣＨＣより

< 対応コメント＞
・今回は同社で2回目であり、また、異なる希望テーマでの開催となりました。
　将来に向けた多くの開発課題に対し、まずはその基礎学をより多くの関係社員で学び、社内コン
　センサスをしっかりと取っておく考え方に感心する次第です。
・既存の技術・工学分野に拘らず、メーカー様の次期商品開発や事業開拓に少しでもお力になれば
   幸いです。

<最終日レポート >
本年6月17日（土）に開講した本塾は、11日間のカリキュラムを終えて、11月18日（土）の最終日
に太陽電池パネルのリサイクル、グリーンインフラやAIを活用したまちづくり、農地活用、生物多
様性等を題材に基礎コースの5チームと、アドバンストコースの2名が半年かけて纏め上げた研究
発表を行い修了しました。
発表会後の修了式では、森岡塾長（愛知県副知事）より一人ずつ修了証書が手渡され、半年間
の努力に評価をいただきました。

 

＜本年度レポート＞
・計4回の累計参加者は
193名で平均48名が受講し、
前年度の42名を上回る
盛況ぶり

・毎年のリピート講義でも
各講師が創意工夫され、
新鮮な話題等もレクチャ
されたので、最終アンケート
結果は高評価

「地域イノベーショ
ン」~産学官金連携
の最適活用
講師：野長瀬裕二氏

「経営戦略と技術
イノベーション」
講師：山田基成氏

「技術開発と事業戦略ケーススタディ」
　グループワーキング
講師：宮木宏尚氏

「新規事業の創出」
~富士ﾌイﾙﾑ第二の
創業と化粧品事業
の立上げ
講師：中村善貞氏

「イノベーションを実
現する知財戦略」
講師：生越由美氏

第3回　 会場/　名古屋市工業研究所　　参加者/51名

第４回　 会場/　名古屋商工会議所ビル 　参加者/52名

48名程度
※先着順
※1企業 2名様まで
※初めて参加される方を優先させていただきます。

　昨今、企業が新製品や新たなサービス、ビジネスモデル
を企画開発し、市場のニーズに応えていく中で、技術と経
営の双方を理解し、事業戦略を推進できる人材が必要不可
欠となっています。
　本セミナーでは事業環境の変化に対応し、経営の視点か
ら技術戦略を検討するための基本的な知識を習得いただく
とともに、受講生同士のグループワークの場もご提供します。

日木1210月 日木911月

定　員

締　切

10,000円（税込）（全4回分、書籍代含む）参加費

10月5日（木）

主　催 技術経営（MOT）研修実行委員会　
（公財）科学技術交流財団、（公財）名古屋産業科学研究所、（公財）名古屋産業振興公社

後　援 中部経済産業局、愛知県、名古屋市、名古屋大学、名古屋工業大学、中部経済連合会、名古屋商工会議所

Management anagement anagement of TTechnologyechnology

ウラ面の申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてお申し込み
ください。
ホームページからもお申し込みが可能です。
なお、定員に達し次第、募集を終了いたします。

申込方法

（原則全日程参加できる方）

http://www.astf.or.jp の 新着情報 からアクセス
（公財）科学技術交流財団

または 
http://www.astf.or.jp/astf/training/mot/bsymot.htmlをご覧ください。

名古屋市工業研究所  
名古屋市熱田区六番三丁目４番４１号　地下鉄六番町駅3番出口すぐ
●駐車場100 台程度（無料）

会場❶

名古屋商工会議所ビル 
名古屋市中区栄 2-10-19　地下鉄伏見駅5番出口　徒歩 5分
●駐車場なし（最寄りの有料パーキング利用）

会場❷

日水2510月 日水2211月

4
13
th3t
h

MOTTセミナー
新製品・新事業の開発に

O セミナーセミナーセミナー
新製品・新事業の開発に新製品・新事業の開発に
技術経営



内容

財団外情報   （連携大学・行政・他機関発信のオススメ情報）
★このページでは、当財団外（地域大学・行政機関・他財団等）からの既発信情報から、独自にセレクトしてご案内い
たします。各企業様に有益となれば幸いです。（扱い数は不定となりますことあらかじめご了承願います）

行政/大学情報

内容

詳細はこちら

http://www.chubu.meti.go.jp/b34jyoho/shiryo/20180213ws/2018

0213.html

今号はセミナー／イベン
トをご紹介します

①　＜デジタルテクノロジー
を活用したビジネスモデル
創出ワークショップ＞
「経営者がIoT、AI時代を
生き抜くためには」

開催案内

◆概要　

ＩｏＴ、ＡＩ時代に突入している現在においては、企業が組織の枠を超え異業種／異分野の持つ技

術やデータ、知識などを組合せて、革新的なビジネスモデルやサービスの創出につなげる「オープ

ンイノベーション」が加速しています。自社にしかできない強み（コアコンピタンス）、知的財産（特許

情報）、外部リソース（オープンデータ等）を活かして、どのように新規事業を創出すればよいので

しょうか。

 　本ワークショップでは、デジタル技術の進展と知的財産利活用の動向を 理解し、新たなビジネ

ス構想をするためのプロセスを2日間で体験できます。この機会にぜひご参加ください。

◆日程

 <日時>  平成30年2月13日（火）10：00～17：30

　　　    平成30年2月14日（水）10：00～17：30
 <場所>  富士通ラーニングメディア 名古屋ラーニングセンター NA06教室　　　  
　　　　（名古屋市中区錦1-4-6 三井生命名古屋ビル 5階）
 <対象>  顧客の課題解決のため、積極的にＩｏＴ、ＡＩ活用をお考えの経営者
 　　　（※原則、2日間参加できる方）
 <定員>  先着30名
 <参加費>  無料
＜申込方法＞下記「詳細はこちら」の案内チラシにございます「申込みフォーム」にご記入の上、
電子メールまたはＦａｘにてお申込みください。

