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愛知県IoT推進ラボからのお知らせ vol.26
平成29年11月14日配信

==================================================================================================
===

【新着コンテンツ】
１．IoT推進ラボ第5回先進的IoTプロジェクト選考会議「IoT Lab Selection」プロジェクト募集開始のご案

内
２．「ＩＣＴ地域活性化大賞２０１７」候補案件の募集のご案内
３．「ＩｏＴ×人工知能（ＡＩ）×『システム×デザイン思考』で未来を切り拓く新ビジネス創出フォーラ

ム」
開催のご案内

【再掲コンテンツ】
４．「愛知県IoT推進ラボ講演会」の参加者を募集します
５．「第1回 愛知県IoT推進ラボ ニーズ・シーズマッチングセミナー」の参加者を募集します
６．「愛知県IoT活用相談窓口」を開設しました

==================================================================================================
===

１．IoT推進ラボ第5回先進的IoTプロジェクト選考会議「IoT Lab Selection」プロジェクト募集開始のご案内

先進的IoTプロジェクトの発掘を目指す、第5回「IoT Lab Selection」の
プロジェクト公募を開始します。(平成29年12月15日正午〆切)
政府関係機関、金融機関、ベンチャーキャピタル等と連携し、尖ったIoTプロジェクトに対して、

資金支援やメンターによる伴走支援、規制改革・標準化に関する支援等を行います。
第5回目となる今回は「一般枠」に加え「地域枠」を設け、2つの枠についてIoTプロジェクトを募集しま

す。

＜公募HP ： https://iotlab.jp/jp/selection.html ＞
＜公募要領 ： https://iotlab.jp/ConferenceRoom/article/file/5thSelection_Guidline.pdf ＞

【公募期間】
平成29年11月9日(木)～平成29年12月15日(金)正午

【公募説明会】
日時：平成29年11月17日（金）16：00～17：00
場所：NEDO 霞ヶ関分室 会議室
（〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル12階
http://www.nedo.go.jp/content/100528379.pdf ）

説明会への参加は、事前登録が必要です。出席を希望される方は、
下記URLの登録フォームにて、11月15日（水）までにご登録ください。
（※希望者多数の場合は抽選）
＜申込フォーム： https://contact.jipdec.or.jp/m?f=608 ＞

【問合わせ先】 
（申請書提出に関する内容）



IoT推進ラボ事務局
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 電子情報利活用研究部
０３－５８６０―７５５７ iot-info＠jipdec.or.jp

（公募内容全体に関する内容）
経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課
０３－３５０１－２６４６ iot-meti@meti.go.jp

-----------------------------------------------------------------------------------------

２．「ＩＣＴ地域活性化大賞２０１７」候補案件の募集のご案内

総務省では、地方が抱える様々な課題を解決し、地域の活性化に資するため、
それぞれの地域において自律的な創意・工夫に基づくＩＣＴを活用した優れた
取組を広く募集の上、毎年「ＩＣＴ地域活性化大賞」として表彰しています。
今年度も、地方公共団体やＮＰＯ、地域団体、民間企業等によるこうした優れた

取組事例について、「ＩＣＴ地域活性化大賞２０１７」として表彰することとし、
受賞した事例につきましては、全国に展開できるよう応援していくこととしております。

具体的な募集内容等につきましては、以下URLをご参照ください。
皆様からのご応募をお待ちしています。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000152.html

案内チラシのダウンロードはこちら。
http://www.applic.or.jp/prom/chiiki_adviser/2017_taisyou_panf.pdf

【募集期間】2017年10月25日（水）～11月30日（木）必着
【募集対象】

地域の自律的な創意・工夫に基づいて、ＩＣＴ/ＩｏＴを利活用し、地域課題の解決に取り組み、
地域の活性化に資する先進的な事例（地方公共団体、ＮＰＯ、ＤＭＯ、一般社団法人、一般財団法人、
地域団体、民間企業等の取組）

