
送信者: 産業振興課/愛知県  

宛先:

Bcc: 中小企業金融課/愛知県 
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件名: 【No.109】あいち自動車産業イノベーションニュース 

あいち自動車産業イノベーションニュース  No.109 
                                       2019年12月12日 配
信 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□ 
次世代成長産業分野の参考にしていただける「セミナー」、「イベント」などの開催案内や、会員募集の案
内等を、 
お届けします。（原則月１回。次回配信予定は2020年1月15日頃です） 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□ 
 
 
★── 目次 ─────────────────────────☆ 
│ 
│≪ 新規掲載情報 ≫                                  
│                       
│◆１ 自動車産業再生・CASE対応セミナー 
│     ～生き残りを掛けた中小企業の取り組み～ 
│◆２ 水素貯蔵技術ＷＧ第３回セミナー 
│   ～水素ステーションの安全～ の参加者を募集します！                    
      
│◆３ 「知的財産経営サロンin豊田」の参加者を募集します！                   
                │        
│◆４ 県有特許を活用して製品化を行う企業を募集します！ 
│◆５ 「経営のための知財戦略セミナー」の参加者を募集します！ 
│   
│ 
│≪ 継続掲載情報 ≫ 
│◇６ 中産連×愛知県 『自動車産業フォーラム 2020』  
│     ～大手自動車メーカー、自動車部品メーカーが語る最新技術講座！～           
               │      
│◇７ あいち自動運転ワンストップセンターの設置について                  
│◇８ あいち自動運転推進コンソーシアムの設置について                   
│   ～参画を希望する企業、大学、市町村等を募集しています～ 
☆───────────────────────────────★ 
 
 
 
 
◆１ =================================================================================== 
            自動車産業再生・CASE対応セミナー 
             ～生き残りを掛けた中小企業の取り組み～ 
  ==================================================================================== 
○テーマ：自動車産業の大きな変革期のキーワード CASE についての解説と中小企業の生き残りを掛けた 
     取り組みの実例をご紹介します。又、関連する県の開発補助金の活用、自社の経営診断等も解説
します。 
 
○開催日時：2019年12月18日（水）13:30～15:30（13:00受付開始）  
○場所：ウィンクあいち 14階セミナールーム  
    〒450-0002名古屋市中村区名駅四丁目4-38 
○講師：◆座間安紀夫 統括マネジャー 
        ◆福田充雄 愛知県庁 産業振興課 自動車産業グループ  
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          課長補佐 （関連情報の提供・解説） 
○参加費用：無料  
○定員：30名  
○主催：（公益財団法人）あいち産業振興機構   
○申込み：https://event.aibsc.jp/reserves/input/455   
 
 
◆２ ====================================================================================== 
                水素貯蔵技術ＷＧ第３回セミナー 
           ～水素ステーションの安全～ の参加者を募集します！  
   ====================================================================================== 
>>> https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/suisochozo0203.html  
○目的：愛知県では、市場規模の拡大が見込まれる水素エネルギー産業における県内企業の技術の高度化 
    や事業参入を目的に、今年度新たに水素貯蔵技術に関するセミナーを開催しています。 
    第3回セミナーでは、水素ステーション用蓄圧器の技術基準や水素ステーションに係わる安全など
に 
    ついて紹介します。是非御参加ください！ 
 
○日時：2020年2月3日(月)午後1時30分から午後4時まで 
    (受付開始:午後1時) 
○場所：ウインクあいち18階セミナールーム 
    (名古屋市中村区名駅4-4-38) 
○講演内容 
  講演１：『水素ステーション用蓄圧器の技術基準』 
  講 師：一般財団法人石油エネルギー技術センター 
      自動車・新燃料部 水素利用推進室 主任研究員 林 郁孝 氏  
   
