
送信者: 次世代産業室/愛知県  

宛先:

Bcc: 中小企業金融課/愛知県 

日付: 2018年11月27日 火曜日 02:07PM 

件名: 愛知県IoT推進ラボからのお知らせ vol.47 
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======================================================================================= 
 
【愛知県からのお知らせ】 
 １．（★新着）愛知県IoT推進ラボ IoT人材育成ワークショップの参加者を募集します 
 ２．（★新着）「あいちアクセラレーター2018」の中間デモデイを開催します 
 ３．（★新着）第11回第１１回医療・介護等分野ロボット実用化ワーキンググループの参加者を募集しま
す 
 ４．（★新着）愛知県・ＪＡＸＡ連携協力事業「平成30年度航空機技術オープンイノベーションセミ
ナー」の参加者を募集します！ 
 ５．（★新着）「第６回知的財産経営サロン」の参加者を募集します！ 
 ６．「愛知県IoT活用相談窓口」をご利用ください（再掲） 
 
【トピックス】 
 ７．「第４回国際産官学連携ワークショップ～ＡＩと環境・産業技術の未来」の御案内 
 
 
======================================================================================= 
 
【愛知県からのお知らせ】 
-------------------------------------------------------------------------- 
１．愛知県IoT推進ラボIoT 人材育成ワークショップの参加者を募集します 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
 愛知県IoT推進ラボIoTの人材育成ワークショップとして、農業IoT、製造業IoTの２つのワークショップを
開催します。 
 最新のIoTが学べるセミナーと実際の機器を使用した体験ワークショップを実施しますので是非参加して
ください。 
 
 
＜日時＞ 
 ・農業IoT 
   平成30年12月14日(金)午前（農業IoT／解説編） 
   平成30年12月21日(金)午後（農業IoT／デモ・実習編） 
 ・製造業IoT 
   平成30年12月14日(金)午後（製造業IoT／実習編） 
   平成30年12月21日(金)午前（製造業IoT／解説編） 
 
＜会場＞ 
 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) 
 
＜内 容＞ 
（１-１）農業IoT（１日目）～最新の農業IoTを学ぼう！（農業IoT／解説編）～ 
  ＜対象＞ 
   農業へのIoT導入・活用で効率化を求める方 
  ＜１日目プログラム＞ 
   2018年12月14日(金)10:00～12:20 
    09:30 受付開始 
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    10:00 「IoT導入・活用のための人材育成について」 
        愛知県立大学情報科学部 教授 村上 和人 氏 
    10:05 「NTTグループが描く次世代農業」 
        日本電信電話(株)研究企画部門 食農プロデュース担当部長 久住 嘉和 氏 
    10:40 「スマート農業の実現に向けたIｏＴの活用」 
        (株)ウォンツ 代表取締役社長 松下 剛幸 氏 
    11:15 「AI・IoT・ICTによる先進農業の取組」 
        (株)IT工房Z 代表取締役 座光寺 勇 氏 
    11:50 話題提供・名刺交換会 
 
（１-２）農業IoT（２日目）～農業に役立つIoTを体験しよう！（農業IoT／デモ・実習編）～ 
  ＜対象＞ 
   最新の農業IoT技術を導入したい方 
  ＜２日目プログラム＞ 
   2018年12月21日(金)13:30～17:00 
    13:00 受付開始 
    13:30 「IoT導入・活用のための人材育成について」 
        愛知県立大学情報科学部 教授 村上 和人 氏 
    13:35 「農業に応用できる最新ワイヤレス通信技術 デモ」 
        伊藤電機(株) 第３営業部 マネージャー 米澤 克也 氏 
    14:50 「5分で始められる，環境モニタサービスあぐりログの紹介」 
        (株)IT工房Z 代表取締役 座光寺 勇 氏 
       「IoT体験ワークショップ ～センサ・通信・可視化～」 
        愛知県立大学情報科学部 学生IoTチーム 
    16:30 名刺交換会・IoT相談会 
 
