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財団・CHCより

｢産学連携シンポジ
ウムを開催しました」

↓案内パンフ

↓会場内

日時 / 2018.10.5
時間 / 14:00 〜 16:40
場所 / TKP ガーデンシティ
名古屋ルーセントタワー
16 階 N 会議室

↓小野木専務理事の挨拶
●前回 (6月)に続き、今回のシンポ
ジウムでは、今後期待される AI と
ナノバイオ分野について、有識者
から当該分野に係る今後の社会・
技術動向に関してのご講演をいただ
きました。
また、講演終了後には交流会も開催
し、多数の企業様とコーディネータ
の意見交換も出来、大変有意義な場
でした。
●当財団では、このシンポジウム
をきっかけに、今後、大学をはじめ
とする各研究機関に埋もれている技
術の芽の発掘と、新たな産業創生
に向けた産学連携による共同研究
の構築支援に努めて参ります。

↓講演 2
↓講演 1

＜タイトル＞ 「自動運転の民主化」
＜講師＞ 東京大学准教授
加藤真平氏

＜タイトル＞ 「シンクロトロン光、ナノバ
イオデバイスと AI が拓く Society5.0 と
健康長寿社会」
＜講師＞ 名古屋大学教授
馬場嘉信氏

参加者数 （開催関係者除く）
計

105 名

ご来場された方には心より御礼申し
上げます。

↓交流会

今回は産･官･学各方面から多数参加されました

財団事務局より
財団設立75周年式典
を開催しました

↓式典会場

↓愛知県の大野技監より祝辞

●平成 30 年 10 月 5 日に、当財団の
設立 75 周年式典を開催しました。
日時 / 2018.10.5
時間 / 11:00 〜 12:45

↓名商の内田常務より祝辞

場所 / TKP ガーデンシティ
名古屋ルーセントタワー

↓内藤理事長挨拶

16 階 F&G 会議室
次第 /

1. 主催者挨拶
内藤弘康 理事長より
2. 来賓挨拶
・愛知県産業労働部技監
大野 博様
・名古屋商工会議所
常務理事 事務局長
内田 吉彦様
3. 特別表彰
感謝状記念品贈呈
・当財団前理事長
リンナイ㈱
前代表取締役会長
内藤 進氏 ( 故人）
・当財団前理事・研究所長
名古屋電気学園
前学園長・総長
後藤 淳氏 （故人）
4. 財団近況報告
小野木克明専務理事より
5. 昼食懇談会 （J&K 会議室）

↓小野木専務理事より報告

↓専務理事（理事長代行）より内藤氏へ感謝状授与

↓表彰者 2 名への記念盾

↓理事長より後藤氏へ感謝状授与

↓丸勢先生より
懇談会オープニングスピーチ

↓表彰者との記念撮影
前列左から小野木専務理事、後藤氏、内藤理事長、
架谷所長、後列左から水谷理事、鈴置理事、藏藤
常務理事
↓懇談会会場

研究部より
主宰：山根上席研究員の開会挨拶

産業科学フォーラム
2018 を開催しました
当財団の研究広報事業として、
「産業科学フォーラム 2018」を
9 月 28 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
工学のエッセンス
●講師
①田中信夫 上席研究員
②松井信行 上席研究員
③内山知実 名古屋大学教授
●参加者

29 名

①
「実用に近い雰囲気や液体中
でも観察できる透過電子顕微鏡」
講師：田中信夫 上席研究員
（名古屋大学名誉教授）
最近の「環境電子顕微鏡法」へ
の展開として「多孔性金薄膜
および合金膜の CO 酸化反応
（2CO+N2+O2→2CO2+N2）
の原子レベルのその場観察」
や「金属材料の水素脆性のその
場観察」で、試料調整と試料
保持による環境を制御した
応用例が紹介された。

②
「パワーエレクトロニクスと
モータ制御に携わっての半世紀」
講師：松井信行 上席研究員
（名古屋工業大学名誉教授）
モータのソフトウエア化制御、
ベクトル制御、センサレス制御
について話題が提供され、パ
ワーエレクトロニクス・モータ
制御技術における課題がまとめ
られ、新しい機械トポロジー、
製造技術に加えて、制御工学、
センサ工学などの他工学分野と
の連携の必要性が紹介された。

③
「流れの制御と活用」
講師：内山知実 教授
（名古屋大学 未来材料・
システム研究所）
水中における気泡群の制御と、
水中における粒子群の制御で、
水中における気泡群および粒子
群の輸送の可視化と輸送能力の
評価が紹介された。次に、マイ
クロ水車の開発に関して、その
流動を制御し異物通過性に
優れたマイクロ水車の開発と
実証実験について紹介された。

中部TLOより
H30 年度サポイン事業
「サポイン」とは
サポーティングインダストリーの
略称で、「中小企業のものづくり
基盤技術の高度化に関する法律
（中小ものづくり高度化法）」に基づい
て、中小企業庁が実施する戦略的基盤
技術高度化支援事業（補助金事業）
を通称サポイン事業と呼んでいます。

平成 18 年度から公募制度が始まり、毎年 4 月中旬頃から 6 月初旬にかけて、中小企業庁から公募
があります。これに応募するには、事業管理機関と中小企業を含む複数の研究等実施機関からなる
共同体を形成する必要があり、この地方では中部経済産業局に「中小ものづくり高度化法」に基づ
く認定の申請、サポイン事業への提案書の提出を行い、法認定の認可と提案書の採択を受け、
補助金交付決定後に事業がスタートします。
当財団は、事業管理機関として認定申請書及び提案書の作成を支援し、中部経済産業局への提出を
行います。
●平成 30 年度は以下 2 件の新規採択を受け、継続の 4 件と合わせ、計 6 件のサポートを
しています .
①自動車及び産業機械分野を含む構造部品軽量化の為の繊維強化熱可塑複合材料の引抜成形技術
の確立及び製品化
＜2 企業、2 大学での共同＞
②AIＮウィスカー ( 窒化アルミニウム針状結晶 ) を用いた次世代高機能放熱材料の研究開発
＜5 企業、2 大学での共同＞