  講演２：『FCV・水素インフラの取組と安全について』 
  講 師：一般社団法人水素供給利用技術協会  
      理事・事務局長 池田 哲史 氏 
  
  名刺交換・意見交換 
 
○対象：企業や自治体関係者など、水素エネルギーに関する事業の取組や新規参入などに関心のある方 
○定員：100名（申込先着順） 
○参加費：無料 
○申込方法：県産業科学技術課のWebページからお申し込みいただくか、参加申込書（Webページでダウン 
      ロード可能）に必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申し込みください。 
      https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/suisochozo0203.html 
○申込締切：2020年1月30日（木） 
 ・本セミナーは定員になり次第締め切ります。 
 ・定員を超え、お申込みをお断りする場合以外には御連絡しません。 
 ・参加証は発行しませんので、当日、直接会場にお越しください。 
○申込み・問合せ先： 
     愛知県経済産業局産業部産業科学技術課  
     新エネルギー産業グループ 
     電話 052-954-6350（ダイヤルイン） 
     ＦＡＸ 052-954-6977 
 
 
◆３ ====================================================================================== 
           「知的財産経営サロンin豊田」の参加者を募集します！ 
   ====================================================================================== 
>>> https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2020-02.html 
○目的：愛知県では、企業関係者等と弁理士が、少人数のグループ制で、知的財産を題材に語り合う、 
    「知的財産経営サロン」を豊田市において開催します。参加は無料です。知的財産をどのように 
    経営に活かすのか、気軽に弁理士と意見交換できますので、是非、御参加ください。 
○日時：2020年2月13日（木） 午後3時から午後5時まで 
○内容：【ミニセミナー】 
    「知的財産でビジネスチャンスをつかもう！～知財戦略で差をつける新商品開発～」 
    【座談会】 
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    「弁理士と語ろう！～会社の知的財産を経営にどう活かす？～」 
○場所：ものづくり創造拠点SENTAN（豊田市挙母町２丁目１－１） 
○参加費：無料 
○主催：愛知県、日本弁理士会東海会、豊田市、（一社）愛知県発明協会 
○後援：豊田商工会議所 
○定員：30名（申込先着順、要事前申込み） 
○参加対象：企業経営者、企業担当者（知的財産担当者に限りません）、個人事業主 
○申込方法：下記Webページの申込専用フォームからお申込みいただくか、申込書に必要事項を記載の 
      うえFAX又は郵送でお申し込みください。 
○詳細：https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2020-02.html 
○申込期限：2020年2月7日（金） 
○申込み・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 
     TEL：052-954-6370 FAX：052-954-6977 
 
 
◆４ ====================================================================================== 
           県有特許を活用して製品化を行う企業を募集します！ 
   ====================================================================================== 
>>> https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/tokkyo011128.html 
○目的：愛知県では、2016年2月に策定した「あいち科学技術・知的財産アクションプラン2016-2020」 
    に基づき、県の公設試験研究機関が保有する技術・成果の移転により、県内企業の製品開発に向 
    けた取組を支援しています。この度、以下の特許を活用する企業を新たに募集しています。 
    関心のある企業の方は、是非御相談ください。 
○特許：試験研究機関：愛知県がんセンター 
    発明の名称：患者位置補正方法（特願2018-043593） 
    概要：寝台上の患者位置を正確に補正することができる患者位置方法です。放射線治療用の 
    患者位置補正台等、患者位置の再現性が求められる分野において活用が期待できます。 
○申込方法：問合せ先までお電話でお申出ください。 
○詳細：https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/tokkyo011128.html 
○募集期限：2020年2月27日（木） 
○申込み・問合せ先： 
     愛知県がんセンター  
     TEL：052-764-9803 
     愛知県知的所有権センター  
     TEL：0561-76-8318 
 
 
 
◆５ ====================================================================================== 
         「経営のための知財戦略セミナー」の参加者を募集します！ 
   ====================================================================================== 
>>> https://g-seminar.inpit.go.jp/ 
○目的：愛知県では、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）と共催で、中小企業のリアルな事例から 
    学ぶ経営のための知的戦略セミナーを開催します。本セミナーでは、知財にまつわる海外での 
    成功事例・失敗事例をもとに、実際に起こり得るビジネス展開やトラブル対応に対する実践的な 
    視点を学べます。また、グループワーク形式により、他社の意見も参考としながら、経営の知的 
    戦略についての実践的な視点を学ぶことができます。 
    知財初心者の方も、ふるってご参加ください。 
 
