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==========================================================================
【新着情報】

1．愛知県IoT推進ラボ ニーズ・シーズマッチングセミナーを開催します

2.「ロボット・IoT・サイバーセキュリティ専門人材育成講座」受講者の募集を
 開始しました！

3.「休日パテントセミナー2019 in 安城」の参加者を募集します！

4.「未来をひらく！ものづくり全自動化に挑戦する最先端テクノロジー」
【トピックス】

5. ★本日締切！★
サービスロボットリスクアセスメント研修会の参加者を募集します
～有用性（ベネフィット）評価のための実証実験に向けて～

6. テクノロジー・スタートアップ共創最前線 ＠WeWorkグローバルゲート名古屋 

7.「中小製造業向け産業用ロボット導入支援講座」の参加者を募集します

8.「A2 (Aichi-Austin) Innovation Kick-start Program」スタートアップ
ステークホルダー向けワークショップ(8/9)参加者募集

9. Hatc Technology NAGOYA 行政課題における先進技術の実証支援の募集を始め
ました

【IoT推進ラボからのお知らせ】
◎「愛知県IoT活用相談窓口」をご利用ください

=========================================================================
【愛知県からのお知らせ】
-------------------------------------------------------------------------
１.愛知県IoT推進ラボ ニーズ・シーズマッチングセミナーを開催します
-------------------------------------------------------------------------
愛知県IoT推進ラボ ニーズ・シーズマッチングセミナーを開催します。

愛知県では、企業などが持つニーズと、大学などが持つシーズが連携した新規
プロジェクトの創出を支援しています。

この度、「画像解析・振動解析の最新技術と機械学習 ～画像診断・予知保全の
実現に向けて～」をテーマとしてセミナーを開催します。

また、オープンディスカッション・座談会にて今後のテーマ展開を議論します。
セミナー終了後には名刺交換会を行います。御興味ある方は、是非御参加ください。

＜日時＞
８月２０日（火）午後１時３０分から午後５時

＜場所＞
愛知県産業労働センター(ウインクあいち)15階 愛知県立大学サテライトキャンパス
（名古屋市中村区4-4-38）

＜内容＞
①「愛知県内中小企業へのIoT導入・活用の促進について」

愛知県立大学情報科学部 教授 村上 和人 氏
②「IoTによる新しい人とモノのセンシング、画像計測・解析と機械学習

～画像診断を目指して～」
愛知県立大学情報科学部 教授 村上 和人 氏
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③「IoTによる新しい生体計測、振動解析、モニタリング技術と機械学習
～予知保全を目指して～」

愛知県立大学情報科学部 准教授 神谷 幸宏 氏

④「IoTに適した最新ワイヤレス技術 ダストネットワークス」
伊藤電機株式会社 マネージャ 米澤 克也 氏

⑤「IoTシステムの実現に適したプロセッサ・FPGA・マイコン最新動向」
愛知県立大学情報科学部 准教授 佐々木 敬泰 氏

⑥オープンディスカッション・座談会
＜参加方法＞

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
ご提出ください。
※開催案内チラシ・参加申込書は、以下のWebページから参照できます。

愛知県立大学次世代ロボット研究所Webページ
https://www.ist.aichi-pu.ac.jp/ring/index.html

県次世代産業室Webページ
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/iot-kouen15.html

＜申込期限＞８月１６日（金）正午
＜定 員＞５０名
＜参加費＞無料
＜問合せ先＞

愛知県経済産業局産業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：奥山・辻本
TEL：052-954-6352 FAX：052-954-6943
E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【名古屋市からのお知らせ】
-------------------------------------------------------------------------
２．「ロボット・IoT・サイバーセキュリティ専門人材育成講座」受講者の募集を

開始しました！
-------------------------------------------------------------------------

名古屋市では、中小企業等へのロボット・IoTの導入を支援する高度専門人材を
育成する事業を実施しており、その一環として2019年10月からロボット・IoT・
サイバーセキュリティに関する専門人材を育成する講座を開講します。

