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

１．「実践！ＩｏＴ時代の組込みセキュリティ管理者養成講座」開催のご案内

本講座では、まず組込みセキュリティの基礎と、製品の設計段階からセキュリティを考慮した
開発プロセスについて座学で学びます。さらに、脅威の想定、脅威分析、リスク評価といった
基本的な内容をグループ演習で体験し、参加者間で議論します。

【日時】 ＜第1回＞ 平成29年11月13日（月） 14:00～18:00
＜第2回＞ 平成29年11月28日（火） 14:00～18:00
＜第3回＞ 平成29年12月12日（火） 14:00～18:00

【場所】 ウインクあいち 1207会議室（名古屋市中村区名駅4-4-38）
【主催】 経済産業省 中部経済産業局、JASA中部支部
【対象者】製品設計管理、システム設計・企画・開発技術管理者 等（マネジメントクラス向け） 
【定員】 20名（原則、３日間参加できる方）
【参加費】無料
【講師】 松原 豊 氏（名古屋大学大学院情報学研究科附属 組込みシステム研究センター助教）
【プログラム】http://www.chubu.meti.go.jp/b34jyoho/shiryo/20171113securityws/kouhou.pdf
【申込み】 https://mm-enquete.meti.go.jp/form/fm/chubu01/20171113jyoho
【問合せ先】中部経済産業局 情報政策室 TEL:052-951-0570

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

２．「第4回先進的IoTプロジェクト選考会議 課題解決型IoT Lab Selection」について

IoTを活用した優れたプロジェクトを選定・表彰する「IoT Lab Selection」。
4回目の今回は、「ものづくり～Connected Industries～」をテーマとしました。

10月5日に開催した最終審査では、一次審査、二次審査を通過したファイナリスト5件の
プロジェクトについて、プレゼンテーションを行っていただき、グランプリ、準グランプリを
選定・表彰しました。

★★グランプリ★★
株式会社O:（オー）
「世界初、体内時計を可視化して、睡眠改善/生産性向上させるサービス」

★準グランプリ★
株式会社OTON GLASS
「OTON GLASS-読む能力を拡張するスマートグラス-」



受賞した2プロジェクトを含む、ファイナリストに選定された5プロジェクトに
対しては、政府関係機関や金融機関、ベンチャーキャピタルなどの支援機関と
連携して、資金支援やメンターによる伴走支援、規制・標準化等に関する支援を行います。

【Web】
経済産業省ニュースリリース
http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171011003/20171011003.html

IoT推進ラボ イベント報告ページ
https://iotlab.jp/jp/article/171006202531.html

【問合せ先】
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 IoT推進ラボ担当
TEL：03-5860-7557 E-Mail：iot-info@jipdec.or.jp

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

３．「中部IoT研究会(第3回)」を開催します

【日時】１１月１５日（水） １４：００～１８：００

【場所】名古屋大学 ＶＢＬ棟３階ベンチャーホール
（名古屋市千種区不老町）

【内容】
（１）開会挨拶 １４：００～１４：１５
（２）講演① １４：１５～１５：１５

愛知県立大学情報科学部教授 小栗宏次様
https://researchers.aichi-pu.jp/profile/ja.6bac6a33e535b490.html

（３）質疑 １５：１５～１５：３０
（４）休憩 １５：３０～１５：４５
（５）講演② １５：４５～１６：４５

ミツイワ株式会社様／株式会社バイナス様
http://www.mitsuiwa.co.jp/
http://bynas.com/

（６）質疑 １６：４５～１７：００
（７）情報交換会（立食） １７：００～１８：００

【参加費】
＜研究会（講演会）＞
・研究会会員およびＴＬＯ会員：無料
・その他：３，０００円

＜情報交換会（立食）＞
・全員：１，０００円

【申込方法】
１１月８日（水）までにメールにて申込みください
・ご出席者氏名／所属部署／役職
・情報交換会（立食）のご参加有無も併せてお知らせください。

【問合せ先】
公益財団法人 名古屋産業科学研究所

常務理事 蔵藤 寛
〒460-0008
名古屋市中区栄二丁目10番19号
℡：052-223-6639 E-mail：kurafuji@nisri.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/sangyoshinko/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/sangyoshinko/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

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

７．「愛知県ロボットセミナー」の参加者を募集します

愛知県では、メッセナゴヤ2017において「愛知県ロボットセミナー」を開催します。
併せて、展示会場には「愛知県（あいちロボット産業クラスター推進協議会）」ブースを
設けます。セミナー、展示会ともに参加は無料ですので、是非御参加ください。

●愛知県ロボットセミナー
【日 時】 11月８日（水） 午後１時30分から午後３時50分まで

（入場受付は午後１時から）
【場 所】 ポートメッセなごや 交流センター３階 会議ホール

（名古屋市港区金城ふ頭２丁目２）
【参加費】 無料
【主 催】 愛知県
【内 容】
（１）講演１ 「愛知県はロボット産業拠点を目指す」（30分）

愛知県副知事 森岡 仙太
（２）講演２ 「ロボット革命の実現に向けて

～ロボット政策とWorld Robot Summitについて～」（40分）
経済産業省 製造産業局 産業機械課 ロボット政策室 講師未定

（３）講演３ 「ロボット・AIのさらなる普及に向けて～WRSへの期待」（60分）
ソフトバンクロボティクス株式会社 取締役兼CCRO
コンテンツマーケティング本部長 蓮実 一隆 氏

【定 員】 500名（申込先着順）
【参加費】 無料
【申込みフォーム】
https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=10284

【申込期限】平成29年11月2日（木）（但し、定員に達し次第締め切ります。）

●愛知県（あいちロボット産業クラスター推進協議会）ブース
【日 時】 11月８日（水）から11月11日（土）まで
【場 所】 ポートメッセなごや

（名古屋市港区金城ふ頭２丁目２）
【小間位置】 第３展示館 小間番号：3C-155
【出展内容】 ワールドロボットサミット及び

あいちロボット産業クラスター推進協議会の
取組に関するパネル・映像、
サービスロボット、
災害対応ロボット、
ロボット関連製品 等

○御来場の際は、メッセナゴヤ2017の入場登録が必要となります。事前に入場録をしていただくと、
当日受付での手続きがスムーズになります（入場無料）。

（ http://www.messenagoya.jp/）
○未定情報は、県次世代産業室Webページにおいて随時更新します。
（ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/robotseminar2017.html）



【問合せ先】
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
電話：052-954-6352 ＦＡＸ：052-954-6943
E-Mail: jisedai@pref.aichi.lg.jp
担当：都筑、原

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

○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

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


