
中部loT研究会
2017（第1回）

当財団の研究広報事業とし
て、「第32回産業科学フォー
ラム」を6月27日に名古屋大
学内ＶＢＬ棟セミナールーム
にて開催しました。

参加18名

●講師
　田中啓介上席研究員

当財団の研究事業は、毎年度
初に前年度の研究活動を総
括して当財団WEBサイトで
公開しています

是非ご閲覧ください

会場/名古屋大学内VBLベンチャー
ホールにて7/25（火）に開催しまし
た。
今回は、 本研究会アドバイザーの名
古屋大学講師橋爪進先生に｢IoTと
データ活用｣と題した講演と、名古屋
工業大学教授の橋本芳宏教授に｢制
御システムの将来像とIoT｣について
興味深いご講演をして頂きました。

参加　28名 IoTを効率良く活用し新しい価値創出するためのデータ分析手法と、
IoTシステムのセキュリティの考え方をそれぞれ解説して頂き、活発
な質疑がなされました。

中部TLOより

橋爪講師

橋本教授

司会：山根上席研究員より講師紹介第32回
産業科学フォーラム

2016年度(H28)
「研究年報」を発刊し
ました

研究部より

タイトル：「材料の疲労破壊の防止―疲労損傷の機構と力学法則」 

始めに材料の疲労と疲労研究の概要が紹介され、X線により金属材料の残留応力を測定すること
から疲労損傷の検出の手法と理論の紹介をされました。次いで、破壊力学の疲労き裂への適用と
き裂の進展に関する研究を始めた留学時代の成果など紹介され、さらに疲労の本質である微小き
裂の発生と進展について、モデルと実験結果について説明されました。
最後にナノ結晶金属の疲労について最近の研究課題についてもご紹介されました。 

詳細はこちら↓
http://www.nisri.jp/dor/report/2016/index.html

産業界のニーズをキャッチして、研究・技術開発・人材育成をサポートする機関
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技術経営（MOT）
セミナー　
8月より募集予定

（公財）科学技術交流財団、（公
財）名古屋産業振興公社との共
催研修

●会場は2箇所にて交互開催
H29年度は10月12日～11月22
日の期間で計4日間開催します。

●形式
講義（毎回）と最終回のグループ
毎でのテーマディスカッション

●募集定員/48名程度

CHCより

48名程度
※先着順
※1企業 2名様まで
※初めて参加される方を優先させていただきます。

　昨今、企業が新製品や新たなサービス、ビジネスモデル
を企画開発し、市場のニーズに応えていく中で、技術と経
営の双方を理解し、事業戦略を推進できる人材が必要不可
欠となっています。
　本セミナーでは事業環境の変化に対応し、経営の視点か
ら技術戦略を検討するための基本的な知識を習得いただく
とともに、受講生同士のグループワークの場もご提供します。

日木1210月 日木911月

定　員

締　切

10,000円（税込）（全4回分、書籍代含む）参加費

10月5日（木）

主　催 技術経営（MOT）研修実行委員会　
（公財）科学技術交流財団、（公財）名古屋産業科学研究所、（公財）名古屋産業振興公社

後　援 中部経済産業局、愛知県、名古屋市、名古屋大学、名古屋工業大学、中部経済連合会、名古屋商工会議所

Management anagement anagement of TTechnologyechnology

ウラ面の申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてお申し込み
ください。
ホームページからもお申し込みが可能です。
なお、定員に達し次第、募集を終了いたします。

申込方法

（原則全日程参加できる方）

http://www.astf.or.jp の 新着情報 からアクセス
（公財）科学技術交流財団

または 
http://www.astf.or.jp/astf/training/mot/bsymot.htmlをご覧ください。

名古屋市工業研究所  
名古屋市熱田区六番三丁目４番４１号　地下鉄六番町駅3番出口すぐ
●駐車場100 台程度（無料）

会場❶

名古屋商工会議所ビル 
名古屋市中区栄 2-10-19　地下鉄伏見駅5番出口　徒歩 5分
●駐車場なし（最寄りの有料パーキング利用）

会場❷

日水2510月 日水2211月
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MOTTセミナー
新製品・新事業の開発に

