
2020 年度 イノベーション体験プロジェクト 受講生 募集要項 

2020 年度工学研究科総合工学科目の「イノベーション体験プロジェクト」（旧 高度総合工学創造実験）

が別紙のように開講されますので，受講生を募集いたします． 

（１）イノベーション体験プロジェクトとは

⚫ 実社会で活躍する技術者・研究者（DP: Directing Professor）のもとでの自主的創造的プロジェクト

⚫ 異分野の受講生からなるチームによる，課題発見・計画立案・実行，および成果発表

（２）募集対象

⚫ 名古屋大学大学院工学研究科および単位互換制度のある大学，研究科の大学院博士前期課程学生，名古

屋大学工学部４年生

（３）実施期間・時間・場所

⚫ 開講期間：2020 年度 春学期

⚫ 成果発表会：8 月 5 日(水)

⚫ スケジュール：原則として水曜午後 3，4，5 限．それ以外の場合は各チームで調整

⚫ 実施場所：創造工学センター（IB 館北棟 10 階）または DP の指定する場所

（４）プロジェクトテーマ：受講申込書（次頁）を参照．4 月 8 日（水）13 時より ES ホールでテーマ説

明会を行うので，受講希望者は参加してください． 

（５）募集定員： 各テーマ 6 名程度

（６）単位について

⚫ 名古屋大学工学研究科受講生：総合工学科目「イノベーション体験プロジェクト」４単位（工学部学生

は大学院進学後単位認定）

⚫ 他大学，他研究科受講生：所属研究科教務課にて確認のこと．

（７）申込みは以下のいずれかでお願いします．

1.ウエブ申込み 2. メール送信で申込み 3. 申込み用紙を持込む

https://forms.gle/jH4ofiPWuif48vd37 左記 QR コード（創造工学センター

HP）から申込書をダウンロード，ま

たは裏面の申込書に入力後，下記宛

お送りください． 
frontdesk@cplaza.engg.nagoya-u.ac.jp 

創造工学センターHP： 
https://creator.cplaza.engg.nagoya-u.ac.jp/creative 

裏面の申込書に記入の

上，創造工学センター

（IB 北棟 10 階， 789-

4553），または工学部教

務課（IB 中棟２階 789−

3978）に直接ご提出く

ださい． 

（８）募集締め切り：2020 年 4 月 10 日（金）12:00 必着

（９）開講までの主な日程（新型コロナウィルス感染対策により変更する可能性があります）

4/6 4/8   4/10 4/13  4/15 
（月） （水） （金）  （月） （水） 

（10）その他

受講にあたっては、学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険加入の確認をします.

12:00 

募集締め切り 

9:30-11:00 @ IB 大講義

室 

研究ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

体験ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ（概

要説明）

13:00 @ ES ホール 

希望者向テーマ説明会 

15:00 @創造工学ｾﾝﾀｰ 

仮チーム編成 

13:00- 

授業開始 

チーム編成

決定

https://forms.gle/jH4ofiPWuif48vd37
mailto:frontdesk@cplaza.engg.nagoya-u.ac.jp


 