【表彰】
・大賞（総務大臣賞）：１件程度
・優秀賞：３件程度
・奨励賞：数件程度
・その他特別の賞：該当がある場合等

【表彰式】 2018年3月頃東京都内で開催予定
【応募先】
・電子メール： area_activation@applic.or.jp
・郵送： 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-14郵政福祉虎ノ門第１ビル３階

一般財団法人全国地域情報化推進協会
「ＩＣＴ地域活性化大賞２０１７」受付事務局あて

【問合せ先】
総務省情報流通行政局地域通信振興課
加藤、伊藤、工藤
TEL：03-5253-5758

-----------------------------------------------------------------------------------------

３．「ＩｏＴ×人工知能（ＡＩ）×『システム×デザイン思考』で未来を切り拓く新ビジネス創出フォーラ
ム」

開催のご案内

関東経済産業局では、「システム×デザイン思考」の観点からIoT／AIがもたらす新しいビジネスの
可能性を実感いただき、新ビジネス創出に向けたチャレンジへの第一歩を踏み出すきっかけとして
いただくためのフォーラムを開催します。

【日時】平成29年12月7日（木）13:00～17:00
【会場】コングレスクエア日本橋（3階ホールC・D）

東京都中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビル
【参加費】無料
【定員】300名（定員になり次第締切）
【対象】IoT/AIを活用して事業を展開することに関心のある事業者、自治体関係者他
【内容】



○第1部 13:00～15:40（基調講演、事例紹介）
・基調講演(1)
「中小企業にとっての人工知能（AI）とは ～その可能性について～」
国立研究法人産業技術総合研究所 人間・情報領域 上席イノベーションコーディネータ／
人工知能研究センター連携チーム長 杉村 領一氏

・基調講演(2)
「システム×デザイン思考でイノベーティブに考える」
慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科教授 白坂 成功氏

・事例紹介(1)
「こんな○○は嫌だ！～AI活用ビジネスの現場より～」
株式会社クロスコンパス・インテリジェンス 代表取締役社長 佐藤 聡氏

・事例紹介(2)（予定）
「IoT／AIがつくる新ビジネス事例」
IT経営マガジン「COMPASS」編集長 石原 由美子氏

○第2部 15:55～17:00（パネルディスカッション）
「IoT／AIを使った『今後の新ビジネス』を考えてみる」
パネリスト： 国立研究法人産業技術総合研究所 杉村 領一氏

株式会社クロスコンパス・インテリジェンス 佐藤聡氏
IT経営マガジン「COMPASS」編集長 石原 由美子氏

モデレーター：慶應義塾大学大学院 白坂 成功氏

【詳細、申込】
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/iot_ai1207.html

【問合せ先】
《フォーラム申込窓口（事務局）》
みずほ情報総研株式会社 経営・ITコンサルティング部
担当：武井、西村、西脇 TEL：03-5281-5492 ／E-mail： kconis_seminar@mizuho-ir.co.jp

《開催趣旨等》
経済産業省関東経済産業局 地域経済部 情報政策課
担当：長島、小林 TEL：048-600-0283 ／E-mail： kanto-it@meti.go.jp

-----------------------------------------------------------------------------------------

４．「愛知県IoT推進ラボ講演会」の参加者を募集します

愛知県IoT推進ラボは、「製造業におけるIoTの活用」をテーマに「愛知県IoT推進ラボ講演会」を
「第７回次世代ものづくり基盤技術産業展TECH Biz EXPO 2017」において開催します。
IoTの活用事例を広く紹介することで、IoTの導入効果や課題を広く周知し、IoT活用を目指す地域企業に

対して導入を促進します。
参加費は無料です。是非御参加ください。

【日 時】平成２９年１１月１６日（木） 午後１時１５分から午後４時２５分まで
【会 場】名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）