講座受講者の募集を7月24日から開始しますので、是非お申し込みください。

○ロボット・IoT・サイバーセキュリティ専門人材育成講座
＜講座の種類＞

・ロボットシステムインテグレータ講座
・IoTシステムインテグレータ講座
・サイバーセキュリティ対策人材講座

＜開催期間・回数＞
令和元年10月～11月 各講座8回

＜場所＞
名古屋工業大学 4号館1階 産学官交流スペース ほか

＜受講料・定員＞
無料・各講座20名（原則1社あたり1名）
※応募が定員を超えた場合は、市内中小企業を優先して選考

＜募集期間＞
令和元年7月24日（水）から9月3日（火）まで

＜申込・問合先＞
なごやロボット・IoTセンター（国立大学法人名古屋工業大学内）
（ロボット・IoT導入支援相談窓口としてもご利用いただけます。）
TEL：052-735-7547 E-mail：n.r.i.center@adm.nitech.ac.jp
WEB：https://nri.web.nitech.ac.jp
※講座内容や申込方法の詳細については上記リンクをご覧ください。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【愛知県からのお知らせ】
-------------------------------------------------------------------------
３.「休日パテントセミナー2019 in 安城」の参加者を募集します！
-------------------------------------------------------------------------

愛知県では、知的財産への理解を深めていただくため、３回シリーズのセミナーを
安城市内で開催します。知的財産の専門家である弁理士が、知的財産について実例を
交えて分かりやすく説明します。

＜日 時＞ （第１回）令和元年8月24日（土）
 （第２回）令和元年9月14日（土）
 （第３回）令和元年9月28日（土）
※いずれも、13:30～16:00

＜内 容＞ （第１回）知的財産権制度の概要
（第２回）意匠・商標
（第３回）知的財産契約の基礎知識

＜場 所＞ 安城商工会議所 研修室（安城市桜町16-1）
＜参加費＞ 無料
＜主 催＞ 愛知県、日本弁理士会東海会、安城市、安城商工会議所
＜定 員＞ 各回６０名（申込先着順、要事前申込、単回のみの受講も可）
＜申込方法＞下記Webページの申込専用フォーム、もしくは申込書に必要事項を

記載のうえFAXまたは郵送でお申込み下さい。
＜申込期限＞各回開催日の２日前必着
＜詳 細＞ https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/kyujitsu2019.html
＜申込・問合せ先＞

〒460-8501（住所記載不要）
愛知県 経済産業局 産業部 産業科学技術課 
研究開発支援グループ(村上、近藤)
TEL：052-954-6370 FAX：052-954-6977

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【株式会社テクムズからのお知らせ】
-------------------------------------------------------------------------
４．「未来をひらく！ものづくり全自動化に挑戦する最先端テクノロジー」
-------------------------------------------------------------------------

愛知県が推進するスタートアップ支援プログラム「Aichi-Austin Startup 
Program」にも参加しているスタートアップ株式会社テクムズ等の主催による
セミナー「未来をひらく！ものづくり全自動化に挑戦する最先端テクノロジー」
についてお知らせします。

＜定 員＞100名（中小製造業、製造業向け機械設備卸会社、及び協力会社を対象）
＜参加費＞無料
＜日 時＞2019年8月6日(火) 18:30～20:30

・18:30～18:40 セミナー開催の挨拶・会社紹介 、質問方法の説明
・18:40～19:20 「未来をひらく！ものづくり全自動化に挑戦する最先端テクノロジー」

