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当財団の知見交流事業として、
「産業科学フォーラム2020」を
オンライン方式にて開催しました。

●日時
　　9月29日 (火）
　　14：00～16：45

●講演場所
　 研究部事務所（本山）
　　

●講師
　① 大日方五郎上席研究員
     （名古屋大学名誉教授）

　② 岩田聡上席研究員
　  （名古屋大学名誉教授）

  両氏は本年度から上席研究員
として加わりました

　
●参加者　　26名

「産業科学フォーラム
2020」を開催しました
　

詳細はこちら

https://www.nisri.jp/dor/topics/topics-detail.html?id=43

[講演1]

講師/　大日方五郎　上席研究員

講演タイトル/　　
「触覚センサを取り付けたロボットハン
ドによる不定形物や壊れやすい物のハ
ンドリング」

　視覚に基づくハンドリングが人並み
に近づいているのに対し、触覚情報に
ついては、人の触覚に相当するセンサ
が実用化されていないために、かなり
低いレベルにとどまっていたが、柔ら
かな接触部の変形をディジタルカメラ
でとらえることにより、滑りやすさを
粘着性から評価する方法によって、人
の触覚に近いマルチモーダルな情報を
取得できるセンサの開発と応用が紹介
された。
　接触部が柔らかいセンサは、柔らか
いもののハンドリングや柔らかさや粘
り気の評価などに応用可能である。

[講演2]

講師/　岩田聡　上席研究員

講演タイトル/
「磁性多層膜の新しい機能の開発からス
ピンエレクトロニクスの発展まで」

磁気ストレージ・メモリの一種、薄膜
メモリの素子構成から情報の書き込み、
ナノ磁性体やスピンデバイスについて
紹介の後、スピントンネル効果の原理
と磁気ランダムアクセスメモリのため
の基礎技術として、熱アシスト型のス
ピン注入素子の開発、スピンホール効
果による磁化反転の研究と磁歪の逆効
果による歪の検出原理、歪センサ用の
巨大磁気抵抗効果を利用した新しい素
子が紹介された。歪センサは触覚セン
サに応用が期待される。



中部TLOより

ヘルスケア・医療機器
業界 新規参入支援セミ
ナー（第１回）を開催
しました

コーディネータ活動
紹介

会場/ 名古屋大学ベンチャー・
ビジネス・ラボラトリー3階
（ベンチャーホール）
 （オンラインセミナー同時開催）

  会場参加者   　10名
  オンライン参加者  　43名

　このたび中部TLOは、経済産
業省 中部経済産業局令和2年度
中小企業知的財産活動支援事業
(補助金事業）の一環で、当地域
においてヘルスケア・医療機器
業界への新規参入をご検討され
ている企業様を対象に、具体的
なアプローチ方法や自社特許の
活かし方についての無料セミナー
を開催しました。

　 開催後には、多くの受講者か
ら当日の資料請求もあり、「大変
参考になった」との感謝コメント
も頂きました。

循環ビジネス事業化コンサル
ティング活動

●あいち資源循環推進センター
が行う「循環ビジネスの発掘・
創出・事業化検討支援」の一環
として「３Ｒの取組に対する指
導、アドバイス」を、当財団の
循環ビジネス創出コーディネー
タが協力しています。

　３Ｒの基本である品質管理、業務プロセスの標準化・効率化、ムダ・ムラ・ムリの削減、
５Ｓなど、廃棄物削減やリサイクル率の向上などに結び付くことについて、課題発掘
から課題解決まで、コーディネータが無料で現地に出向き、アドバイスさせていただ
きます。

　今までの成果としては、廃棄物処理フローの課題（リサイクル率向上、処理量増大、
分別精度の向上などのための問題点）抽出、その解決方法の提案、不良率低減のため
の作業プロセスと品質管理の見える化・標準化などがあります。３ＲのためのＰＤＣ
Ａについて、なんでもご相談ください。

