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----------------◆◆◆《 今月の内容 》◆◆◆ ---------------- 
 
●トピックス＆お知らせ 
・愛知県中小企業共済協同組合から技術振興の寄付を受けました 
・知の拠点あいち重点研究プロジェクトの成果普及活動について 
・「技術講演会及び機器研修～めっき膜厚計の選び方～」の参加者を募集します 
・「オープンCAEセミナー」の受講者を募集します 
 ～PrePoMaxではじめる構造解析～ 
・「明日を拓くモノづくり新技術２０１９」の参加者を募集します 
 ～あいち産業科学技術総合センター、名古屋市工業研究所、ファインセラミックスセン 
ター及び名古屋商工会議所による合同発表会～ 
 
●技術紹介 
・CFRTPパイプの曲げ加工技術について 
・機械安全に係わる資格とカリキュラムについて 
・新たなものづくりを支えるデジタル加工技術 
 
※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.211_all.pdf (pdfファイル：986.9  
    kbytes) 
 
●イベント情報 
・「知的財産経営サロンin安城」の参加者を募集します！ 
・第４回知的財産経営サロンの参加者を募集します！ 
・自社技術を活かした新事業創出ワークショップの参加者を募集します！ 
・「産×学連携＜クリーンテック＞技術展」の参加者を募集します！ 
・「基盤産業支援セミナー」の参加者を募集します！ 
 
●今月の機器紹介 
・波長分散型蛍光X線分析装置 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
＜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 
◇「知的財産経営サロンin安城」の参加者を募集します！ 
 
 県では、企業関係者等と弁理士が、少人数のグループ制で、知的財産を題材に語り合う 
「知的財産経営サロン」を安城市において開催します。参加は無料です。気軽に弁理士と 
知的財産について意見交換できますので、是非、御参加ください。 
 
【日 時】令和元年10月30日(水) 午後3時から午後5時まで 
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【場 所】安城市文化センター 3階 大会議室(安城市桜町17番11号) 
【参加費】無料 
【主 催】愛知県、日本弁理士会東海会、安城市、安城商工会議所、(一社)愛知県発明協 
会 
【定 員】30名(申込先着順、要事前申込み) 
【参加対象】企業経営者、企業担当者(知的財産担当者に限りません)、個人事業主 
【内 容】 
 ○ミニセミナー 
 「知的財産は必要？中小企業のための知的財産入門」 
 ○座談会 
 「弁理士は何をしてくれるの？～賢い弁理士の使い方～」 
【申込方法】下記Webページの申込専用フォームからお申込みいただくか、申込書に必要 
事項を記載のうえFAX又は郵送でお申し込みください。 
【詳 細】 
 https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2019-10.html 
【申込期限】令和元年10月25日(金) 
【申込み・問合せ先】〒460-8501(住所記載不要) 
 愛知県 経済産業局 産業部 産業科学技術課 研究開発支援グループ(村上、近藤) 
 TEL：052-954-6370 FAX：052-954-6977 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
◇第４回知的財産経営サロンの参加者を募集します！ 
 
 県では、「知財経営」の推進を図るため、中小企業の経営者等を対象とした「知的財産 
経営サロン」を開催します。弁理士が講師となりサロン形式の講座を開催します。参加は 
無料です。是非御参加ください。  
【日 時】令和元年11月21日(木)午後5時30分から午後7時まで 
【場 所】日本弁理士会東海会 
（名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所8階） 
【参加費】無料 
【主 催】愛知県、名古屋商工会議所、日本弁理士会東海会 
【定 員】50名(申込先着順、要事前申込) 
【参加対象】個人事業主、企業経営者、企業担当者（知的財産担当者に限りません） 
【内 容】セミナー 
「知的財産の保護とは？活用とは？～事業戦略と共に考えてみよう～」 
【申込方法】『知的財産経営サロン』申込書に必要事項を記載の上、メール、FAXでお申 
し込みください。 
 申込書は下記のWebページからダウンロードできます。 
【詳 細】 
 https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2019.html 
【申込期限】令和元年11月15日(金) 
【申込み・問合せ先】 
 愛知県 経済産業局 産業部 産業科学技術課 研究開発支援グループ(村上、近藤) 
  TEL:052-954-6370 FAX:052-954-6977 E-mail:san-kagi@pref.aichi.lg.jp 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
◇自社技術を活かした新事業創出ワークショップの参加者を募集します！ 
 
 県では、中小企業の経営者・開発担当者等を対象に、新事業創出を検討するためのワー 
クショップを開催します。当日は、自社の強みや技術に、大企業等の開放特許を活用して 
新商品や新サービスを生み出す方法について紹介し、新事業創出の検討を行います。 
 新事業創出に関心のある経営者や開発担当者は、是非御参加ください。  
【日 時】令和元年12月17日(火)午後1時30分から午後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18階)セミナールーム 
（名古屋市中村区名駅4-4-38） 
【参加費】無料 
【主 催】愛知県、名古屋市、（公財）あいち産業振興機構 
【定 員】40名（申込先着順） 
【参加対象】自社製品開発・新事業創出・既存製品の付加価値向上に関心のある中小企業 
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の経営者、知財担当者、開発担当者等 
【内 容】新事業創出ワークショップ 
【申込方法】下記HPの申込フォームによる申込み又は、参加申込書に必要事項を記入の上 
メール、ＦＡＸにてお申込みください。 
＊参加申込書は下記のHPからダウンロードいただけます。 
【詳 細】 
 https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/chizai-workshop2019-12.html 
【申込期限】令和元年12月10日(火)（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 経済産業局 産業部 産業科学技術課 研究開発支援グループ（近藤、植谷） 
 TEL:052-954-6370 FAX:052-954-6977 E-mail:san-kagi@pref.aichi.lg.jp 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
◇「産×学連携＜クリーンテック＞技術展」の参加者を募集します 
 