○日時：2020年1月22日（水） 
    午前の部 9:30～12:40  午後の部 13:30～16:40 
○内容：午前の部 海外市場開拓  午後の部 デザイン経営 
○場所：名古屋商工会議所 ５階BC会議室 
    （名古屋市中区栄2-10-19） 
○参加費：無料 
○主催：（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）、愛知県 
○定員：各40名（要事前申込み、申込先着順） 
○詳細：https://g-seminar.inpit.go.jp/ 
○申込み・問合せ：（一社）発明推進協会 研修チーム 
         TEL：03-3502-5424 
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◇６ =================================================================================== 
            中産連×愛知県 『自動車産業フォーラム 2020』  
        ～大手自動車メーカー、自動車部品メーカーが語る最新技術講座！～ 
   ==================================================================================== 
>>> https://www.chusanren.or.jp/sc/sdata/3813.html 
○目的：本講座は大手自動車メーカー、自動車関連メーカーの実務家・技術者の方々に企画段階からご協力 
    いただき、次世代自動車に関わる主要テーマに特化し、具体的内容に踏み込んだプログラムで開催 
    します。 
    講義だけでなく、質疑応答・意見交換により「今後のビジネスチャンスのヒント」や「求められる 
    技術」を理解していただきます。 
○日時：【第１日目】2020年2月21日（金）午前10時30分から午後4時40分まで 
    【第２日目】2020年3月6日（金）午前10時30分から午後4時40分まで 
○会場：ウインクあいち（名古屋市中村区名駅４丁目４−３８） 
○定員・参加費：各日先着80名・2日間通し 45,000円(50,000円) 
        各1日のみ参加も可 25,000円(28,000円)  ※＋消費税・( )内は会員外価格です 
○プログラム： 
    【第１日目】2020年2月21日（金） 
     ●10:30～11:00 公益社団法人自動車技術会        
             『次世代自動車の展望』  
     ●11:00～11:30 愛知県 
             『愛知県が取り組む自動運転関連の施策について』 
     ●11:30～12:30 日産自動車株式会社 
             『日産自動車の電動化戦略』 
     ●13:30～14:30 三菱自動車工業株式会社 
             『スマート工場の実現によるモノづくり競争力の強化』 
     ●14:30～15:30 Ｕｂｅｒ Ｊａｐａｎ株式会社 
             『モビリティ連携社会の実現におけるＵｂｅｒの使命』 
     ●15:40～16:40 トヨタ自動車株式会社 
             『コネクティッドで広がる新たなモビリティ社会に向けた取組み』 
 
【第２日目】2020年3月6日（金） 
     ●10:30～11:30 株式会社デンソー 
             『新しいモビリティ社会に向けたデンソーの取り組み』  
     ●11:30～12:30 コンチネンタル・オートモーティブ株式会社 
             『次世代コックピットシステムに向けた、 
             将来のインテリアデザインソリューション』 
     ●13:30～14:30 マツダ株式会社 
             『エンジン革命が実現するサステイナブル社会』 
     ●14:30～15:30 愛知製鋼株式会社 
             『EV化に向けた愛知製鋼の取組み』 
     ●15:40～16:40 本田技研工業株式会社 
             『ＨＯＮＤＡのカーボンフリー社会に向けた電動化技術の取組み』 
 
     ※講演者・内容は、やむを得ない諸事情により変更になる場合があります。 
 
○申込み・詳細：下記URLのフォームよりお申込みください。 
     https://www.chusanren.or.jp/sc/sdata/3813.html 

○問合せ先：一般社団法人中部産業連盟 マネジメント事業部 安藤 
     TEL：052-931-5123 FAX：052-931-5195 
 
 
 