（名古屋市千種区吹上二丁目６番３号 電話：052-735-2111）
【主 催】愛知県
【対 象】IoTの活用を検討している企業の経営者・工場長及び担当者
【定 員】１００名（申込先着順、定員に達しましたら受付を締め切ります）
【参加費】無料
【プログラム】
①開会挨拶 １３：１５～１３：２０
愛知県産業労働部産業振興課次世代産業室 室長 佐々木 靖志

②講演１ １３：２０～１４：１５
「人が主役のスマートファクトリーづくり」

株式会社ジェイテクト 取締役副社長 井坂 雅一 氏 

③講演２ １４：２０～１５：１０
「『完全自動運転車』時代に求められる中小企業の課題とは？」
久野金属工業株式会社 専務取締役兼CIO 久野 功雄 氏

④ワークショップ １５：１０～１５：２５



「明日から実践するIT化アクションプランの作成」
久野金属工業株式会社 専務取締役兼CIO 久野 功雄 氏

⑤講演３ １５：３０～１６：２５
「KDDIのIoTビジネス戦略と今後の取り組みについて」
KDDI株式会社 ソリューション事業本部 ビジネスIoT推進本部
ビジネスIoT企画部 ビジネス開拓2GL 軍地 利尚 氏

【Web】
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/iot-kouen10.html

【申込み方法】
「愛知県IoT推進ラボ講演会」への参加を希望される場合は、下記の「TECH Biz EXPO 2017」
Webページから事前申込みをお願いします。
http://www.techbizexpo.com/event/index1116.html

また、「TECH Biz EXPO 2017」への御入場には、来場事前登録（無料）が必要です。
http://www.techbizexpo.com/

【問合せ先】
愛知県産業労働部産業振興課次世代産業室次世代産業第二グループ
担当：岩田・稲垣
TEL：052-954-6352 FAX：052-954-6943
E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp

-----------------------------------------------------------------------------------------

５．「第1回 愛知県IoT推進ラボ ニーズ・シーズマッチングセミナー」の参加者を募集します

愛知県IoT推進ラボは、高齢者向け『見守りシステム』をテーマに、有識者を招いてセミナーを開催し、
導入ニーズを持つ企業・団体や技術シーズを持つ企業とのマッチングを通じて新たなIoT製品・サービスの
開発に向けた産学連携プロジェクトの創出を目指します。
参加費は無料です。是非御参加ください。

【日 時】平成２９年１１月２１日（火） 午後１時３０分から午後４時３０分まで
【会 場】愛知県立大学サテライトキャンパス会議室（愛知県産業労働センター「ウインクあいち」１５

階）
（名古屋市中村区名駅4丁目4-38 電話：052-571-6131）

【主 催】愛知県立大学・愛知県
【対 象】メーカー、IT企業、介護施設や医療機関などの経営者及び担当者
【定 員】５０名（申込先着順）
【参加費】無料
【プログラム】
①趣旨説明 １３：３０～１３：５０
愛知県立大学 情報科学部 学部長・教授 村上 和人 氏

②基調講演 １３：５０～１４：４０
「生体信号ビッグデータの有用性と課題」
名古屋市立大学大学院 医学研究科 医学・医療教育学分野 教授 早野 順一郎 氏 

③事例講演 １４：５０～１５：３０
「ワンストップ体制で実現する、既存サービスを変革するアルファポイントのIoT戦略」
株式会社アルファポイント ITソリューション事業部 部長 下田平 裕 氏

④研究シーズ発表 １５：３０～１６：１０
「ソフトウェア技術による見守りセンサの高度化と応用例」
愛知県立大学 情報科学部 准教授 神谷 幸宏 氏

⑤コンソーシアム編成のご案内 １６：１０～１６：３０
愛知県立大学 情報科学部 学部長・教授 村上 和人 氏

【申込み方法】
参加申込書に必要事項を記入し、以下の申込先まで、FAX又はE-mailにて御提出ください。

愛知県立大学情報科学部 担当：林、岡谷
電話：0561-76-8827 FAX：0561-64-1108
E-mail：iot-support@cis.aichi-pu.ac.jp

