
送信者: acist@pref.aichi.lg.jp 
送信者:  sendonly-a-news-bounces@mag.aichi-inst.jp 

宛先: acist@pref.aichi.lg.jp  

日付: 2019年03月20日 水曜日 02:02PM 

件名: あいち産業科学技術総合センターニュース３月号 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
あいち産業科学技術総合センター ニュース ２０１９年３月号 
 
２０１９年３月２０日（水）配信 Ｎｏ．２０４ 
 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
----------------◆◆◆《 今月の内容 》◆◆◆ ---------------- 
 
●トピックス＆お知らせ 
・共同開発した福祉向け衣料をお披露目しました 
・「知の拠点あいち重点研究プロジェクト（Ⅱ期）」シンクロトロン光を活用し新しい 

   吟醸酒用酵母を開発 ～華やかな香りを特徴とする大吟醸酒を試作しました～ 
・設備紹介 ―高精度平面研削盤― 
・愛知県技術開発交流センターの利用を再開します 
・平成31年度「新あいち創造研究開発補助金」の公募受付中です 

   ～ロボット産業や中小企業への支援を強化します～ 
 
●技術紹介 
・リスクアセスメント支援ツールの開発について 
・生体溶解性ファイバー製断熱材について 
・炭素繊維強化プラスチックの曲げ試験方法について 

 
※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/no.204_all.pdf (pdfファイル：791.5 
    kbytes) 
 

●ご案内＆イベント情報 
・ 「知の拠点あいち重点研究プロジェクトⅢ期」研究テーマの公募について 
・ 「知の拠点あいち」の一般見学会を開催します 
・ 「燃料電池バスで行くセントレア水素社会体験ツアー」を開催します 
・ 愛知県・シンガポール国立大学 シンクロトロン光分野における研究交流セミナーの 

    参加者を募集します  
 
●今月の機器紹介 
・MIT耐折度試験機 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
＜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。 
 
●ご案内＆イベント情報 
◇「知の拠点あいち重点研究プロジェクトⅢ期」研究テーマの公募について 
 
  本県では、「あいち科学技術・知的財産アクションプラン2016-2020」追補版「重点施 
策パッケージ2018-2020」に基づく118件の登録研究シーズを活用した、産学行政連携によ 
る研究開発プロジェクト「知の拠点あいち重点研究プロジェクトⅢ期」を実施するための 
研究テーマを公募しています。「知の拠点あいち」を研究開発の拠点として県内企業を中 
心にオープンイノベーションによる研究開発を行い、一企業では解決できない協調領域等 
の課題解決を目指します。 
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 皆様からのご応募をお待ちしています。 
 
【公募期間】 
 平成31年2月27日（水）正午から平成31年4月26日（金）正午まで 
【詳細・応募方法】 
  下記URLをご確認の上、下記URLから必要書類等をダウンロードし、公募要領に従い、 
申請書をはじめ、必要となる書類等を公募期間中に持参により提出してください。 
 https://www.pref.aichi.jp/san-kagi/kagaku/index.html 
【提出・問合せ先】 
  〒460-8501  
  名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 
  愛知県 産業労働部 産業科学技術課 科学技術グループ  担当：中田、松崎、鹿野 
 TEL：052-954-6351  FAX：052-954-6977 
 E-mail：san-kagi@pref.aichi.lg.jp 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
◇「知の拠点あいち」の一般見学会を開催します 
 
 本県では、4月15日（月）から21日（日）までの科学技術週間の内、4月16日（火）と 
4月17日（水）の2日間、付加価値の高いモノづくり技術の研究開発拠点「知の拠点あい 
ち」の一般見学会を開催します。 
  参加希望の方は、下記申込方法によりE-mailにてお申込みください。 
 
【開 催 日】平成31年4月16日（火）と4月17日（水）の2日間 
      （参考：科学技術週間 4月15日（月）から4月21日（日）まで） 
【時  間】1日2回（※1回90分程度で、県の職員が説明を行います。） 
      1.午前10時から  2.午後2時から 
【場  所】「知の拠点あいち」あいち産業科学技術総合センター 1階 講習会室 
            （豊田市八草町秋合1267－1） 
【定  員】各回30名（申込先着順） 
【参 加 費】無料       
【見学内容】・高度計測分析機器 
      ・産業デザイントライアルコア（3Dプリンター造形物等） 
      ・重点研究プロジェクト成果活用コーナー 
      ・あいちシンクロトロン光センター 
            ・新エネルギー実証研究エリア 
【申込締切】平成31年4月15日（月） 
【申込方法】 
 E-mailにより、件名を「一般見学会参加希望」とし、「住所」「氏名」「電話番号」 
「参加希望日時」をご記入の上、acist@pref.aichi.lg.jp宛送信してください。 
 グループ・団体による申込は、代表者の上記情報、グループ・団体名、参加人数を 
ご記入ください。 
【集合場所】 
 見学開始5分前までに、あいち産業科学技術総合センターの玄関を入って正面にある 
エントランス（1階）にお集まりください。 
【申込み・問合せ先】 
  〒470-0356 
 豊田市八草町秋合1267-1 
 あいち産業科学技術総合センター 管理部 管理課 管理・業務グループ 
 TEL：0561-76-8302  FAX：0561-76-8304 
 E-mail：acist@pref.aichi.lg.jp 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
◇「燃料電池バスで行くセントレア水素社会体験ツアー」を開催します 
 