講師：株式会社アムイ 代表取締役 山田浩貢
・19:25～20:05 「現場で使える最先端テクノロジーと品質検査デモンストレーション」

講師：株式会社テクムズ 代表取締役 鈴木孝昌
・20:05～20:20 質疑応答

＜場 所＞株式会社テクムズ 本社オフィス
（愛知県名古屋市中村区名駅3-26-21 TOMIビル 5F）
※JR名古屋駅より徒歩約5分

＜主 催＞株式会社テクムズ、株式会社IDENTITY、日本政策金融公庫
＜申込方法＞下記リンク先からお申込みください。

https://tkms.peatix.com/view

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【愛知県からのお知らせ】
-------------------------------------------------------------------------
５.サービスロボットリスクアセスメント研修会の参加者を募集します
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～有用性（ベネフィット）評価のための実証実験に向けて～
-------------------------------------------------------------------------

家庭や医療・介護施設等で、人と共存して作業することが期待されるサービス
ロボットは、人との接触機会が多くなるため、安全性への一層の配慮が求められます。

そこで、愛知県では昨年度に引き続き、サービスロボットリスクアセスメント
研修会を開催することとし、参加者を募集します。

本研修会は、ロボットの開発に取り組んでいる、又はこれから取り組もうとしている
県内中小企業等の方々を対象に、サービスロボットの安全技術設計について実習付きで
理解を深めていただく研修会です。サービスロボットの安全技術の基本であるリスク
アセスメント（リスクの想定と評価）やサービスロボットの国際安全規格（ISO13482）
の概要を紹介するとともに、具体例をもとにしたリスクアセスメントシートの作成実習
を行います。

なお、本研修会は３回（３日）で１セットになっていますので、３回ともに御参加
ください。

＜日 時＞ １日目：2019年 ８月１日(木) 午後１時30分から午後５時まで
２日目：2019年 ８月５日(月) 午後１時30分から午後５時まで
３日目：2019年10月３日(木) 午後１時から午後５時まで

＜会 場＞ 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）
（場所：名古屋市中村区名駅４丁目４－38）
１日目：13階 特別会議室Ａ 1302室
２日目：13階 特別会議室Ｃ 1307室
３日目：13階 特別会議室Ｃ 1308室

＜定 員＞ 30名（申込先着順）
＜参加費＞ 無料
＜申込方法＞下記URLから参加申込書をダウンロードして、必要事項を記入し、以下の

申込み先まで、FAX又はE-mailにてお申し込みください。
（参加証は発行しません。定員超過により申込みをお断りする場合は、

御連絡します。）
＜U R L＞ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/robot-riskassessment.html
＜申込期限＞2019年７月29日（月）17時
＜申込み、問合せ先＞

愛知県経済産業局産業振興課次世代産業室
次世代産業第二グループ（担当：塚本・加藤（僚））
〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１番２号
電話：052-954-6352 FAX：052-954-6943
E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【愛知県からのお知らせ】
-------------------------------------------------------------------------
６.テクノロジー・スタートアップ共創最前線 ＠WeWorkグローバルゲート名古屋
-------------------------------------------------------------------------

愛知県では、スタートアップを県内外から誘引し、5か月に渡る個別集中支援を行い、
地域のイノベーション創出に繋げることを狙う「Aichi Open innovation Accelerator」
を実施します。

このプログラムのローンチイベントとして、「テクノロジー・スタートアップ共創
最前線」を8月5日（月）、WeWorkグローバルゲート名古屋で開催します。

このイベントでは、オープンイノベーションにフォーカスした講演・パネルディス
カッションを行いますので、スタートアップの方はもちろんのこと、スタートアップの
活動やオープンイノベーションに関心のある方々にも、お楽しみいただける内容と
なっています。

愛知・名古屋に新しくオープンしたクリエイティブな空間「WeWork」で、オープン
イノベ―ションについて考えてみませんか。

＜日時＞ 2019年8月5日（月）17：30～19：30
＜会場＞ WeWork グローバルゲート名古屋

住所：名古屋市中村区平池町4丁目60-12（グローバルゲートオフィス棟11階）
＜スケジュール＞

・17：00 開場/受付開始
・17：30 主催者挨拶、イントロダクション
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・17：40 （説明）Aichi Open innovation Acceleratorについて
・17：50 講演「テクノロジー・スタートアップが未来を創る」