写真は10月 5日に訪問支援をした
名古屋市緑区にある機械加工会社様
で指導中のひとコマ

該社は昨年に愛知環境賞 (名古屋市
長賞）を受賞されています

右：林CD

講演 1/　14：20－15：00

 「マーケティングツールとしての特
許情報の有用性」

　講師 / 愛知工業大学 経営学部
　准教授 　羽田 裕氏

 講演 2/　15：00－15：40

「ビジネス情報として特許情報を活
用し、新規事業にチャレンジしよう」

　講師 / 株式会社 ネオテクノロジー 
　取締役 橋本 小百合氏

 討議 /　15：40－16：00

聴講者からの質問をパネルディス
カッション



CHCより

MOT(技術経営）入門
セミナー  をオンライン
方式にて開催しました

令和2年度
「あいち環境塾」　
を開講しました

 スライド一例

●日時/ 9月10日　

●講演場所/ 講師事務所
　　　　　　　　（東京）

●受講者/ 73名（53社）

●講師/　(株 )テクノ・インテ
グレーション代表　出川　通氏

実行委員会として（公財）科学
技術交流財団、（公財）名古屋産
業振興公社との3機関で共催

第1日/10月3日（開講式含む）

会場/　名古屋商工会議所ビル
5階会議室

塾生数/　12名　（本年縮小）

主催/　愛知県、当財団

本年度も開講式を皮切りに、来
年2月までの期間で延べ13回
に渡る塾活動を開始しました。

eナビセミナーの
お知らせ

現在第1弾テーマとして
「AI導入の取り組み方」
をリリース中

　当実行委員会では、昨年度、技術経営（MOT）研修として、座学を中心とした「基礎コー
ス」とグループワークを中心とした「実践コース」を開催しましたが、今年度はコロナ
禍影響への配慮で、より広く企業の経営者・技術者・研究者を対象に、MOTの概要に
ついて学ぶきっかけとなるよう、基礎コースをダイジェスト版にした　「入門セミナー」
　として無料Webセミナー形式で開催しました。

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

詳細はこちら
https://www.nisri.jp/chc/eNaviseminar/index.html

　本年度はコロナ禍影響を配慮し、開講日を6月スタートから10月に延期しました。
　また、ワーキング活動での密を避けるため、塾生数を通常20名から12名に縮小し、活動場所でのフェ
イスシールドや手袋の着用、換気器具の設置等を行い、感染予防に努めます。

<詳細な活動の公開もしています>
年次継続して、毎回の塾活動を弊財団WEBのあいち環境塾ページで「活動レポート」と題し、実績内
容に写真を添えてご紹介しています。

　本年はコロナ禍で大変厳しい企業
環境にあり、本セミナーをよりリー
ズナブルにご利用頂けるよう、法人
基本料金（１万円）を無料化し、受
講者数（アカウント数）の従量料金
2千円のみとしました。

すでに受講された小牧市の企業様か
らは、「大変わかりやすい説明だっ
た」とのコメントも頂いております。

是非ご活用ください。

 ↓開講式式辞（青山副知事）  ↓ファシリテーション講義シーン

 ↓模擬G活動シーン1  ↓模擬G活動シーン2



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）

他機関情報1

内容

https://www.ait.ac.jp/news/detail/0005409.html

今号は他機関情報として
2件のイベントをご紹介します

詳細はこちら

愛工大　テクノフェア2020

開催日時/2020年12月4日（金）　
場所/愛知工業大学
　　　　　八草キャンパス1号館
主催/愛知工業大学
共催/学校法人名古屋電気学園愛名会、瑞
若会（愛知工業大学同窓会）、愛知工業大
学後援会
協賛/（株）大垣共立銀行、豊田信用金庫、
（株）名古屋銀行

●技術シーズ・ブース展示
　10：00～16：00　会場：1号館１
F・2Fロビー

●特別講演
　1号館3階メディア視聴覚室　10：30
～12：30　〈特別講演のみ事前申込制〉
（１）　大変革時代にも輝き続ける「日本の
モノづくり」に向けて
　日本プラントメインテナンス協会　顧
問、元（株）デンソー　代表取締役副社長
　土屋総二郎氏

（２）産業変革をもたらす次世代移動通信
と人工知能技術
 情報科学部　情報科学科　教授　森本正
志

●産学連携事例紹介
　1号館3階303講義室　13：20～
15：40

　本学の特長であるプロジェクト共同研究
の実践例を中心として、共同研究の進め方、
その成果と応用分野について7事例をご
紹介いたします。

●ロボットミュージアム　ガイドツアー　
　
　10：00～16：00　2号館1階

問合わせ･申込み/
参加費無料　特別講演のみ事前申し込みが
必要
総合技術研究所
TEL: 0565-48-8121（内線1400）
Email: sokenjimu@aitech.ac.jp



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）

他機関情報2

内容

https://ij2020online.jst.go.jp/

詳細はこちら

イノベーションジャパン　
2020
大学見本市  Online

本年度はオンラインにて開催

一般公開期間/
　2020.9.28（月）～11.30（月）
　
参加登録無料

主催/国立研究開発法人科学技術振興機構
（JST)

共催/文部科学省

＜ご案内＞

● 国内最大級の産学マッチングイベント
をオンライン開催！

● 特集「Withコロナ ～科学技術で挑む」
を公開！

● 総出展数500に迫る大学等技術シーズ
とJST事業や成果展示！

参加者は「シーズサーチシステム」で効率
的なシーズ探索ができます

また、「ニーズオファーシステム」でご希
望があれば御社ニーズを匿名で全出展大学
に問い合わせ可能な場を提供します

産学連携へのアプローチ手段として是非ご
利用ください
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