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----------------◆◆◆《 今月の内容 》◆◆◆ ----------------

●トピックス＆お知らせ
・あいち産業科学技術総合センターの平成29年度研究成果普及講習会を開催します
・「あいち産業科学技術総合センター尾張繊維技術センター研究・試作品展」のご案内
－芯鞘繊維編物技術を活用した自動車向け製品などを展示－

・「平成29年度 中堅・中小企業のためのIoTセミナー」の参加者を募集します
・「愛知地域スーパークラスタープログラム最終成果報告会」を開催します
・平成30年度「新あいち創造研究開発補助金」の公募説明会を開催します
・設備紹介 －恒温槽付き強度試験機－

●技術紹介
・ABS樹脂の変色について
・X線トポグラフィビームラインBL8S2について
・塩水噴霧試験の試験片角度による腐食量の変化について

※あいち産業科学技術総合センターニュースはこちらからダウンロードしてください。
http://www.aichi-inst.jp/other/up_docs/no191_all.pdf (pdfファイル：808.3
 kbytes)

●イベント情報
・「名古屋大学・シンガポール国立大学 材料工学分野における産学官連携セミナー」の
参加者を募集します

・「科学大好き！こどもサイエンスラボ2018」を開催します
・セミナー「自動車産業のまちで考える！新事業で未来を拓くコツ」の参加者を募集しま
す

・「新エネルギー分野におけるビジネス交流会」の参加者を募集します
・航空機部品供給システム研究会第23回定例講演会
「航空機産業の新潮流～販路開拓戦略と最新技術動向～」の参加者を募集します

・愛知県・JAXA連携協力事業「第2回電動航空機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

●今月の機器紹介
・スコット耐揉試験機

--------------------------------------------------------------------------------
＜メルマガ特典情報＞
ニュース・メール版には、イベント情報や当センターで所有する試験研究機器の紹介を

行っております。是非、ご利用ください。

●イベント情報 
◇「名古屋大学・シンガポール国立大学 材料工学分野における産学官連携セミナー」の
参加者を募集します

本県では、県内産業の振興及び県内研究機関の研究力向上を図るため、シンガポール国
立大学（以下「NUS」という。）と科学技術分野における研究交流を推進しています。

この度、材料工学分野における名古屋大学、NUSの研究及び産学官連携の取り組みにつ
いて紹介するセミナーを名古屋大学と共同で開催します。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【日 時】平成30年3月2日（金） 午前9時から午後4時まで



（受付開始：午前8時30分）
【場  所】名古屋大学 野依記念物質科学研究館講演室

（名古屋市千種区不老町 名古屋大学内）
【参 加 費】無料
【主 催】名古屋大学工学研究科材料バックキャストテクノロジー研究センター
【共  催】愛知県、名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部
【定 員】100名（申込先着順）
【内 容】

9:00～ 9:10 開会挨拶
第一部：名古屋大学、NUSの最先端材料工学研究の紹介

9:10～11:20 材料開発手法の最先端（名古屋大学、NUS）
11:20～12:00 エネルギー関連材料開発の最先端研究（Ⅰ）（名古屋大学、NUS）
12:00～13:00 昼食休憩
13:00～13:10 午後の部開催にあたっての挨拶
13:10～13:50 エネルギー関連材料開発の最先端研究（Ⅱ）（NUS）
13:50～14:30 NUSの材料工学研究、個別研究の紹介（NUS）
14:30～14:50 休憩

第二部：材料工学分野における産学連携
14:50～15:50 名古屋大学の材料工学分野における産学連携

（名古屋大学、トヨタ自動車、JFEスチール）
15:50～16:00 閉会挨拶

【申込方法】
下記URLをご確認の上、申込みフォームからお申込みください。
https://www.aip.nagoya-u.ac.jp/event/detail/0004191.html
（名古屋大学学術研究・産学連携推進本部のWebページ）

【申込締切】平成30年2月28日（水）
（参加受付証は発行いたしません。お申込みの上、直接会場にお越しください。

なお、定員超過の場合のみご連絡させていただきます。）
【申込み・問合せ先】

名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 国際産学連携・人材育成グループ
担当：深井、田中
〒464-8601 名古屋市千種区不老町 NIC（National Innovation Complex）302号室
TEL：052-747-6476 FAX：052-788-6002

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◇「科学大好き！こどもサイエンスラボ2018」を開催します

本県では、子ども達にモノづくりやサイエンスに対する関心を持っていただくため、県
内各地でサイエンスイベントを行っているNPO法人やサークル等と協力し「科学大好き！
こどもサイエンスラボ2018」を開催します。
わくわくするような実験や工作、サイエンス講座など、“見て、作って、体験して”楽