スピーカー：TomyK代表、ACCESS共同創業者 鎌田 富久氏
ソフトウェアのベンチャー企業ACCESS社を設立、世界初の
携帯電話向けウェブブラウザを開発するなどモバイルインター
ネットの技術革新を牽引し、その後、スタートアップを支援する
TomyKを設立し、ロボットベンチャーSCHAFTをはじめテクノロジー・
スタートアップを多数輩出

・18：20 パネルディスカッション
（パネリスト）鎌田 富久氏 他
（モデレーター）株式会社アドライト 代表取締役 木村 忠昭
大学院卒業後、大手監査法人に入社し、株式公開支援業務に従事。
2008年、イノベーション共創を手掛ける株式会社アドライトを創業。
合わせて国内スタートアップ企業へ社外役員就任によるハンズオン
支援を行い、うち5社が上場を果たす。

・19：00 名刺交換・ネットワーキング
・19：30 閉場

＜参加申込方法＞
①Aichi Open innovation AcceleratorのWebサイト内の当イベント専用ページ

から申し込む。Webサイト：https://aichi-oi-accelerator.com
②チラシ兼申込書（リンク先のPDFファイル裏面）をご覧いただき、必要事項を

記入の上、愛知県次世代産業室へFAXする（又は同内容をメール送信する）。
チラシ：https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/302509.pdf

＜定員＞ 60名（申込先着順。参加できない方にはお知らせします。）
＜参加費＞無料
＜詳細＞ ○「テクノロジー・スタートアップ共創最前線」について

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/aoa-event190805.html
○「Aichi Open innovation Accelerator」について

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/aoa-application2.html

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【愛知県からのお知らせ】
-------------------------------------------------------------------------
７.「中小製造業向け産業用ロボット導入支援講座」の参加者を募集します
-------------------------------------------------------------------------

愛知県では、産業用ロボットの基本的な知識の習得を目的とした「中小
製造業向け産業用ロボット導入支援講座」を開催します。
講座では、ロボット導入の事例紹介を始めとした講習会やグループワークに
よる模擬検討、提案依頼書の作成演習、操作実習などを実施します。また、
ロボットメーカー等のショールームにおける最新のロボットやその導入事例を
学びます。最終講では、ロボットメーカー、ロボットＳＩer（システムイン
テグレーター）との導入に向けた相談会を開催します。

原則として、全ての日程に参加できる方を対象とします。是非御参加ください。

＜日 程＞ 2019年９月６日（金）から2020年１月29日（水）までの
期間内で、合計12回程度

＜会 場＞ 国立大学法人名古屋工業大学４号館（名古屋市昭和区御器所町） 等
＜対象企業＞産業用ロボットの導入を計画・検討している愛知県内の中小製造業
＜受講対象者＞製造部門の設備担当責任者又はそれに準ずる方
＜定 員＞ 20名（原則として申込先着順、１社１名に限ります。）
＜参加費＞ 無料
＜申込方法＞下記URLより、「受講申込書」及び「受講にあたっての確認書」を

ダウンロードし、必要事項を御記入の上、電子メールに添付して
御送信ください。

＜U R L＞https://tic.web.nitech.ac.jp/
＜募集期間＞2019年７月３日（水）から７月31日（水）まで
＜受講企業決定＞2019年８月７日（水）までに応募者全員に電子メールにて

連絡します。
＜申込先・講座の内容に関する問合せ先（愛知県委託先）＞

国立大学法人名古屋工業大学 産学官金連携機構 （担当：福井、田中）
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電話 052-735-7349
E-mail automa-seminario@adm.nitech.ac.jp
URL https://tic.web.nitech.ac.jp/

＜本事業に関する問合せ先＞
愛知県経済産業局産業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：塚本・辻本）
電話：052-954-6352 FAX：052-954-6943
E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【愛知県からのお知らせ】
----------------------------------------------------------------------------
８.「A2 (Aichi-Austin) Innovation Kick-start Program」スタートアップ

