工業技術研究大会

第３９回

−産業技術センターの最新の研究成果を発表します−
主催
後援

あいち産業科学技術総合センター産業技術センター、愛知工研協会
公益財団法人科学技術交流財団

あいち産業科学技術総合センター産業技術センターおよび愛知工研協会では、平成２５年度に実
施した２０の研究課題について、その成果を紹介し企業の方々に役立てていただくことを目的とし
て、第３９回工業技術研究大会を開催します。
今回は、特別講演として近年関心の高い燃料電池や、高機能化が進んでいる金属材料についてご
理解を深めていただくため、トヨタ自動車株式会社の小島康一氏と大同特殊鋼株式会社羽生田智紀
氏のお二方をお招きして、ご講演いただきます。
また、当センターをより深くご理解いただくため、当センターに近年導入した試験・評価機器な
どを見学する所内見学会を実施します。
多数のご参加をお待ちしております。

●と き：６月１８日（水） １３：００〜１７：３０
●ところ：愛知県技術開発交流センター(産業技術センター内)
●参加費：無料
［特別講演１］（午後１時５分〜午後２時５分）

「トヨタ自動車における燃料電池自動車の開発と今後について」
こじま

トヨタ自動車株式会社

こういち

技術開発本部ＦＣ開発部 部長 小島 康一 氏

地球温暖化問題やエネルギー問題などから新エネルギーに注目が集まっています。その中でも、燃
料電池は将来有望な技術分野です。国内の自動車各社は、２０１５年から燃料電池自動車の販売を予
定しています。そこで本講演では、トヨタ自動車における燃料電池自動車の開発動向およびトヨタグ
ループの技術展開についてご紹介します。

［研究成果発表：２０テーマ］
(1) ショートプレゼンテーション（午後２時５分〜午後２時４５分）
(2) ポスター発表
（午後２時４５分〜午後３時 3０分、午後４時 3０分〜午後５時３０分）
［特別講演２］（午後３時 3０分〜午後４時 3０分）

「進化する金属材料 〜開発材料のご紹介〜」
大同特殊鋼株式会社

はにゅうだ

とも き

研究開発本部 副本部長 羽生田 智紀 氏

金属材料は自動車に代表される日本の優れた機械製品やそれを生みだすものづくり技術の進化に貢献
しています。歴史の古い金属材料にも日々新たなニーズが投げ掛けられ、最新のナノテクノロジーに基
づいた新たな技術開発が続けられています。これまでにない極限性能や多機能を実現した耐食・耐熱材
料や、資源・エネルギー問題に貢献する磁石合金、振動を吸収する材料など、際立った特徴を有する開
発材料とその用途についてご紹介します。

［所内見学会］（午後４時 3０分〜午後５時３０分）
燃料電池評価、二次電池評価、超精密測定、Ｘ線ＣＴ、物流技術などを予定

第３９回

工業技術研究大会

開催日：平成２６年６月１８日(水)
場 所：愛知県技術開発交流センター
プログラム
13:00〜13:05

主催者挨拶

産業技術センター

センター長

伊藤

俊治

特別講演１（交流ホール）
13:05〜14:05

「トヨタ自動車における燃料電池自動車の開発と今後について」
トヨタ自動車株式会社

技術開発本部ＦＣ開発部
こじま

こういち

部長
小島 康一 氏
ショートプレゼンテーションおよびポスター発表（研究成果の紹介）

14:05〜14:45
（ショートプレ
ゼンテーショ
ン）

14:45〜15:30
（ ポ スタ ー発
表）

●ガラス基板への金属ナノ粒子の固定化及びそれを触媒とし
た無電解めっき
●含フッ素化合物／PMMA 系コンポジットの作製と評価
●酸化マンガンナノ粒子−カーボン複合体の合成
●摩擦攪拌点接合によるアルミニウム合金とチタンの異種材
料接合継手の非破壊検査
●鉄鋼材料の強度と耐食性の向上
●電気化学的測定法による塗膜劣化の定量的評価技術
●複合サイクル試験の腐食促進試験への適用（第２報）
●表面処理技術を用いた高機能性セルロース材料の開発
●並行複発酵を用いたエタノール発酵技術の開発
●セルロースナノファイバーを用いたイムノクロマト用部材
の開発
●液中プラズマ法による金ナノ粒子触媒材料の合成
●液中プラズマ法による機能性セラミックスナノ粒子の合成
●液中プラズマ法で合成した複合ナノ粒子の燃料電池用触媒
への用途展開
●段ボールシートの原紙推定システムの開発
●強度・遮音性能に優れたメタルレス木質耐力壁の開発
●インコネル 718 を対象としたロータリ切削
●ＣＢＮを用いた焼入れ鋼の切削におけるコーティングの影
響
●固体高分子形燃料電池の作製技術の改良
●Ｘ線ＣＴを用いた測定寸法の精度評価
●パラレルワイヤ教示装置を利用したバリ取りロボットの開発
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特別講演２（交流ホール）
15:30〜16:30