中部TLOより
会場でのブース状況

「SAMPE JAPAN
先端材料技術展 2018」
にコンポジットハイ
ウェイコンソーシアム
が出展しました

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、本年も
このイベントに出展しました。
「ＳＡＭＰＥ ＪＡＰＡＮ
先端材料技術展 2018」
場所 / 東京国際展示場
（東京ビックサイト）東ホール
日時 /10 月 17 〜 19 日

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。

CHCより
MOTマーケティングの実践道場

MOT セミナー
技術経営

2018

日

実 践 コ ース

程

全2日間コース

1日目 9/12
（水）10：00〜17：00

第1日

9/12

10:00~17:00

第2日

9/13

10:00~17:00

2日目 9/13
（木）10：00〜17：00
会

場

ウインクあいち（愛知県産業労働センター）15階

（公財）科学技術交流財団

研究交流センター

名古屋市中村区名駅4丁目4-38 （ミッドランドスクエア東側）
（JR・地下鉄・名鉄・近鉄）名古屋駅より
◎JR名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面 徒歩5分
◎ユニモール地下街 5番出口 徒歩2分

参加費

（公財）科学技術交流財団・
（公財）名古屋産業振興公社との

30,000円（税込）全2日分、書籍代含む
定

員

20名

切

9月11日（火）

本研修では、近年体系化可能となった MOT マーケティング
を中心に紹介し、座学に加え、自らが抱えている課題（テーマ）
を元に演習を行うとともに、グループ討議を踏まえることで、
今までとは異なる視点から課題解決に向けての緒を学んでい
きます。

これまで、マーケティング業務は“専門職”が行う

講義シーン

もので、研究者や技術者が片手間に行うものでは
ないと言われてきました。
しかし、新事業の開発テーマ
の選定にあたっては、技術者のマーケット対応能力

によって成否が左右され、技術者自身が未来製品に

対する具体的な顧客ニーズ（ベネフィット）をいかに
技術仕様として詰めていけるかが、事業化につなが

る最大のポイントとなってきます。

本 研 修 で は 、近 年 体 系 化 が 可 能となった MOT

マーケティングを中心に紹介し、座学に加え、自らが

抱えている課題（テーマ）をもとに演習を行うとと

もに、グループ討議を踏まえることで、今までとは異

なる視点から課題解決に向けての糸口を学んでい

きます。

申込方法
（公財）科学技術交流財団
http://www.astf.or.jp の 新着情報 からアクセス 又は
http://www.astf.or.jp/astf/training/mot/entmot.html
をご覧ください。
ウラ面の申込書に必要事項をご記入の上、FAX又はメールにて
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。
尚、定員に達し次第、募集を終了いたします。

3 機関共催研修

M anagement of T echnology

会場 /

主催

ウインクあいち 15 階
科学技術交流財団
受講者数 /

研究交流センター

14 名

講師 /
㈱テクノ・インテグレーション
代表

締
最少催行人数10名、
2日間参加できる方

MOTを
使う！

技術経営（MOT）
セミナー
＜実践コース＞

出川

通氏

後援

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
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、名古屋商工会議所、中部経済連合会

グループワーキング
＜受講後アンケートより抜粋＞
・今後、オープンイノベ―ション
に取り組んでいこうとする上で
、有用な手法を学ぶことが出来
て良かった
・当社でも活用が出来そうなこ
とが多く大変参考になった。

発表シーン

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

今号は他機関情報として
総務省東海情報通信局が
開催するイベントをご紹介
します
総務省東海総合通信局が、東海情報
通信懇談会と共催し、名古屋市内で
「IoT 入門セミナー in 名古屋」を
開催されます。
本セミナーでは、IoT の基礎知識、
IoT の技術・関連法制度や IoT の活用
についてを講演されます

内容
内容

総務省東海情報通信局開催イベントのご案内
概要 / IoT とは何か？、セキュリティなどの IoT の技術、自社で IoT を活用する
には？など IoT の基礎知識を網羅的かつ分かりやすく解説し、ワークショップで
具体的に検討いただくなど、IoT 導入手順をご体験いただけます。
本セミナーは、総務省の IoT 機器等の電波利用システムの適正利用のための
ICT 人材育成事業の一環として、IoT の導入・利活用を目指す企業において活躍
できる人材の育成を目的に開催するものです。
日時 / 平成 30 年 11 月 27 日（火曜日）13 時 00 分〜 16 時 30 分
場所 / ウインクあいち（愛知県産業労働センター）13 階 1301 会議室
（名古屋市中村区名駅 4 丁目 4−38）
参加費 / 無料
講師 / NTT ラーニングシステムズ株式会社 後藤 尚（ごとう ひさし）氏
プログラム内容 /
第 1 章 IoT の基礎知識 IoT とは何か？ IoT のイメージをつかもう
第 2 章 IoT の技術・関連法制度 もっと知りたい IoT 〜 IoT の技術を知ろう
第 3 章 IoT の活用 自社で IoT を活用するには？ IoT の導入手順を知ろう
申込方法 / 以下 URL 先の参加申込要領からお申込みください。

詳細はこちら
http://www.soumu.go.jp/main̲content/000576379.pdf

