
コンポジットハイウェイ
コンソーシアム

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、昨年11月16日(水）～
18日(金） 吹上ホール（名古屋
市中小企業興会館）にて開催の
「TECH Biz EXPO 2016/第6回 
次世代ものづくり基盤技術産業展」
に出展し、
多数の来客をお迎え
しました。 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の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。

TLOの堀田(右）とコーディネータ：野々村氏(左）

中部TLOは、昨年11月29日(火）大
府市役所多目的ホールにて開催さ
れた「第10回産学官連携交流会
（大府市、大府商工会議所主催）」に
産学連携支援機関として出展しま
した。
今回からのイベント出展には、大型
ポスターパネル2枚にてコーディ
ネータとスタッフが財団紹介と
TLOの新しい事業活動の説明をし
て参ります。

第10回
産学官連携交流会

IoT商品についての説明シーン

会場 /名古屋大学内V B Lベン
チャーホール
IoT関連技術開発が、大企業の目
指している大きな予算と多数の専
門家を動員した事業開発だけでは
なく、中堅ものづくり企業が目指
す、現場の生産性改善や新事業展
開等広範囲に適用できることを、
身近な2件のIoT関連技術開発事
例として紹介して頂きました。

参加40名

中部IoT研究会（第５回）
挨拶の森上席研究員

盛況な会場

中部TLOより

産業界のニーズをキャッチして、研究・技術開発・人材育成をサポートする機関
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講師派遣（話題リスト）
に「中高校生向け」の
リストを追加

これまで「知見交流・情報発信事
業」として、企業や一般市民から
のご要望に対応し、講師派遣す
る事業を行ってきましたが、今回
新たに「中・高校生向け」の講義
メニューを追加しました。（9テーマ） 
将来の産業界を担う人材にも最新
の科学知見を勉強して頂ければ
幸いです。
学校の課外授業等にお勧めしま
す！
講義費用は無料

講師派遣（話題リスト）
に「中高校生向け」の
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将来の産業界を担う人材にも最新
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産業科学フォーラム
2016

当財団の研究広報事業として、
毎年1回主テーマに沿った3講演
方式で「産業科学フォーラム
2016」と題して開催してます。
H28年度は9月13日に名古屋大
学内ＶＢＬ棟ベンチャーホールに
て開催しました。
●本年テーマ
　エネルギーをめぐる動向
●講師
　右3名の上席研究員 

第31回
産業科学フォーラム

当財団の研究広報事業として、
「第31回産業科学フォーラム」を
12月14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19名

●講師
　中村新男上席研究員

中高生向け講義メニューの一例

司会の山根上席研究員から次第紹介

詳細はこちらのWEBをご覧ください↓

（公財）中部科学技術センター様のWEB

http://www.nisri.jp/dor/lectures.html https://kagakuasobo.net/index_pc.php

①「わが国のエネルギーとバ
イオマス」 
講師/森 滋勝

　詳細な資料を基に、再生可
能エネルギーの現状について
解説され、バイオマスエネル
ギー利用技術の問題点や課
題についてコメント

③「燃料電池触媒あれこれ」
講師/丹羽 幹

　現在燃料電池に用いられ
ているH+ 透過膜の問題点や
キーとなる水素の製造におけ
る課題などを分かり易く紹介

②「MeV重イオン加速器を用
いた固体Liイオン電池の研
究」 
講師/森田健治

　電解質セパレータの深さ
方向のLiイオン濃度を9MeV 
O4+ イオンビームを用いて
詳細に測定した結果を報告

タイトル：「ナノとフェムトの世界で観る物質の光応答」として、ナノテクノロジーの歩みを概観し、
最近の研究として「カーボンナノチューブの光物性について」のご紹介をして頂きました。

研究部より



初回のオリエンテーション

修了式

講義シーン
あいち環境塾

H28年度実績

H28年度は6月18日の開講式に
始まり、11月12日の修了式迄の
期間で延べ12回（全て土曜日）開
催しました。

●形式
　午前－講義
　午後－チームディスカッション
●定員
　　20名
●主会場
　　ウイルあいち会議室
　　（名古屋市東区）

技術経営（MOT）
セミナー

（公財）科学技術交流財団との共
催研修

H28年度は10月13日～11月24
日の期間で計6日間開催し、最終
日には「知の拠点の研究施設見
学会」も実施しました。
●形式
初回と最終回以外は各回2講義、
最終回はグループ毎でのテーマ
ディスカッション