 中部国際空港島では、水素エネルギーの利活用拡大に向けた様々な取組が行われていま 
す。これらの取組を広く皆様に知っていただくため、水素社会体験ツアーを開催します。 
燃料電池バスに乗ってイオンモール常滑を出発し、空港島を巡りながらバスの静かな乗り 
心地を体験していただくとともに、新しく完成した水素ステーションで水素充填設備や 
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バックヤードを見学していただきます。 
 
【日  時】平成31年3月21日（木祝）、23日（土）、24日（日） 
      所要時間：約1時間 
      出発時刻：午前11時、午後1時、午後3時、午後5時 
【場  所】中部国際空港 
            （常滑市セントレア1丁目） 
【参 加 費】無料 
【主  催】愛知県 
【定  員】各回24名（申込先着順） 
【内  容】イオンモール常滑で集合、燃料電池バスに乗車 
       ↓（バス移動） 
      セントレア水素ステーションにて、設備やバックヤードの見学 
       ↓（バス移動） 
      セントレア旅客ターミナルビル前で下車（希望者のみ） 
       ↓（バス移動） 
      イオンモール常滑で下車 
 ※アンケートにお答えいただいた方にはオリジナルエコバッグをプレゼントします。 
【申込方法】 
 参加当日の午前10時からイオンモール常滑内の特設受付にてお申込みください。 
【詳  細】 
 下記URLをご確認ください。 
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/suisotour201903.html 
【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 
 TEL：052-954-6350  FAX：052-954-6977    
  E-mail：jisedai-ene@pref.aichi.lg.jp 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

◇愛知県・シンガポール国立大学 シンクロトロン光分野における研究交流セミナーの 
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（NUS）と平成30年8月17日に科学技術分野における包括的覚書を締結し、覚書に基 
づく研究交流を推進しています。 
 この度、公益財団法人科学技術交流財団が整備・運営するあいちシンクロトロン光セン 
ター（あいちSR）とNUSのSingapore Synchrotron Light Source（SSLS）が連携して、両 
施設及びシンクロトロン光分野における研究成果について紹介するセミナーを開催しま 
す。 
 シンクロトロン光に興味をお持ちの中堅・中小企業等の経営者や技術者、シンクロトロ 
ン光の活用を検討されている企業・団体関係者等、多くの皆様のご参加をお待ちしており 
ます。 
 
【日  時】平成31年3月28日（木） 午後2時30分から午後6時まで 
      （受付開始：午後2時） 
【場  所】あいち産業科学技術総合センター 1階 講習会室 
      （豊田市八草町秋合1267-1） 
【参 加 費】無料 
【共  催】愛知県、公益財団法人科学技術交流財団 
【定  員】30名（申込先着順） 
【内  容】 
  ○午後2時30分 「開会、あいちSRの紹介」 
    あいちSR 所長 竹田 美和 氏 
  ○午後3時15分 「あいちSRの加速器とビームライン」 
    名古屋大学 教授 高嶋 圭史 氏 
  ○午後4時 「SSLSの紹介」 
  SSLS 教授・所長  Mark Breese 氏 
  ○午後4時30分 「ユーザープレゼンテーション①」 
  名古屋大学 教授 田渕 雅夫 氏 
  ○午後5時 「ユーザープレゼンテーション②」 
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  NUS 博士 Agnieszka M.Banas 氏 
  ○午後5時30分 「ユーザープレゼンテーション③」 
  NUS 博士 Chi Xiao 氏 
 ※日英同時通訳あり 
【申込締切】平成31年3月25日（月）（定員に達し次第締め切ります。） 
【申込方法】 
  下記URLからセミナーちらしをダウンロードし、裏面の参加申込書に必要事項（氏名、 
会社・団体名、所属・役職、電話番号、E-mailアドレス）をご記入の上、FAX又はE-mail 
にてお申込みください。（同内容を本文に記載の上、E-mailでお申込みいただいても結構 
です。） 
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/nus-seminar310328.html 
【申込み・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  担当：安藤、鹿野 
 TEL：052-954-6351  FAX：052-954-6977  
 E-mail：san-kagi@pref.aichi.lg.jp 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
●今月の機器紹介 
◇MIT耐折度試験機 
  （設置機関：あいち産業科学技術総合センター 三河繊維技術センター） 
 
 紙、フィルム、繊維等の耐折度を試験する装置です。一定荷重下で試料を繰り返し屈曲 
させることで、耐久性を評価します。 
 
※詳しくは、下記URLをご覧ください。 
 http://www.aichi-inst.jp/analytical/machine_search/388.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。 
============================================================================= 
************************************************** 
◆編集・発行◆ 
あいち産業科学技術総合センター 管理部 
〒470-0356 愛知県豊田市八草町秋合1267-1 
   URL：http://www.aichi-inst.jp/ 
   E-mail：acist＠pref.aichi.lg.jp 
   TEL：0561-76-8301 FAX：0561-76-8304 
************************************************** 
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