O セミナーセミナーセミナー
新製品・新事業の開発に新製品・新事業の開発に
技術経営

「R&Dにおける技術開発とビジネスモデルについて」
名古屋大学　経済学部　客員教授　西村　　 眞氏

※講師の都合等により、変更となる場合がございます

「技術者・経営者のための最新ＭＯＴ（技術経営）の考え方」～新規事業を成功させる基礎と実践の方法論と事例紹介～
株式会社テクノ・インテグレーション　代表取締役　出川    　通氏

〈終了後、1時間程度、名刺交換会を予定しています〉

10/12（木）までに、下記銀行口座にお振り込みください
（振込手数料はご負担願います）。

（公財）科学技術交流財団　業務部中小企業課　0561-76-8326

受講者の皆様には後日「研修のご案内」を送付します。

日木1210月
13：00～16：30
10：00～12：00

名古屋市工業研究所
会場 ❶

名古屋商工会議所ビル
会場 ❷

■ お支払い方法

■ その他

■ お問い合わせ先

「ファイナンス戦略・ワークスタディ」
セレンディップ・コンサルティング株式会社　代表取締役　髙村　 徳康氏

日水2510月 10：00～12：00

13：00～15：00 「イノベーションマネジメント」～柔軟な修正が実現性を高める～
浜田 恵美子氏日本ガイシ株式会社　取締役

元 名古屋工業大学大学院　教授

15：10～17：10

「新規事業の創出」～富士フイルム 第二の創業と化粧品事業の立ち上げ～

中村　 善貞氏
富士フイルム株式会社　イノベーション アーキテクト

Ｒ＆Ｄ統括本部　先端コア技術研究所
兼　経営企画本部　イノベーション戦略企画部

日水2211月 10：00～12：00

13：00～17：00 「技術開発と事業戦略ケーススタディ」グループワーキング

宮木　 宏尚氏
株式会社東レ経営研究所　　　　　　　　　　　　　　
シニアリサーチフェロー／ＭＯＴチーフディレクター
元　東京農工大学大学院　技術経営研究科　非常勤講師