2020 年度 イノベーション体験プロジェクト テーマと概要 

チーム      プロジェクトテーマ                                        Directing Professor 

A    未来のセンサを提案しよう！                                     日本特殊陶業（株）  伊藤正也 

今や，スマホで位置情報を知り，指紋認証や顔認証など様々なセンシングデバイスが提案利用され，我々の日常の暮らし

に役立っています．そして，センサが人の状態をモニターし，アプリで本人や主治医に知らせる．AI が診断を支援し，ロボットが

手術を行う．病気はアプリで予防や治療を行う．この様な時代が将来実現するのでしょう． 

本講義では，現在利用されているセンシング技術を理解するとともに，世の中の動向やニーズを調べます．その後，未来に

使われるセンサを予想し，試作実演を試みます．未来に役立つセンサを一緒に考え提案しましょう． 

B    IoT ネットワーク「Sigfox」を活用し、生活を「楽しく」「便利で」「快適に」     東邦ガス（株）  北野哲司 

IoT とは，様々なモノがネットワークに繋がること．既に，カメラ，照明，スピーカー，掃除機，エアコンなど，IoT を謳った製品・サ

ービスが登場しており，IoT が当たり前な世界がもうすぐそこに迫っています．どんなモノをつなげたら，皆さんの生活がより楽し

く，便利で，快適になりますか？ 

「えっ！こんなモノまでつながるの！？」「つなげてみたら意外とおもしろい！」という IoT アイデアを創造していきます． 

IoT 専用の通信ネットワーク Sigfox を使います．LPWA（Low Power Wide Area /省電力広域無線技術）という通信規格の

ひとつで，非常に容量が小さなデータ（1 回 12バイト）を長い距離に伝送することができ．消費電力が少ないのが特長です． 

社会インフラ，設備，環境，物流，暮らし，農業など幅広い分野で実用化の段階に入っています．どんなモノを繋げたら将来の、またはちょ

っと先の未来の世界が，もっと楽しく便利で快適になりますか？皆さんと一緒に創造し，試してみましょう． 

C    SDGｓでのエネルギーとヒートポンプ                                 中部電力（株）  櫻場一郎 

エネルギーはライフラインの一部とされ，現在の日常生活に欠かせません．世界の行動指標として 2015 年 9 月の国連サミットで採択された

SDGsを確実に進捗させていくためにも安定したエネルギー供給は必須です．しかし，SDGsの特定項目のエネルギーに対す

る最適解を考えると他項目では矛盾する答えが導かれます．そのため，エネルギーには経済・環境・安定性などを高次元で

バランスさせることが求められています． 

このプロジェクトでは，エネルギー問題に対する理解を深め，SDGs を進捗させるために必要な対策を議論して，解決策とし

てのヒートポンプの可能性を検討します．まずは発電所の見学などで現状のエネルギー供給システムを理解します．次にエ

ネルギー高効率利用手段としてヒートポンプの環境問題への課題と現状を理解したうえで，特性把握試験を通じてヒート

ポンプの可能性を検討します．以上からエネルギーの供給面，利用面の両方から SDGs を実現するための方策を検討します． 

D    AI を活用したコミュニケーション支援サービスのデザイン                   ＮＴＴ（株）  白井良成 

本プロジェクトでは，AI と人が共に支えあいながら持続発展するサービスを皆さんと検討したいと思います．深層学習を実装

するためのライブラリやフレームワークの整備が進み AI導入の敷居は大きく下がりましたが，導入後の維持管理は大きな課

題の一つです．移り変わっていく環境内で AI が適切に動作し続けるためには，人間が AI の出力に対してフィードバックを与

え AI を継続的に教育する，といったことが必要となるでしょう．様々なサービスが AI により自動化されていく一方で，このよう

な，AI が導入されたサービスを維持発展させるための人間の役割にも注目が集まっています．プロジェクトでは，コミュニケーシ

ョン支援を題材として，AI 技術が介在することでどのような面白いサービスが可能になるのか，また，その支援を持続発展させ

るために人がどのように介在すべきかを議論したいと思います．デモシステム構築，サービスプランの作成を行い，最終的にコンテスト等への

応募を目指します．なお，必須ではありませんが，受講者はプログラミングの経験があることを望みます． 

E    鉄鋼副生成物とミドリムシを用いた地球環境問題解決プロジェクトの開発   日本製鉄（株）  和田学 

現代文明の基盤である鉄鋼材料を創り出す鉄鋼業は資源や環境に関わりの深い産業であるが，鉄鋼材料の副生成物で

あるスラグも Fe，Si，Ca さらに資源枯渇が懸念される P などの有価元素を含有している．このためスラグは水中で植物に必

要な Fe や P のイオンを供給するため，その高度な利用が注目されている． 

一方，身近な微細藻類であるミドリムシは地球のエネルギ・物質収支に大きな役割を果たしていることが知られており，地球

温暖化や食糧問題等の地球環境問題解決に向けた応用研究が盛んに行われている． 

本プロジェクトではスラグとミドリムシを用いたインベーション技術を考案し，地球環境問題を解決するビジネスモデルを構築

する．初めに地球環境の現状と課題を調査分析し，解決すべき問題を明確化する．次に，この問題を解決するための新たなインベーショ

ン技術をチームの自由な議論から考案し，これを確立するに必要な工学実験を生物，化学，材料，機械など様々な科学分野の視点を

融合して自ら発想し試みる．最後に考案した技術を用いた地球環境問題解決ビジネスモデルとその効果を検討する． 

F    デザイン思考による企画開発プロジェクトの実践                        （株）デンソー  吉田佳史 

製品やサービスに求められるニーズが多様化し，変化の激しい現代においては，創造力で新しい価値を生み出す力が求められています． 

このプロジェクトにおいては，顧客視点での目標設定や，新しいニーズを発見し，的確な解決策を創出する力の習得を目的としています．

既成概念に捉われず，物事の本質から考える力を身につけることが狙いです． 

特徴としては，企業や社会で実践されているプロジェクト業務をベースとしたリアリティのある課題を，チームで共創して取り組

むことを体験します．具体的なプランとしては，①テーマに基いたフィールドワークと課題の発見 ②コンセプト創出に向けたチー

ムでの共創 ③人に伝わる企画書の作成 と大きく 3 つのプロセスを体験学習します． 

デザイン思考とは，物事を多面的に捉えアイデアを発想する技術であり，その手法の習得を目指します． 

 名古屋大学 イノベーション体験プロジェクト 



 

2020 年度イノベーション体験プロジェクト 受講申込書 
メール提出先：frontdesk@cplaza.engg.nagoya-u.ac.jp 

注意）連絡は主に電子メールで行われます．アドレスは明確に書いてください． 

留学生はテーマによっては一部受講を制限される場合があります． 

 
 
希望するテーマの希望順位を少なくとも３位まで記入してください． 
また，4/8（水）13:00〜 テーマ説明会に出席してください．仮チーム編成を行います． 

 

 

 

希望の動機・抱負などがあれば記入してください． 

 

注意）4/8 テーマ説明会後に仮チーム編成を行いますが，正式なチーム確定は 4/10 の募集締切り後となります．特

定のテーマの希望者が定員を超えた場合や同一専攻の学生のみとなった場合はチーム編成を調整することがあります． 

ふりがな 

氏名 

学年 

 

研究科 

専攻/学科 

内線番号: 

携帯番号: 

（留学生の場合，国

籍） 

 

学生番号 

 

分野 

研究室 

メールアドレス 

 

希望 

順位 
チーム名 プロジェクトテーマ DP 

 A 未来のセンサを提案しよう！ 
日本特殊陶業(株) 

伊藤正也 

 B 
IoT ネットワーク「Sigfox」を活用し、 

生活を「楽しく」「便利で」「快適に」 

東邦ガス(株) 

北野哲司 

 C SDGｓでのエネルギーとヒートポンプ 
中部電力(株) 

櫻場一郎 

 D 
AI を活用したコミュニケーション支援サービスの 

デザイン 

ＮＴＴ(株) 

白井良成 

 E 
鉄鋼副生成物とミドリムシを用いた 

地球環境問題解決プロジェクトの開発 

日本製鉄(株) 

和田学 

 F デザイン思考による企画開発プロジェクトの実践 
(株)デンソー 

吉田佳史 
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	2020イノベーション_要項・申込書_受講生(0324版) （資料番号削除）
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