ステークホルダー向けワークショップ(8/9)参加者募集
----------------------------------------------------------------------------

愛知県は、米国・テキサス大学オースティン校と連携して、スタートアップ・エコ
システムの形成・充実を図る「Ａ2（Aichi-Austin）InnovationKick-start Program」
を実施しています。

このプログラムの一つとして、現在策定しているスタートアップ戦略のロード
マップをテーマに、以下のとおりワークショップを開催します。

奮ってご参加ください！！

＜日 時＞2019年８月９日（金）17:30-20:00
＜場 所＞有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所(JPタワー名古屋37F)
＜対 象＞当地域のスタートアップステークホルダー
＜内 容＞ロードマップに関するプレゼンテーション、Q＆A、

ステークホルダー別ワークショップ、交流会
＜定 員＞50名
＜申込方法＞件名を「ワークショップ参加希望（氏名）」として、メール本文に

①氏名、②所属、③役職、④メール、⑤電話番号を記載の上、以下の
申込先にお送りください。

＜申込期限＞2019年8月2日（金）18:00
＜詳しくはこちら＞

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/utaworkshop4.html
＜問合せ・申込先＞

デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社（業務受託事業者）
a2_startup_program@tohmatsu.co.jp

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【名古屋市からのお知らせ】
----------------------------------------------------------------------------
９．Hatch Technology NAGOYA 行政課題における先進技術の実証支援の募集を始め

ました
----------------------------------------------------------------------------

名古屋市では、社会における先進技術（ロボット・AI・IoT等）の活用を促進する
ため、行政分野における課題解決をテーマに、先進技術を活用した実証実験の提案を
募集します。

＜募集対象＞
企業、大学、研究機関等（市内立地又は立地意向のある者）

＜募集受付期間＞
８月５日(月)～８月15日(木)

＜実証支援の内容＞
負担金の支払、実証に必要な市施設等における調整、市のイベント等

におけるPR、大学・研究機関等における技術相談のあっせん
＜スケジュール＞

応募内容の審査・活用技術の選定【９月】
選定テーマにおける実証【10月～１月】
実証結果取りまとめ・周知【２月～３月】

＜U R L＞https://www.hatch-tech-nagoya.jp/mission/
＜問合せ先＞
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名古屋市市民経済局産業部次世代産業振興課
TEL：052-972-2419 FAX：052-972-4135
E-Mail : a2419@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp

  ※詳細については以下のウェブサイトをご参照ください。
https://www.hatch-tech-nagoya.jp/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【IoT推進ラボからのお知らせ】
----------------------------------------------------------------------------

◎「愛知県IoT活用相談窓口」をご利用ください
----------------------------------------------------------------------------

愛知県IoT推進ラボでは、製造現場へのIoT導入に関する相談対応や実証実験・マッチ
ングの支援に取り組んでいます。

愛知県立大学の教員や、IoT導入に実績のあるコーディネータが相談に対応します。
相談料は無料です。是非ご活用ください。

＜場 所＞愛知県立大学長久手キャンパス
(長久手市茨ケ廻間1522-3)
愛知県立大学サテライトキャンパス
(名古屋市中村区4-4-38 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)15階)
愛知県産業労働部産業振興課次世代産業室
(名古屋市中区三の丸3-1-2 愛知県庁 本庁舎1階)

＜受 付＞平日午前8時45分から午後5時30分
＜相談料＞無料
＜対応者＞愛知県立大学教員、コーディネータ
＜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https://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
https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-pref-iot/iotdounyu-sien32.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。
○相談対応者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。

○必要に応じて相談対応者と面談し、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＞
愛知県経済産業局産業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：奥山・辻本
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、この手続きでは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。
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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 経済産業局 産業部 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：奥山、辻本
TEL： 052-954-6352 FAX: 052-954-6943
URL： http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/
E-mail: jisedai@pref.aichi.lg.jp

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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