開催案内チラシ・参加申込書は、次の愛知県次世代産業室Webページから入手できます。



http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/iot-kouen11.html
【申込期限】

平成２９年１１月２０日（月）１３：００
※参加証は発行しませんので、直接会場へお越しください。
（定員超過により申込みをお断りする場合以外は、御連絡いたしません。）

【問合せ先】
愛知県産業労働部産業振興課次世代産業室次世代産業第二グループ
担当：岩田・稲垣
TEL：052-954-6352 FAX：052-954-6943
E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp

-----------------------------------------------------------------------------------------

６．「愛知県IoT活用相談窓口」を開設しました

愛知県は、IoT活用促進事業の一環として、平成29年9月11日（月）に愛知県立大学内に
「愛知県IoT活用相談窓口」を開設しました。相談窓口では、IoTの導入及び利活用を目指す
県内企業等を対象にコーディネーターによる製造現場へのIoT導入に関する相談対応や、
IoTの導入を図るニーズ企業と提供を図るシーズ企業のマッチング支援、愛知県立大学と
連携した実証実験の支援等を行います。相談料は無料です。

【設置期間】平成30年3月20日（火）まで (平日午前10時から午後5時)
【設置場所】愛知県立大学長久手キャンパス情報科学部次世代ロボット研究所2階

（愛知県長久手市茨ヶ廻間1522番3）
【相談料】 無料
【相談対応者】IoTの導入及び利活用に関して、経験や見識のあるコーディネーターが対応します。

【相談方法】
《手順１》Web申込み又は電子メールにて事前にお申し込みください。

〇Web申込みの場合
愛知県立大学Webページhttp://www.ist.aichi-pu.ac.jp/iot/にアクセスし、
「愛知県IoT活用相談窓口」のページのWeb申込みフォームに必要事項を記載し、お申し込みくださ

い。
〇電子メールの場合
所定様式（愛知県IoT活用相談窓口相談申込み書）に必要事項を記載・添付し、お申し込みくださ

い。
電子メールの件名は「IoT活用相談申込み」としてください。
なお、所定様式は愛知県次世代産業室Webページ

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/iotdounyu-sien30.htmlからダウンロードできます。
（申込み先）
iot-support@cis.aichi-pu.ac.jp 

《手順２》日程調整を行います。
コーディネーターが受付内容の確認後、相談者へ電話または電子メールにて連絡します。

《手順３》具体的な相談をしてください。
必要に応じてコーディネーターと面談し、御相談ください。相談内容に基づいて情報提供やマッチング支

援等を行います。

【問合せ先】
愛知県産業労働部産業振興課次世代産業室次世代産業第二グループ
担当：岩田・稲垣
TEL：052-954-6352 FAX：052-954-6943
E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp

===============================================================================

○アドレス変更・配信の追加および停止については、以下へご連絡ください。
jisedai@pref.aichi.lg.jp
なお、この手続きによりあいちロボット産業クラスター推進協議会、
あいち健康長寿産業クラスター推進協議会からのお知らせの配信は停止されません。



○メール配信停止のご連絡に基づいて配信リストからの削除を行っています。
万が一、メールが届いてしまった場合は御迷惑をおかけして申しわけありませんが、
その旨をご連絡くださいますようお願い致します。

○愛知県ではメールアドレスの漏えい防止のため、すべての宛先に対して
「bcc」を使用して送信しております。ご理解とご協力をお願いいたします。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（問合せ先）
愛知県 産業労働部 産業振興課 次世代産業室 次世代産業第二グループ
〒460-8501名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
担当：稲垣、岩田

TEL： 052-954-6352 FAX: 052-954-6943
URL： http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/
E-mail: jisedai@pref.aichi.lg.jp

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