 名古屋商工会議所では、CO2の回収・利用、排出量低下に資する新技術・材料の開発等 
環境への負荷を低減する技術を紹介する展示会「産×学連携＜クリーンテック＞技術展」 
を開催します。 
 当日は、全国の大手メーカーやモノづくり企業、大学等研究機関が40の技術・製品の紹 
介を行うほか、セミナーやブースツアーなど、多くのプログラムも実施します。 
 多くの皆様の御来場をお待ちしております。 
 
【日 時】令和元年11月19日(火) 正午から午後5時30分まで 
【場 所】なごのキャンパス体育館 
（住所：名古屋市西区那古野2-14-1 Web：https://nagono-campus.jp/） 
【参加費】無料（名刺を御用意ください） 
【主 催】名古屋商工会議所 
【定 員】80名（申込先着順）※講演プログラムのみ 
【内 容】 
＜展示等＞ 
○展示・個別商談会（12：00～17：30） 
 ※個別商談会のアポの御希望は、問合せ先までお問合せください。 
○ブースツアー（13：35～14：00） 
 ツアーガイドとブースを回り、展示内容の紹介や意見交換をするイベント。 
○出展者ピッチ（14：10～15：00） 
 出展者が製品・技術・サービスや研究内容を御紹介します。 
＜講演プログラム＞ 
 (1)キーノートスピーチ（13：00～13：30） 
  「カーボンリサイクルについて」 
   経済産業省資源エネルギー庁カーボンリサイクル室 課長補佐 富永 和也氏 
 (2)グローバルセミナー（15：30～16：00） 
  「脱炭素社会実現に向けた世界動向～ドイツ・ザクセン州を中心に～」 
   ドイツ連邦共和国 ザクセン州経済振興公社 日本代表 尾木 蔵人氏 
 (3)フロンティアセミナー（16：20～17：00） 
  「“人工光合成の実用化を目指して”ソーラー水素製造を基軸とするCO2の資源化」 
   三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center 
   エグゼクティブフェロー Setoyama Lavoratory 所長 瀬戸山 亨氏 
【申込方法】講演プログラムに参加するためには、事前申込が必要です。以下のURLから 
申込みをお願いします。 
 https://answer.cci.nagoya/mono/?code=606d45bd 
【詳 細】 
 https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail.html?eid=1152         
【問合せ先】名古屋商工会議所 産業振興部 モノづくり・イノベーションユニット（加藤） 
 TEL:052-223-8603 E-mail:h.kato@nagoya-cci.or.jp 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
◇「基盤産業支援セミナー」の参加者を募集します！ 
 
 本県の自動車産業は、「100年に一度」の大転換期を迎えています。また、環境問題に 
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対応するため、車両を構成する部材等が大きく変化することが見込まれます。 
 愛知県では、企業の皆様に計測・評価技術の観点から自動車開発を支える動向に対する 
理解を深めていただき、新たな技術開発につなげる“きっかけづくりの場”とすることを 
目的とした「基盤産業支援セミナー」を開催します。 
 自動車開発に携わるトヨタ自動車株式会社の舟橋様、ミリ波による測定装置を開発した 
キーコム株式会社の鈴木様を講師としてお招きして、自動車開発の現状と今後の展望につ 
いてご講演頂きます。 
 参加費は無料です。是非、御参加ください。 
【日 時】令和元年11月22日(金) 午後1時30分から午後4時30分まで 
【場 所】愛知県技術開発交流センター研修室1 
（あいち産業科学技術総合センター産業技術センター内） 
（刈谷市恩田町一丁目157番地1） 
【参加費】無料 
【主催等】愛知県、愛知工研協会 
【定 員】80名（申込先着順） 
【内 容】 
 (１) 講演（午後1時35分から午後2時55分まで） 
 「自動車開発を支える計測・評価技術の動向」 
 講師：トヨタ自動車株式会社 計測・デジタル基盤改革部 主査 舟橋 陽一 氏 
 (２) 講演(午後3時10分から午後4時30分まで） 
「ミリ波を用いた材料の電気的特性評価～自動車開発への展開～」 
 講師：キーコム株式会社 代表取締役 鈴木洋介 氏 
【申込方法】参加申込書に必要事項を記入のうえ、FAXまたはE-mailで。 
 ＊参加申込書は下記のHPからダウンロードしてください。 
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/kiban-seminar2019.html. 
【申込み・問合せ先】愛知県経済産業局 産業部 産業振興課 基盤産業グループ 
 （池上、宇野） 
 TEL：052-954-6345 FAX：052-954-6976 E-mail：sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp 
【申込締切】令和元年11月19日(火)(但し、定員に達し次第締め切ります。) 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
●今月の機器紹介 
◇波長分散型蛍光X線分析装置 
（設置機関：あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター） 
 
 試料にX線（1次X線）を照射すると、試料を構成する元素から各元素に固有のエネルギ 
ーを持ったX線（蛍光X線）が放出されます。この蛍光X線を検出することにより元素分析 
を行い、X線の強度から含有割合を計算します。本装置は波長分散型であり、分光結晶に 
よりX線を分光し、目的の蛍光X線を検出器により選択的に計数するため、分解能と精度 
が優れており、主成分分析からppmオーダーの分析まで幅広く使用されます。 
 
※詳しくは、下記URLをご覧ください。 
 http://www.aichi-inst.jp/analytical/machine_search/339.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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