（２-１）製造業IoT（１日目）～製造業に役立つIoTを作ろう！（製造業IoT／実習編）～ 
  ＜対象＞ 
   IoTを自分で作ってみたい方，体験してみたい方 
  ＜１日目プログラム＞ 
   2018年12月14日(金)13:30～17:00 
    13:00 受付開始 
    13:30 「IoT導入・活用のための人材育成について」 
        愛知県立大学情報科学部 教授 村上 和人 氏 
    13:35「PLC状態監視を行うワイヤレスIoTシステム デモ」 
        伊藤電機(株) 米澤 克也 氏 
    14:50 「IoT体験ワークショップ ～センサ・通信・可視化～」 
        愛知県立大学情報科学部 学生IoTチーム 
    16:30 名刺交換会・IoT相談会 
 
（２-２）製造業IoT（２日目）～最新のIoTを学ぼう！（製造業IoT／解説編）～ 
  ＜対象＞ 
   ものづくり現場へのIoT導入・活用で新たなビジネス転換を求める方 
  ＜２日目プログラム＞ 
   2018年12月21日(金)10:00～12:00 
    09:30 受付開始 
    10:00 「IoT導入・活用のための人材育成について」 
        愛知県立大学情報科学部 教授 村上 和人 氏 
    10:05 「見える化からスタートする製造業のIoT」 
        (株)ウォンツ 代表取締役社長 松下 剛幸 氏 
    10:45 「製造業の生産管理SEから見るIoT導入のポイント」 
        日本アドバンストリーダーズソフトウェア(株) 岡崎 和成 氏 
    11:30 話題提供・名刺交換会 
 
＜参加費＞ 
 無料 
 
＜申込期限＞ 
 平成30年12月10日（月）17：00 
 
＜申込方法＞ 
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 添付ファイルの「nougyou」「seizougyou」必要事項を御記入の上、FAXもしくはE-mailにてお送りくださ
い 
 http://www.ist.aichi-pu.ac.jp/iot/ 
 
＜問い合わせ先＞ 
 愛知県立大学情報科学部 担当：林，玉置 
   電話：0561-76-8827  FAX：0561-64-1108 
   E-mail：iot-support@cis.aichi-pu.ac.jp 
 
 
  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
２．「スタートアップ」×「モノづくりなど既存企業」コラボレーション 
  「あいちアクセラレーター2018」の参加スタートアップを決定するピッチコンテストを開催します 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 愛知県では、スタートアップの革新的なアイデア・技術にフォーカスし、世の中に新しい価値を生み出す
ためのプログラム「あいちアクセラレーター2018」を実施しています。 
 このプログラムの特徴として、スタートアップを支援・育成するだけでなく、スタートアップと既存の企
業の皆様とのコラボレーションにより、新しい「イノベーション」を創出することも目的としています。 
 このたび、応募のあった47件のうち、審査を経て、このプログラムへの参加が決まったスタートアップ8
社から、モノづくりをはじめとする企業の皆様とのコラボレーションの可能性を探りプレゼンし、交流を図
るミートアップイベント「中間デモデイ」を開催します。 
 スタートアップとの連携を検討している企業やスタートアップの新しい技術・アイデアに関心がある企業
の皆様の御参加をお待ちしております。 
  
 
＜申込方法＞ 
 添付の申込書（チラシ裏面）により、お気軽にお申込みください。 
 
＜日時＞ 
 平成30年12月12日（水）午後5時から午後8時まで 
 
＜場所＞ 
 fabbit栄 
 （住所）愛知県名古屋市中区栄三3-15-27 いちご栄ビル９階 
 （電話）052-551-6800 
 
＜対象者＞ 
 スタートアップとの連携を検討している企業やスタートアップの革新的な技術・アイデアに関心のある企
業 
 
＜スケジュール＞ 
 17：00～17：30 レクチャー（基調講演）「愛知から大きな事業を創る」 
     株式会社ゼロワンブースター共同代表 合田ジョージ氏 
 
 17：30～18：30 スタートアップからのプレゼン 
     あいちアクセラレーターに参加するスタートアップから、各スタートアップが進めているビジネ
スプラン、企業との連携ニーズ（必要なリソース等）、企業に提供できる価値などについて発表 
 