しくサイエンスにふれあうことができるイベントです。
是非、ご参加ください。

【日  時】平成30年3月11日（日） 午前10時から午後3時まで
【場  所】愛・地球博記念公園体育館

（長久手市茨ケ廻間乙1533－1）
【対  象】幼児・小学生（保護者様同伴でご参加ください。）
【参 加 費】無料
【持 ち 物】上靴
【そ の 他】

事前申込不要 
プログラム内容や当日整理券を配布するプログラム等の詳細については、下記URLに

てお知らせします。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/sciencelab2018.html

【問合せ先】
愛知県 産業労働部 産業科学技術課 科学技術グループ
TEL：052-954-6351 FAX：052-954-6977
E-mail：san-kagi@pref.aichi.lg.jp

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◇セミナー「自動車産業のまちで考える！新事業で未来を拓くコツ」の参加者を募集しま
す



本県は、自動車・自動車関連産業や、工作機械、航空宇宙、電気機械などの産業でいず
れもトップクラスに達しており、製造業が多様かつ高レベルに発展を遂げた世界有数のモ
ノづくり地域です。
近年、自動車の電動化、自動運転、工作機械・工場のIoT化など自動車関連の製造業に

とって、大転換期を迎えており、新たな事業展開が求められる状況となっています。
そこで、本県では、自動車に関連する中堅・中小製造業を対象に「販路開拓」を主な

テーマとするセミナーを開催します。今後のビジネス展開のきっかけにしていただくため
是非、ご参加ください。

【日 時】平成30年3月13日（火） 午後2時から午後4時30分まで
【場 所】愛知県産業労働センター（ウインクあいち）11階 1108会議室

（名古屋市中村区名駅4丁目4-38）
【参 加 費】無料
【主  催】愛知県
【定 員】60名（申込先着順）
【内  容】
（第1部）

 講演「新事業で未来を拓くコツ」（午後2時10分から午後3時30分まで）
 二村経営 代表 二村 康輝氏

（第2部）
対談「中小モノづくり企業の目指す方向性」（午後3時40分から午後4時30分まで）

 安城ビジネスコンシェルジュ チーフコーディネーター 二村 康輝氏
とよたイノベーションセンター コーディネーター長 松崎 永志氏
愛知県産業労働部産業振興課 主幹 柴山 政明

【申込方法】
下記URLをご確認の上、セミナー案内兼チラシをダウンロードし、参加申込書に必要

事項をご記入の上、FAX又はE-mailにてお申し込みください。
http://www.pref.aichi.jp/site/tipuro/h29salesdevelopment.html

【申込締切】平成30年3月2日（金）（但し、定員に達し次第締め切ります。）
【申込み・問合せ先】

愛知県 産業労働部 産業振興課 基盤産業グループ 担当：山本・木津
TEL：052-954-6345 FAX：052-954-6976
E-mail：sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◇「新エネルギー分野におけるビジネス交流会」の参加者を募集します

本県では、県内企業の皆様が新エネルギー関連分野に事業参入する契機としていただく
ことを目的に、ビジネス交流会を開催します。この機会を、新たな事業展開を目指す企業
同士の交流の場としてご活用ください。

【日 時】平成30年3月16日（金） 午後3時から午後4時30分まで
【場 所】スカイホール豊田 １階 大・中会議室

 （豊田市八幡町1-20）
（第9回とよたビジネスフェアにおいて開催）

【参 加 費】無料
【主 催】愛知県、愛知県新エネルギー産業協議会
【定 員】80名（申込先着順）
【内 容】

（1）愛知県事業紹介（10分）
「新エネルギー実証研究エリアについて」
愛知県産業労働部産業科学技術課

（2）新エネルギー関連企業の取組紹介（60分）
「安全な水素エネルギー社会の実現に向けて－ブラザー工業の燃料電池」

ブラザー工業株式会社 新規事業推進部 久野 博史氏
「豊田通商の水素社会に向けた取り組みについて(仮)」

豊田通商株式会社 新規事業開発部 低炭素社会推進グループ
グループリーダー 鈴木 来晃氏

（3）交流会（20分）
【申込方法】

下記URLの申込専用フォーム（愛知県電子申請・届出システム）からお申し込みいた
だくか、下記URLから参加申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAX又は
E-mailにてお申し込みください。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/kouryu290316.html

【申込締切】平成30年3月9日（金）（但し、定員に達し次第締め切ります。）



【申込み・問合せ先】
愛知県 産業労働部 産業科学技術課 新エネルギー産業グループ 担当：水田、水野
TEL：052-954-6350 FAX：052-954-6977
E-mail：jisedai-ene@pref.aichi.lg.jp

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◇航空機部品供給システム研究会第23回定例講演会
「航空機産業の新潮流～販路開拓戦略と最新技術動向～」の参加者を募集します