銀 行 名：三菱東京UFJ銀行　大津町支店（店番号203）

口座番号：（普通）0078068

口座名義：技術経営研修実行委員会　会計　藤井   智也
ギジュツケイエイケンシュウジッコウイインカイ　　カイケイ　　 フジイ　　 トモヤ

技術経営（MOT）研修プログラム

名古屋市工業研究所 会場 ❶

名古屋商工会議所ビル

 会場 ❷

「経営戦略と技術イノベーション」
名古屋大学大学院　経済学研究科　教授　山田　 基成氏

「地域イノベーション」～産学官金連携の最適活用～
摂南大学　経済学部　教授　野長瀬 裕二氏

日木 911月 10：00～12：00

13：00～14：50 「イノベーションを実現する知財戦略」
東京理科大学　イノベーション研究科　教授　生越　 由美氏

15：00～16：50

名古屋市工業研究所

 会場 ❶

名古屋商工会議所ビル

 会場 ❷

※ご記入いただいた個人情報は、当事務局からの各種連絡・情報提供のためのみに利用させていただきます。

技術経営（MOT）研修実行委員会事務局（（公財）科学技術交流財団内）藤井・松田宛

所属部署

勤務先
電話 FAX（　　　　　） （　　　　　）

会社等名

所在地 〒

E-mail

役　職 フリガナ
氏　名

FAX 0561-21-1651 メールアドレス chusyo@astf.or.jp

所属部署

役　職 フリガナ
氏　名

研修申込書

地下鉄伏見駅（東山線・鶴舞線）下車
（名古屋駅より東山線で1区間）
5番出口より南へ徒歩5分

●地下鉄　名港線「六番町」下車
　3番出口すぐ

●市バス　「六番町」下車すぐ

●名古屋高速4号東海線
　「六番北」、「六番南」出口すぐ

名
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通

●美術館
科学館●
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柳橋

名駅南2
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三蔵

名古屋高速
白川 IC 若宮北

白川公園

至金山
若宮大通本町
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日銀前

錦通伏見

広小路伏見
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至栄
錦通

桜通

白川通本町

　
名古屋商工会議所

六番一丁目

六番南

地下鉄六番町
2番出口

至昭和橋 至白鳥橋

至名古屋港

至金山
名古屋高速六番北出入口名古屋高速六番北出入口

名古屋高速六番南出入口名古屋高速六番南出入口

国道1号線

地下鉄六番町
3番出口

名古屋市工業研究所
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アクセスアクセス

募集詳細はこちらのWEBをご覧ください→ http://www.astf.or.jp/astf/training/mot/bsymot.html

NEW

開講式

前年度研修シーン

H29年度の塾活動が始ま
りました！

H29年度は、去る6月17日の開講
式に始まり、11月18日の修了式
迄の期間で延べ12回開催しま
す。

メイン会場/ウィルあいち会議室
塾生(基礎コース)/20名

( 予定 )

財団事務局より

理事長交替のお知らせ

●当財団の前内藤進理事長逝去
により、去る6月6日の通常理事会
にて、新理事である内藤弘康氏
（現リンナイ㈱取締役社長）が就
任致しました。

本件はすでに当財団WEBサイト
にて掲載してありますが、改めて
ご紹介させて頂きます。

新理事長よりご挨拶

＜新理事長＞
内藤弘康
リンナイ株式会社
代表取締役社長

このたび内藤　進の後任として理事長に就任いたしました内
藤弘康でございます。
当財団は、前身である、「名古屋航空研究所」設立（昭和18年）
から70年以上の歴史があり、この間、時代のニーズに応じた事
業展開を図ってまいりました。2012年4月には内閣府より公益
法人認定を受け、中部地区を中心に、産業界の技術の発展に貢
献するための研究や産学官連携支援活動を展開しております。
 現在では、（1）研究事業　（2）研修事業　（3）技術移転（育成）
事業　3つの事業を柱にしております。
 当財団の最大の特長は、名古屋大学をはじめとする当地区の
工学部および医・薬学部を有する大学との緊密なネットワーク
を活用し、地元企業と大学との共同研究や技術移転、技術指
導・人材研修等を企画・コーディネートできることにあります。
 中部地区は、モノづくりの技術／企業が集積しており、自動車
産業、航空機産業、新素材産業等を中心に工業出荷額は全国
でも群を抜いております。
 今後は、第４次産業革命と言われる変革が進んでいく中で、産
学官の繋ぎ役である当財団の果たすべき役割はますます重要
になると認識しております。
 皆様方におかれましては、当財団の活動に格別のご理解と、倍
旧のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

理事長　内藤弘康

当財団WEBはこちら↓
http://www.nisri.jp/



財団事務局より

H29年度通常理事会
を開催しました

●平成29年6月6日に、当財団の
通常理事会を名古屋商工会議所
ビル内会議室にて開催しました。

議事進行の内藤理事長

新任の小野木専務理事挨拶

理事会冒頭において、新理事長を内藤弘康氏とす
る議案が決議され、規程により早速、新理事長が議
事進行役を務められました。
併せて、専務理事も辞任される澤木宣彦氏から小
野木克明氏に新任することも決議されました。

H29年度定時評議員会
を開催しました

●平成29年6月23日に、当財団の
定時評議員会を名古屋商工会議
所ビル内会議室にて開催しまし
た。

議事進行役の内川議長

小野木専務理事から事業報告

中部ハイテクセンター（CHC）の集合研修のひとつである『あいち環境塾』の塾活動を、毎回開催後に「活
動レポート」と題して、その回の活動内容を写真付きで紹介を始めました。

↑活動レポートの各回代表写真をクリックすると・・
→その回の活動状況がレポートと写真で見られます

評議員数7名及び監事2名と専務理事、常務理事の
出席で開催され、理事2名と評議員1名の交替議案
と、平成28年度の事業報告並びに財務諸表等を審
議され、これを了承されました。