 18：30～20：00 交流会（会費1,000円程度） 
 
＜問い合わせ先＞ 
  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 
  担当：辻本 
  電話：052-954-6352 ＦＡＸ：052-954-6943 
  メール: jisedai@pref.aichi.lg.jp 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
３．第11回第１１回医療・介護等分野ロボット実用化ワーキンググループの参加者を募集します 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 あいちロボット産業クラスター推進協議会では、医療・介護等分野ロボット実用化ワーキンググループと
して「移動支援ロボット」をテーマに開催します。開発側と利用側など参加者間での意見交換をしていただ
く「ワークショップ」も実施します。 
 是非ご参加下さい。 
 
＜日 時＞ 
 平成３０年１２月１９日（水）１３時３０分から１６時３０分まで 
 
＜場 所＞ 
 国立長寿医療研究センター 外来棟７階 多目的ホール 
 （大府市森岡町7-430）  
 
＜内 容＞ 
（１）講演会 
  講演１「離床アシストロボット リショーネPlus」 
   ・開発事例紹介 パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 
            部長 河上 日出生氏 
   ・導入事例紹介 社会福祉法人サン・ビジョン 
            リハビリ統括責任者 篠田明氏 
  講演２「移乗サポートロボット Hug」 
   ・導入事例紹介 株式会社FUJI 技術開発部第２課 
            シニアリーダー 中根伸幸氏 
   ・導入事例紹介 社会福祉法人 愛燦会 長寿の里 十四山 
            施設長 垣見忠廣氏 
  講演３「電動アシスト歩行車 Tecpo」 
   ・開発事例商会 株式会社シンテックホズミ グローバル事業企画室 
            主幹 柴田友宏氏 
   ・導入事例紹介 同上 
（２）ワークショップ 
  あいちサービスロボット実用化支援センター展示室（国立長寿医療研究センター 
 南病棟２階）において、「リショーネPlus」、「Hug」、「Tecpo」の実演等紹介、 
 意見交換を実施します。 
 
＜定 員＞ 
 ５０名（定員になり次第締め切ります。） 
 
＜参加費＞ 
 無料 
 
＜申込期限＞ 
 平成３０年１２月１４日（金） 
 
＜申込方法＞ 
 以下のURLから参加申込書をダウンロードしていただき、別添資料に 
 必要事項をご記入の上、記載の申込先へお送り下さい。 
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/robotiryoukaigo11.html 
 
＜問い合わせ先＞ 
  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：木村、長谷部 
  電話：052-954-6352 ＦＡＸ：052-954-6943 
  メール: jisedai@pref.aichi.lg.jp 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
--------------------------------------------------------- 
４．愛知県・ＪＡＸＡ連携協力事業 
  「平成30年度航空機技術オープンイノベーションセミナー」の参加者を募集します！ 
--------------------------------------------------------- 
 
 愛知県では、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)と「航空分野に係る連携協力に関する協定」
を平成24年に締結し、JAXAと連携して、航空機産業の育成・振興を図っています。 
 この度、連携協力事業の一環として、航空機技術の最新の動向をお伝えするセミナーを開催します。 
 航空機の装備品は航空機の価格の約４割を占めますが、そのソフトウェア認証についての経験が不足して
いることが、大きな参入障壁となっています。本セミナーでは、JAXA及び 
 MHIエアロスペースシステムズ株式会社のソフトウェア認証の取組について情報提供します。さらに、三
菱航空機株式会社から、MRJの概況及び完成機メーカーの視点から見た装備品産業について御講演いただき
ます。 
 講演終了後は、懇親会の開催も予定しています。幅広い皆様の参加をお待ちしています。 
 
＜日 時＞ 
 平成30年12月13日（木）午後２時から午後７時まで 
 
＜場 所＞ 
 栄ガスビル 栄ガスホール 
  (名古屋市中区栄三丁目１５―３３) 
 
＜参加費＞ 
 無料（懇親会に参加される方は当日１,０００円をお支払いください。）  
 
＜定 員＞ 
 １５０名（申込先着順） 
 
＜申込締切＞ 
 平成30年12月６日（木）（但し、定員に達し次第締め切ります。） 
 
＜内 容＞ 
 （１）講演「JAXAにおける装備品産業の発展を目指す取り組み」 
    JAXA航空技術部門 次世代航空イノベーションハブ ハブマネージャ 伊藤 健 氏 
 （２）講演「民間航空機開発におけるソフトウェア認証の課題とイニシアティブの活動(仮)」 
    MHIエアロスペースシステムズ株式会社 プロセス開発管理室 室長 各務 博之 氏 
 （３）講演「機体メーカーから見た搭載装備品の課題や装備品業界への要望・期待」 
    三菱航空機株式会社 技術本部 主幹 小林 真一 氏 
 （４）懇親会 
 