本県では、航空機産業の一層の拡大・発展に向けて取り組んでおります。この取組みの
一環として航空機部品供給システム研究会第23回定例講演会を開催します。
現在、我が国の航空宇宙産業は、ボーイング社の減産やMRJの納入延期等に伴い、これ

までにない厳しい局面を迎えています。こうした状況を乗り越え、この地域の航空宇宙産
業が継続的に発展していくためには、これまでの体制から脱却し、新たな販路を開拓する
ことが重要です。今回の講演会では、その一助としていただくべく、パリエアショー及び
シンガポールエアショーに参加された専門家の方々を講師に招き、海外エアショーで入手
した市場動向や海外企業のニーズ、最新技術動向についてご講演いただきます。
是非、ご参加ください。

【日 時】平成30年3月20日（火）午後1時30分から午後4時30分まで
（開場：午後1時）

【場  所】名古屋銀行協会 5階 大ホール
（名古屋市中区丸の内2丁目4番2号）

【プログラム】
午後1時30分 開会
午後1時40分 「航空機産業の潮流を捉えた販路開拓戦略について」
午後3時15分 「航空機産業の最新技術動向」
午後4時15分 「愛知県の航空宇宙産業振興への取組み」
午後4時30分 閉会

【定 員】200名（申込先着順）
【参 加 費】無料
【主  催】愛知県、一般社団法人中部航空宇宙産業技術センター
【申込方法】

 下記URLをご確認の上、申込専用フォーム（愛知県電子申請・届出システム）から
お申込みください。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/system23.html

【申込締切】平成30年3月13日（火）午後5時（但し、定員に達し次第締め切ります。）
【申込み・問合せ先】

愛知県 産業労働部 産業振興課 次世代産業室
TEL：052-954-6349 FAX：052-954-6943
E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◇愛知県・JAXA連携協力事業「第2回電動航空機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

本県では、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）と連携し、第2回の電動
航空機のセミナーを開催します。電動航空機とは、モーター等による推進システムを採用
した航空機であり、CO2排出や燃費を大幅に低減できる革新技術として期待されています。

昨年8月の第1回セミナーでは電動航空機の背景や開発状況を紹介しましたが、2回目と
なる今回は最新の動向とともに、株式会社豊田中央研究所、名古屋大学、中部大学の有識
者をお招きし、電動航空機の実現に必要な要素技術に関してご講演をいただきます。

航空機産業だけでなく、自動車産業や電気機械産業に携わる方など、幅広い分野からの
参加をお待ちしています。

【日  時】平成30年3月27日（火）午後2時から午後5時20分まで
【場 所】名古屋銀行協会 5階 大ホール

(名古屋市中区丸の内2丁目4番2号)
【参 加 費】無料
【主 催】愛知県
【協 力】国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
【定  員】200名（申込先着順）
【内  容】

講演 



（1）「電動航空機の性能を決定づける要素技術の重要性」
JAXA航空技術部門次世代航空イノベーションハブ
主任研究開発員 西沢 啓氏 

（2）「電動航空機の実現に必要となるモータの要素技術について
～自動車用駆動モータにおける高効率化技術～」

株式会社豊田中央研究所 モータシステム研究室 室長 中井 英雄氏
（3）「車載用パワーエレクトロニクスから次世代航空機応用へ向けた電動化技術

最前線 ～超小型電力変換器とモデリング技術の重要性～」
名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 教授 山本 眞義氏

（4）「固体酸化物形燃料電池技術の潮流と移動体への応用に向けたシナリオ」
中部大学 創造理工学実験教育科 教授 橋本 真一氏

【申込方法】
 下記URLをご確認の上、申込みフォーム（愛知県電子申請・届出システム）から

お申込みください。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/aichijaxadendou2.html

【申込締切】平成30年3月20日（火）（但し、定員に達し次第締め切ります。）
【問合せ先】

愛知県 産業労働部 産業振興課 次世代産業室 次世代産業第一グループ
TEL：052-954-6349 FAX：052-954-6943
E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

●今月の機器紹介
◇スコット耐揉試験機

（設置機関：あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター） 

樹脂加工織物、防水布、その他各種織物及びビニール、レザークロス、ゴム引布、
皮革等の「モミによる疲労強度」並びに「折目摩耗強度」の評価試験に使用する試験機
です。

※詳しくは、下記URLをご覧ください。
http://www.aichi-inst.jp/analytical/machine_search/336.html

===============================================================================
◎メール配信申込み・登録内容（アドレス等）変更・メール配信停止については
http://www.aichi-inst.jp/other/aisanken_news/
上記のセンターニュースのページにある各専用フォームからご連絡ください。
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