財団ホームページの
創意工夫

●当財団のWEBサイトは、H28
年度の全面リニューアル以後、閲
覧性や検索性と魅力度向上のた
め、逐次、改善を施しています。

また、従来は公開していなかった
事業の活動状況も、よりリアルに
把握し易いよう表示の工夫も加
えております。

今回その一例をご紹介します

記事抜粋



行政情報

財団外情報（連携大学・行政・他機関発信のオススメ情報）

I第2回中堅･中小製造業
向けIoTツール＆レシピ
募集のお知らせ

/日本機械工業連合会(JMF)
ロボット革命イニシアティブ
協議会　からの発信情報

内容

詳細はこちら

https://www.jmfrri.gr.jp/event/seminar/504.html

★このページでは、当財団外（地域大学・行政機関・他財団等）からの既発信情報から、独自にセレクトしてご案内いたします。
各企業様に有益となれば幸いです。（扱い数は不定となりますことあらかじめご了承願います）

募集概要：
　欧米企業等を中心にIoTの活用による製造業の新たなビジネスモデルの
創出が始まっている中、我が国、中堅・中小製造業は、IoTで何ができるの
か、どのようなデータをどう活用したら良いのか等の悩みを持っています。そ
のような悩みを抱える中堅・中小製造業が、「高度で手の届かない」という認
識を捨て、より簡単に低コストで使える業務アプリケーションやセンサーモ
ジュール等のツールを着実に活用できることが望まれます。 　これまでＲＲ
Ｉでは、「WG1：IoTによる製造ビジネス変革WG」において製造業全般にお
けるIoT活用の推進を行ってきましたが、上記、問題意識の下、昨年7月27日
～8月26日にかけて「第１回IoTツール募集イベント」を開催し、中堅・中小
製造業がより簡単に、低コストで使える既存のアプリケーション・センサー
モジュール等のツール等（新規開発も含む）を全国から収集し、「スマートも
のづくり応援ツール」として取りまとめて公表しました。 　今般、皆様からい
ただいた再度の開催へのご要望や、前回の取りまとめ以後いただいた様々
なご意見を踏まえ、前回以上にユーザーたる中堅・中小製造企業の目線を
意識し、第２回目の募集イベントとして、IoTツール・レシピを募集いたしま
す。IoTツールに関しては、ツールの具体的な目的や機能を整理するように
致しました。また、ツール募集と合わせて、新たにレシピ募集も併せて実施い
たします。なお、ここで言うレシピとは、生産効率化や顧客基盤の拡大等、経
営課題解決のためのIoT等のデジタル技術の活用に際し、組み合わせによ
る仕組みや、その使い方をレシピと呼ぶ事としております。是非、ご協力の程
よろしくお願い致します。

募集期間：

第2回 中堅・中小製造業向
け IoTツール＆レシピ募集
を実施致します。
今回はツールと共に、レシピ
の募集も併せて実施致しま
す。なお、ここで言うレシピと
は、効果的なツールの組み
合せ方・使い方をレシピと呼
ぶ事としております。

内容

　2017年7月7日（金）～8月22日（火）※期限までに必着 
　 集計・審査：８月　中旬～９月中旬 　　
 　結果公表　：９月中旬以降にホームページにて結果公表予定
｠｠
応募方法：
●応募フォーマット
   以下の応募フォーマットに必要事項をご記載の上、メールにてご応募ください。 
　・IoTツール：　応募フォーマット、（補足情報フォーマット）
    ・IoTレシピ：　応募フォーマット、（補足情報フォーマット） 　 　



行政情報

財団外情報（連携大学・行政・他機関発信のオススメ情報）

特許行政　年次報告書
2017年版
～知をつなぎ時代を創る
知的財産制度～

/特許庁からの発信情報

内容

詳細はこちら

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2017_index.htm

内容

目次の抜粋紹介　（冒頭部のみ）　※下記WEB サイトで PDF 版閲覧が可能です