 
◇７ ======================================================================== 
        あいち自動運転ワンストップセンターの設置について      
   ======================================================================== 
>>>http://autonomous-car.pref.aichi.jp/onestop 
   県は、民間事業者の公道での自動運転の実証実験を促進するため、「あいち自動運転ワンストップ 
   センター」を経済産業局産業部産業振興課内に設置しています。 
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   本センターは、平成29年9月5日に開催された国家戦略特別区域諮問会議の審議を経て、同日、 
   内閣総理大臣の認定を受けた、「愛知県 国家戦略特別区域 区域計画」に基づき設置されておりま
す。 
   自動運転の実証実験を希望する民間事業者と実証地域となる市町村等とのマッチングを推進し、実証 
   実験実施の際には、民間事業者等に対し、関係法令上の手続に係る各種相談への対応や情報提供、関
係 
   機関との調整等を行っています。 
   調整に当たって、「愛知県自動走行公道実証実験実施要項」を平成28年7月に策定し運用しています 
   ので企業や大学等の皆様におかれましては、事前に、愛知県産業振興課自動車産業グループに対し
て、 
   「自動走行公道実証実験実施届出書」を提出いただき、当制度をご活用ください。 
 
 
◇８ ======================================================================== 
     あいち自動運転推進コンソーシアムの設置について 
       ～参画を希望する企業、大学、市町村等を募集しています～  
   ======================================================================== 
>>>http://autonomous-car.pref.aichi.jp/consortium  
○内容：自動運転分野については、国内外の自動車メーカーの他、電機メーカーやIT分野の新興企業等も 
    技術開発に参入するなど、世界規模で開発競争が加速しています。政府においても、東京オリン 
    ピック・パラリンピック競技大会が開催される2020年までに、無人自動運転移動サービスの実現 
    を目指し、制度・インフラ面の環境整備や研究開発等が総合的・計画的に進められているところで
す。 
    こうしたことから、県は、自動運転システムに関係する企業・大学等や自動運転システムの導入を 
    目指す県内の市町村等が連携した、「あいち自動運転推進コンソーシアム」を設置しました。 
    本コンソーシアムは、県内各所における自動運転の実証実験を推進し、将来的には、自動運転に係
る 
    イノベーションの誘発により、新たな事業を創出し、オールあいちによる自動運転の社会実装を 
    目指すことを目的に活動していきます。 
    また、コンソーシアムの下に、ワーキンググループ「自動運転及び電動化部材システムＷＧ」、
「自動 
    運転インフラ・データＷＧ」、「自動運転モビリティサービスＷＧ」を設置し、世界の市場や技術
動向 
    などの情報等を把握しつつ、自動運転に係る新事業や新ビジネスの創出を目指す企業を支援してい
き 
    ます。 
○ あいち自動運転推進コンソーシアムの主な事業内容 
  （1）最先端の技術を活用した自動運転の実証実験 
  （2）自動運転の実証実験を希望する企業・大学等と市町村とのマッチング 
  （3）自動運転の実証実験に係る手続きのワンストップサービス 
  （4）自動運転システムを活用した地域の先進事例の情報共有 
  （5）自動運転に係る新事業、新ビジネスモデル創出に向けた調査、研究等 
  【ワーキンググループ】   
   ①自動運転及び電動化部材・システムＷＧ 
   ②自動運転インフラ・データＷＧ 
   ③自動運転モビリティサービスＷＧ 
○申込：随時入会を募集していますので、上記のホームページをご覧いただき、お申し込みください。 
 
 
 
 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ 
★メールアドレスの変更・メール配信停止については、 
 sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp 
 上記の電子メールアドレスに御連絡ください。（件名例：【配信停止】あいち自動車産業イノベーション
ニュース） 
 
★新たに、あいち自動車産業イノベーションニュース（メルマガ）を配信希望される方は、産業振興課 
のEメール（sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp）宛に、タイトルに「あいち自動車産業イノベーションニュー
ス配信希望」 
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と明記のうえ、メールをお送りください（本文が空でもかまいません）。 
 
※ メール配信停止のご連絡をいただいた場合、その都度、配信リストからの削除を行っています。 
万が一、今回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。) 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
∞∞∞∞∞ 
◆編集・発行◆ 
愛知県経済産業局 産業部 産業振興課 
自動車産業G 
電 話 052-954-6376(直通) 
ＦＡＸ 052-954-6976 
E-mail sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
∞∞∞∞∞ 
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