
■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ 山┃梨┃大┃学┃ ┃新┃技┃術┃情┃報┃ク┃ラ┃ブ┃                             

■  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛       □ 

 ～ コラム ＆ インフォメーション 2016/10/27    ～      □■  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【第 28 - 14 号】━━□■□ 

 

本メールマガジンは山梨大学 新技術情報クラブ会員の皆様へ 

最新情報をお知らせする目的で配信しております。 

メール配信を希望されない方は、「配信停止」とお書きの上、ご返信ください。 

 

●━┳━━━━━━┳━● 

      コラム      

●━┻━━━━━━┻━●        

 

いつもお世話になっております。産学連携コーデイネータの最上です。 

朝夕がさらに肌寒くなってきました。 

秋の美味しいものを食べ過ぎない様にして、体調管理しましょう。 

 

10 月 7 日（金）に第 13 回アカデミックサロンを開催し、工学域機械工学系の 

野田善之先生に「機械やロボットを効率的に動かす」と題して講演を戴きました。 

「振動を抑えるとは、揺れるものの固有振動数を把握し、共振現象が起こらないよう

に連動させること」のレクチャーの後、映像による制振事例があり興奮しました。 

 

さらに、機械やロボットの操作支援技術である「反力提示システム」、「低重心型並行

二輪ビークル」の研究紹介がありました。これらの研究を始めたきっかけや失敗と 

対策の話もあり、楽しく聴かせて戴きました。 

 

今回も案内早々にほぼ満員となり第２部も盛況で、主催側としては大変嬉しく思いま

す。野田先生の研究室では、ご紹介した実物をご覧戴けるそうですので、気軽にご連

絡を下さい。 

 

次回（第 14 回）開催は、12 月 8 日（木）を考えており、11 月初には案内メール 

を差上げる予定です。 

 

先週、会員企業様に「企業訪問のアンケートメール」を発信致しました。 

企業訪問と云いましても、訪問にかかわらず会員企業様に最も適した内容の 

企画ができればと思っております。 

企業の現場や製品・技術を見せて貰いながらの技術相談や懇談、また大学の研究室に

来て貰い研究者と懇談するなどいろいろ企画できると思いますので、宜しくお願い致

します。 

まず、アンケートに気軽に回答して戴き、その後コーディネータとで詳細を詰めたい

と思います。 

 



今週 10 月 23 日（日）は二十四節気の霜降（そうこう）でした。 

早朝に霜が降りはじめる頃という意味です。晩秋を迎え、北の方では朝霜が降り、 

山々は紅葉に染まります。来週からは、ネクタイ着用で出勤します。 

 

                   産学連携コーディネータ 最上 修平 

 

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━● 

■  インフォメーション 目次 

━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━● 

01： 特許出願情報（1 件）（会員専用） 

02： 公募情報 （2 件） 

03： 山梨大学出展のお知らせ（再掲載）             

 

□■￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣  

■ 01： 特許出願情報（1 件） 

  ～山梨大学が出願した最新特許情報をご紹介します～                        

       （ホームページでは非公開）       □■ 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

 

□■￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣  

■  02： 公募情報（2 件）        

   ○NEDO「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」 

   ◎「公益財団法人 山梨中銀地方創生基金」 助成金事業 

                                                           □■   

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

 (1) 平成 28 年度「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」 

  （平成 28 年度第 2 次補正予算）に係る公募について 

  = 平成 28 年 10 月 3 日（月）～12 月 1 日（木） = 

 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣  

■事業名  中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業    

■公募期間 平成 28 年 10 月 3 日～平成 28 年 12月 1 日 

 

■詳細 

  国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」という。）

は、「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」に係る実用化開発テーマを下記

のとおり広く公募いたします。 

なお、本事業は、平成 28 年度の政府補正予算に基づき実施するため、政府方針の変

更等により、公募の内容等が変更される場合があります。 

  

■事業内容 

本事業では、中小企業等が橋渡し研究機関から技術シーズの移転を受けてビジネスにつなげる

ことや、中小企業等が保有する技術を橋渡し研究機関の能力を活用して迅速かつ着実に実用化



することを通じて、中小企業等が技術力向上や生産方法等の革新等を実現することを支援しま

す。加えて、上述のような取組を NEDO が支援することにより、橋渡し研究機関が積極的に

その機能強化に取り組むことを促進します。 

 

■説明会予定および応募要領 

 ＮＥＤＯ公募ホームページに掲載されておりますのでご参照ください。 

 http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100127.html 

 