中部経済産業局企画セミナーのご紹介

2018年2月13日（火）-14日（水） （2日間） 

お問い合わせ 

 IoT、AI時代に突入している現在においては、企業が組織の枠を超え、 
異業種/異分野の持つ技術やデータ、知識などを組合せて、革新的な 
ビジネスモデルやサービスの創出につなげる「オープンイノベーション」が加速 
しています。自社にしかできない強み（コアコンピタンス）、知的財産 
（特許情報）、外部リソース（オープンデータ等）を活かして、どのように 
新規事業を創出すればよいのでしょうか。 
 本ワークショップでは、デジタル技術の進展と知的財産利活用の動向を 
理解し、新たなビジネス構想をするためのプロセスを2日間で体験できます。 
この機会にぜひご参加ください。 

時間：10時～17時半（2日間とも同じ時間帯で開催します） 
会場：富士通ラーニングメディア 名古屋ラーニングセンター（NA06教室） 
     愛知県名古屋市中区錦1-4-6 三井生命名古屋ビル 5階 
対象：顧客の課題解決のため、積極的にＩｏＴ、ＡＩ活用をお考えの経営者 
    （原則、2日間参加できる方） 
定員：先着 30名 

デジタルテクノロジーを活用したビジネスモデル創出ワークショップ 

経営者がIoT、AI時代を生き抜くためには 

経済産業省 中部経済産業局 主催 

企画・運営：株式会社富士通ラーニングメディア  中部ソリューション部 川島、太田、冨田  TEL：052-221-7360 
協力：愛知県、富士通株式会社 

1日目 

2日目 

自社ビジネス、業務への適用検討 GOAL 

【キーノート】 デジタルテクノロジーとビジネスモデル 
   知的財産利活用の動向 
    ～愛知県の取組み～ 
 

【ワーク 1 】 IoT/AI体験 
   IoT/AIを組み込んだ簡易システムの構築 
 

【ワーク 2 】 AI × 地域課題 アイデア発想 
   地域課題の解決をテーマにチーム内で 
   具体的なビジネス課題を設定する 
 
 

【ワーク 3 】 アイデアのブラッシュアップ 
   発想したアイデアを他チームの観点から見直す 
 

【ワーク 4 】 ビジネスモデル検討 
   発想したアイデアをデータとテクノロジーを 
   起点にビジネスモデルに展開する 
 

【ワーク 5 】 企画書作成 
   ビジネス化への承認を得るための企画書を 
   サマリとして作成する 
 

【発 表】 プレゼン＆フィードバック 
   各チームの説明を聞き、ビジネスの評価と 
   フィードバックを行う 

お申込みは、Webよりお願します。 
http://www.chubu.meti.go.jp/b34jyoho/shiryo/20180213ws/
20180213.html 

で 

参加費 
無料 



内容

財団外情報   （連携大学・行政・他機関発信のオススメ情報）
★このページでは、当財団外（地域大学・行政機関・他財団等）からの既発信情報から、独自にセレクトしてご案内い
たします。各企業様に有益となれば幸いです。（扱い数は不定となりますことあらかじめご了承願います）

行政/大学情報

内容

詳細はこちら

http://tic.web.nitech.ac.jp/wp-content/uploads/2017/12/産業用

ロボット導入・活用のための大相談会【平成30年2月23日開催】.pdf

②「産業用ロボット導入・
活用のための大相談会」

開催案内

  ◆「産業用ロボット導入・活用のための大相談会」の開催について

  中部経済産業局及び名古屋工業大学では、中小製造業における産業
用ロボットの活用を促進するため、下記のとおり、ロボットシステムインテグレーター、
ロボットメーカーによる展示、相談会を開催します。
  生産性向上や人手不足解消など経営課題解決のための産業用ロボット導入
の検討、当地域のロボット関係企業を知る機会として、お役立てください。

＜主催＞　経済産業省 中部経済産業局、名古屋工業大学
＜日時＞　平成30年2月23日（金）　11：00～17：00
＜場所＞　名古屋工業大学 御器所キャンパス 新講堂 NITech Hall(ナイテック・
ホール)
　（愛知県名古屋市昭和区御器所町字木市29番）
＜対象＞　中小製造業の事業者
＜参加費＞無料

＜内容＞　当地域のロボットシステムインテグレーター、国内主要ロボット
　　　　　メーカーのブース展示・個別相談
   ※ロボットシステムインテグレーターとは
　　ロボットシステムの導入提案、設計及び構築等を行う専門のエンジニア
　　リング企業。
＜申込方法＞下記「詳細はこちら」の案内チラシにございます「申込みフォーム」にご
記入の上、電子メールまたはＦａｘにてお申込みください。

中部経済産業局/名古屋工業大学共催イベントのご紹介