＜申込方法＞ 
 以下Webページからお申し込みください。 
  https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=14612  
 
＜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一グループ 
  TEL：052-954-6349 FAX：052-954-6943 
  E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp 
  担当：森・伊藤 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
--------------------------------------------------------- 
５．「第６回知的財産経営サロン」の参加者を募集します！ 
--------------------------------------------------------- 
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 愛知県では、知的財産を産業競争力の源泉と位置付け、経営戦略に組み込む「知財経営」の推進を図るた
め、中小企業の経営者等を対象とした「知的財産経営サロン」を開催しています（全8回）。 
 第６回目となる今回は、名古屋市工業研究所にて、知財の活用をテーマとした「特別セミナー」を開催
し、セミナー終了後は「施設紹介および見学会」を開催します。 
 是非ご参加ください。     
 
【日 時】平成30年12月20日（木） 午後2時から午後5時まで 
 
【場 所】名古屋市工業研究所 管理棟4階 第2会議室 
 
【内 容】１ 特別セミナー 
       「光触媒、それは日本を美しくする ～知財を活用したビジネス創生～」 
          ２ 名古屋市工業研究所の事業紹介 
     ３ 名古屋市工業研究所の施設見学 
     ４ 愛知県の中小企業支援施策紹介 
 
【参加費】無料 
 
【主 催】愛知県、日本弁理士会東海支部 
 
【共 催】名古屋市工業研究所 
 
【定 員】50名（申込先着順） 
 
【申込方法】下記ＨＰ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上、郵送、FAXまたはE-
mailでお申し込みください。 
      ＊参加申込書は下記のＨＰからダウンロードしてください。 
      http://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2018-12.html 
 
【申込先】日本弁理士会東海支部 
     〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル8階 
     FAX:052-220-4005 メール:info-tokai@jpaa.or.jp 
 
【問合せ先】愛知県 産業労働部 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 
 
【申込締切】平成30年12月14日（金） 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
--------------------------------------------------------- 
６．「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 西庁舎7階) 
 
＜受付＞ 
 平日午前8時45分から午後5時30分 
＜相談料＞ 
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 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/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：鷹見・辻本 
  TEL：052-954-6352  FAX：052-954-6943 
  E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
【中部大学からのお知らせ】 
-------------------------------------------------------------------------- 
７．「第４回国際産官学連携ワークショップ～ＡＩと環境・産業技術の未来～」の御案内 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
＜日程＞ 
 平成３０年12月３日（月）から５日（水）まで 
 
＜場所＞ 
 中部大学春日井キャンパス 不言実行館アクティブホール 
 （春日井市松前本町1200） 
 
＜内容＞ 
（１）12月３日(月)15時から 
  開会式典 
  記念講演 
  「ジェトロのスタートアップ支援と中小企業のチャレンジ」 
   ／日本貿易振興機構（JETRO）前名古屋貿易情報センター所長/東京本部 部長 三根伸太郎氏 
  「生態環境保護領域における人工知能の活用」 
   ／同済大学前副学長・嘉興同済環境研究院 院長・同済日本センター長 趙建夫氏 
（２）12月４日(火)９時から 
  講演、ポスターセッション 
（３）12月５日(水)９時から 
  企業視察見学会 
  ／住友理工株式会社、三菱重工業MRJミュージアム 
 
＜参加費＞ 
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 無料（レセプションおよび交流会は有料） 
 
＜詳細＞ 
 内容等、詳細は、以下のURLを御覧ください。 
  https://www3.chubu.ac.jp/china_affairs/news/24180/ 
 
＜問合せ先＞ 
  中部大学 中国連携推進室 
  担当：小島・加藤 
  電話：0568-51-9560 ＦＡＸ：0568-51-9369 
  メール: chugoku77@office.chubu.ac.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。 
 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：鷹見、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 
 

添付ファイル:

nougyou.pdf seizougyou.pdf 申込書（チラシ裏面）.pdf
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