 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

 (2)「公益財団法人 山梨中銀地方創生基金 助成事業」受付中 

  http://www.yamanashi-chihousousei.or.jp/furtherance/  

 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣  

  ※ 受付中案件は下記 3 件です。 

（１）起業・創業に対する助成事業（11/1～11/30） 

（２）Ｕ･Ｉ･Ｊターンする個人に対する助成事業（5/16～11/30） 

（３）技術等向上に取り組む個人等に対する助成事業（～10/30）締切間近 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

 

（１）起業・創業に対する助成事業 

■公募期間 平成 28 年 11 月 1 日～平成 28 年 11 月 30 日 （第 2 回目） 

■詳細 

 (1) 平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までに山梨県内で起業・ 

   創業を予定する又は起業・創業した法人・個人に対して起業・創業に係る 

   費用を助成します。 

 (2)山梨県内で起業・創業を支援する団体等に対して起業・創業支援に係る費用を 

 助成します。 

■助成対象者 

  平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までに山梨県内で起業・創業 

  を予定する、又は起業・創業した法人・個人や、起業・創業を支援する団体等 . 

■助成金額 

   1)法人・個人 1 件あたり 200 万円以内 

   2)団体等   1 件あたり 1,000 万円以内 

 

■募集要項および応募申込書 

 ○助成事業【募集情報】ホームページに掲載されておりますのでご参照ください。 

  http://www.yamanashi-chihousousei.or.jp/furtherance/ 

 

■第 1 回目募集助成先  ホームページに掲載されておりますのでご参照ください。 

  http://www.yamanashi-chihousousei.or.jp/info/197/ 

 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

（２）Ｕ･Ｉ･Ｊターンする個人に対する助成事業 

http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100127.html
http://www.yamanashi-chihousousei.or.jp/furtherance/
http://www.yamanashi-chihousousei.or.jp/info/197/


■公募期間 平成 28 年 5 月 16 日～平成 28 年 11月 30 日 （受付中） 

■詳細 

 山梨県内の地域社会繁栄又は地域経済活性化に寄与することを目的として、山梨県

内に就職、居住する個人（予定者を含む）に対して、就職や転居に係る費用等を助成

します。 

 

■助成対象者 

 平成２８年４月１日から平成２９年４月３０日までの間に、Ｕ･Ｉ･Ｊターンにより

山梨県内の企業へ新たに就職（正規雇用者に限る）し、かつ、山梨県に居住する個

人（予定者を含む） 

 

■助成金額  個人 一人当たり 20 万円 

 

■募集要項および応募申込書 

 ○助成事業【募集情報】ホームページに掲載されておりますのでご参照ください。 

  http://www.yamanashi-chihousousei.or.jp/furtherance/ 

 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

（３）起業・創業に対する助成事業 

■公募期間  

 平成 28 年 10 月 3 日～平成 28 年 10 月 31 日 （受付中、締切間近） 

■詳細 

 山梨県内の地域社会繁栄又は地域経済活性化への寄与を目的として、高度な技能・

技術・知識向上のための費用を助成します。 

 

■助成対象者 

 平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までに山梨県内で起業・創業を予定

する、又は起業・創業した法人・個人や、起業・創業を支援する団体等 . 

 

■助成金額 1 件あたり 200 万円以内 

 

■募集要項および応募申込書 

 ○助成事業【募集情報】ホームページに掲載されておりますのでご参照ください。 

  http://www.yamanashi-chihousousei.or.jp/furtherance/ 

 

 

 □■￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣      

 ■   03： 山梨大学出展のお知らせ （再掲載）  

      山梨テクノＩＣＴメッセ 2016（11/10～12）  

  ※ 前回のメルマガで案内した日程が間違っておりました。※ 

                              □■  

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

 [山梨テクノ ICT メッセ 2016 開催概要] 

http://www.yamanashi-chihousousei.or.jp/furtherance/
http://www.yamanashi-chihousousei.or.jp/furtherance/


 

 ○会期 

   2016 年 11 月 10 日（木）・11 日（金）・12 日（土） 

    10：00〜17：00 ※12 日（土）は 16：00 まで  

 

 ○会場 アイメッセ山梨（〒400-0055 山梨県甲府市大津町 2192-8） 

    （無料シャトルバス運行あります。） 

 

 〇展示名 甲府商工会議所ものづくり推進コーナー／山梨大学 

 

 

 ○HP  詳細につきましては、HPを参照ください。 

     http://yamanashi-technoict.jp/ 

 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣□■ 

１）このメールの内容は、提供された会員様限りでご使用下さい。 

２）メールの内容については国立大学法人山梨大学が著作権を有します。 

 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 