「進化する金属材料 〜開発材料のご紹介〜」
大同特殊鋼株式会社 研究開発本部
はにゅうだ

とも き

副本部長 羽生田 智紀 氏
所内見学会
ポスター発表
試験・評価機器の見学
研究成果の紹介を引き続き行います
●申込期限 平成２６年６月１３日（金）
●申込方法 参加申込書にご記入の上、郵送･ＦＡＸのいずれかでお申し込みください。
●問合せ先 あいち産業科学技術総合センター産業技術センター 総合技術支援・人材育成室
〒 448-0013 刈 谷 市 恩 田 町 一 丁 目 １ ５ ７ 番 地 １
電 話 0566( 24)1841
Ｆ Ａ Ｘ 0566( 22)8033

16:30〜17:30

●案内図
〈アクセス〉
自動車：国道 23 号線（知立バイパス）
上重原 IC から 2 分
徒歩：名鉄、一ツ木駅より南（郵便局）へ
約 800m、10 分
タクシー：名鉄知立駅より約 2.0km、10 分
タクシー：JR 刈谷駅より約 2.5km、12 分

FAX：0566-22-8033
（産業技術センター 総合技術支援・人材育成室 森あて）

第３９回工業技術研究大会（６／１８） 参加申込書
企業名：

所属：

所在地：〒
TEL：

センターニュースの
新規配信希望の場合
チェックして下さい

センター見学会

特別講演２

ショートプレゼンテーシ

ョン及びポスター発表

特別講演１

参加者氏名

FAX：

メールアドレス
（希望者のみ）

随時ご覧下さい

□
□
□
□

※参加希望枠に○をお付けください

※あいち産業科学技術総合センターニュースの配信をご希望の方は、センターニュース配信希望欄の□
内にチェック（レ）をご記入ください。ご記入いただいたメールアドレスへセンターニュースなどの
メールマガジンを配信させていただきます。（すでに購読されている方については、チェックしてい
ただく必要はありません。）
※参加証は発行いたしません。
特にお断りの連絡がない場合は参加できますので、当日会場に直接お越しください。
※本申込書にご記入いただいた情報は、本大会の目的の外、あいち産業科学技術総合センター及び愛知
工研協会の主催行事案内以外の目的には使用いたしません。

愛知工研協会のご案内
愛知工研協会は、あいち産業科学技術総合センターと密接に連携し、会員企業はもとより、
地域産業界の発展のため、幅広い分野における基礎技術や新技術のいち早い普及・啓発など
を図るよう情報提供事業、研修事業、交流事業などを産業技術センターと共に進めている団体です。
■事業

情報提供

・産業技術センターと共同で開催する有料講習会を無料又は会員割引価格で受
講できます。(また、中部品質管理協会と提携していますので、同協会と同
じ扱いでセミナーに参加可能)
また、講習会等案内については郵送にてお届けします。
・産業技術センターの研究成果や産業技術ニュースについては、毎月メールで
お届けします。

人材育成

・産業技術センターと共催で開催する先端技術や先進材料応用に関する有料研
修講座を無料又は会員割引価格で受講できます。

交流事業

・新年賀詞交換会を開催し、異業種企業や大学、行政機関の交流を行い、情報
交換を深める出会いを提供します。

国際協力

・外国の官庁、大学教授、技術者、研究者などを「研修員」として日本に招き、
それぞれの国が今後、発展するための知識や技術の研修を行う国際研修をＪ
ＩＣＡ（(独)国際協力機構）から委託を受け実施しています。

その他

・会員向けに先端的な施設、工場見学或いは会員企業相互の見学を企画してい
ます。
・先端的な施設、工場見学を企画します。

■会費等
入会金
5､０００円

年会費/Ａ３６､０００円（郵送による情報事業所１ケ所）登録出来ます。
B６０､０００円（郵送による情報事業所２ケ所）登録出来ます。
Ｃ８４､０００円（郵送による情報事業所３ケ所）登録出来ます。
■平成 2５年度工研協会主催事業

燃料電池作製講座
◎沿

セルロースナノファイバー利活用実習

CFRP 作製講座

革

◎主な事業（平成 2５年度実績）

昭和 52 年 3 月 名古屋市千種区花田町

・工業技術研究大会「講演会と研究発表会」

（愛知県工業指導内:名古屋工業大学と隣接）に設立。
昭和 56 年 6 月 刈谷市恩田町１丁目１５７番地１

・工研主催講座研修会（燃料電池、ＣＦＲＰ作製、
セルロースナノファイバー利活用）等の開催

（あいち産業科学技術総合センター産業技術センター内）へ移転。

・３次元ＣＡＤ操作方法の研修

◎会

・企業・施設等見学会

員

会 員 数：１８５社（平成２６年４月１日現在）

・航空宇宙技術者育成研修の共催

業種内容：輸送用機械器具、金属製品、プラスチック製品製造業等

・新春賀詞交歓会
・国際研修受託事業

愛 知 工 研 協 会
お問合先

Tel (0566) 24-2080
Fax (0566) 24-2575
E-mail office@aichi-kouken.jp

ＵＲＬ http://www.aichi-kouken.jp/
所在地〒448-0013
愛知県刈谷市恩田町１丁目 157 番地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