参加49名

あいち環境塾

平成29年度の塾生募集を
開始しました！

定員20名

●申込締切日
　　5月17日必着
●申込み方法
　　WEBフォーム利用
　　FAX、郵送でも可

お申込み受付終了後、選考結果
をご通知いたします

2016年度開催の集合研修は全て終了しました。新年度も継続しますのでご応募をお待ちします。
CHCより

日頃聞けないジャンルの講義に学び、考え、愛知県へ環境に関するビジネスモデルや政策を提言する
塾形式ですが、環境業務に関わる企業人や地域環境保全に関心の高い方が集まり、その交流の場とし
て毎回活発な意見交換がなされて、参加者間の親交も深まる場となってます。

詳細はこちら当財団WEBをご覧ください↓

http://www.nisri.jp/chc/gathering.html

48名
※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27
日金4 日木10 18

10月

日木1310月 日木2411月

11月

定　員

締　切

8,000円（税込）（全6回分）参加費

10月6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）
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

MManagement 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。

知の拠点あいち  
豊田市八草町秋合1267番1　リニモ陶磁資料館南駅　徒歩 3分

会場❶

● 知の拠点あいちの見学会も実施します（希望制）

日金

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

会場❷ 6
MOT12
th

T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

初回の名刺交換会 グループワーク講義

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して頂くとともに、参加
者同士や講師との名刺交換会やグループワークの場も提供してお
り、最近は企業間交流の場としても利用されご好評頂いてます。 

期間/毎年10月～11月開催　　　定員/50名程度　　
H29年度の募集は9月開始予定

NEW

初回のオリエンテーション 講義シーン

修了式



修了式

講義シーン

CHCより

財団事務局より

初回のオリエンテーション出張研修

H28年度は、当研修のスタンスを
見直し、企業様の受講ニーズに可
能な限り沿うよう、講師の独自リ
サーチと「ご要望へのカスタマイ
ズ」を売りとする差別化PR策を
図ってまいりました。
●6月に専用パンフを作成し、企
業訪問でのPRに活用中
●WEB上での利用者への案内説
明をリニューアル

その効果もあり、年度後半に早速
2社から引き合いを頂き、好評な
成果を得ました

初回のオリエンテーションeラーニング

当講座は、2013年秋に初講座の
開講以来、順次講座を増やしなが
ら3年半が経過しました。
（全7講座）
   累積受講者数は329名（H29.3
月末時）で、この内、法人様から全
国で58社の受講申込みがありま
した。
東海地区を中心に、関東・関西地
区他からも受講をして頂いてま
す。

内藤理事長逝去のお知らせ

　弊所理事長　内藤進は、平成29年3月20日に肺炎のため逝去いたしました。（享年90歳）

ここに生前のご厚誼を深く感謝するとともに、謹んでお知らせ申しあげます。

 

　尚、後任理事長が就任するまでの期間は、定款に従い、代表理事代行として澤木宣彦専務理事が

代執行いたします。

事務所移転・リニューアル
のお知らせ

訃報

●本部CHC事務所が名古屋商工
会議所ビル８階でフロア内移転し
ました（南⇒北側） H29.3月末
　これに伴い玄関・応接室の改装
も実施しました
ご相談等お気軽にお越しください

詳細はこちら当財団WEBをご覧ください↓

出張研修パンフ一例

http://www.nisri.jp/chc/ondemand.html

詳細はこちら当財団WEBをご覧ください↓

随時募集中

随時募集中

中小企業様での実施例

社員様に、自社内にない新しい知
見の吸収をとお考えなら、是非、
当研修をご利用ください！
最適な講師をリサーチし貴社の会
議室に派遣致します！
料金は講義時間チャージと交通費
のみなので、何人でも構いません

新事務所入口（8F北側東奥） 新玄関 応接室内を一新

当講座は全国的にも類が少ない
大学レベルの工学基礎講座をイ
ンターネット利用で、しかも公益
財団故の超低価格で学習できる
システムです.

http://www.nisri.jp/chc/eLearning/index.html



行政情報

財団外情報（連携大学・行政・他機関発信のオススメ情報）

IT 導入補助金制度に
ついて
平成28年度補正

サービス等生産性向上IT導入

支援事業

内容

詳細はこちら

https://www.it-hojo.jp/applicant/

★このページでは、当財団外（地域大学・行政機関・他財団等）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）

二次公募が
始まってます！
募集期間
平成29年
3月31日
～6月30日

補助率2/3
補助限度額
100万円

本事業は、中小企業・小規模事業者等が
ITツール（ソフトウエア、サービス等）を導
入する経費の一部を補助することで、中
小企業・小規模事業者等の生産性の向上
を図ることを目的としています。

中小企業・小規模事業者等が行う生産性
向上に係る計画の策定や補助金申請手
続等について、ITベンダー、専門家等の
支援を得ることで、目的の着実な達成を
推進します。

/中小企業庁・中部経済産業局WEB情報

内容




