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地域新生コンソーシアム研究開発事業がスタート
～３次元超微細構造製造技術の確立と次世代型携帯端末部品の開発プロジェクト～

ニュースバル放射光施設
（姫路工業大学　高度産業科学技術研究所）

放射光で製作した高アスペクト比微細パターン

研究所トピックス

SPring-8
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平成１２年度第２回新技術フォーラム
～RSP可能性試験成果発表会～

健康・予防医学とフューチャープロスペクト研究会

司会：北村新三氏（神戸大学　工学部教授）

高齢者向けインタラクティブ情報端末（NIRO 主任研究員　桂川敬史）

電子ビームプラズマによる窒化処理（豊田工業大学　教授　原民夫）

高エネルギーX線残留応力評価技術（NIRO 部長　新井和夫）

メカノケミカル反応を用いた微細表面改質（姫路工業大学　助教授　鈴木道隆）

リユーザブル吸湿シートの開発（神戸商船大学　教授　加藤英治）

但馬沖深層水利用試験（香住水産加工業協同組合　組合長　上垣和弘）

革新的省エネルギー空調技術の開発（神戸大学　助教授　鈴木洋）

熱電変換素子利用による排熱利用発電システムの試作（川崎重工業明石技術

研究所　主事　川村昌志）

気相放電性イオン種・活性種を利用した新規水浄化法の開発（姫科エンジニ

アリング　主任　平野克巳）

重金属土壌汚染地域の定量的評価手法の開発（京都大学　教授　森澤真輔）

第１回：（ウイルス）感染症診断の現状と将来像

第２回：（アルツハイマー等の）痴呆症疾患に関わる新しい診断法の開発

第３回：PETによる機能イメージングの進歩：21世紀に向けて

第４回：脳細胞ミクロドメインを介するチロシンキナーゼと疾患治療

第５回：細胞分化と組織再生の分子構造：DNAから組織まで

第６回：基礎研究から再生医学へ：ポストゲノムと幹細胞

第７回：細胞機能解析のための新しい方法とその応用

第８回：自己免疫疾患の病態と診断
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全方向移動型球車輪機構の技術移転（研究所からの技術移転第一号）

次世代環境制御装置の開発
～障害者の生活支援を目指して～

球車輪機構 寶角幸彦社長（左）とNIRO三隅部長（右）

高齢者を対象に実証実験
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米国ワシントン大学「提案型起業家支援事業」

米国テネシー州ナッシュビル市との産業交流
～医療・福祉分野の産業支援人材のマネージャ養成研修に参加して（研究一部長　三隅隆也）～

※１テネシー州ナッシュビル市（Nashville,Tennessee USA）

※２ヴァンダービルト大学

（Vanderbilt University）

１）ENCAPTURE SPORTS（一般のスポーツイベント企画、記録賞・写真発行事業）

２）EVICON（車のリアウィンドウ利用広告事業）

３）KEEP’N TOUCH（主婦向けなどのデジタル壁掛けカレンダー）

※ワシントン大学

（University of Washington）

ビジネスプランコンテスト
ワシントン大学（UW）の

キャンパス風景

研修の風景 ヴァンダービルト大学のキャンパス風景

兵庫県知事賞
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新産業技術交流研究会の活動報告

高純度炭素繊維（カーボングラファイト）と
電線の接続用専用コネクター及び専用工具の開発に成功

技術移転センター（TTC）トピックス

北海道苫小牧の研究所での実証実験
高純度炭素繊維（カーボングラファイト）と
専用コネクター

１．分科会
新製造技術・新素材：講演「IT技術を活用したものづくり」
神戸大学工学部長　森脇俊道教授

医療・福祉：講演「少子・高齢化社会における在宅ケアの現状と将来展望」
兵庫県立総合リハビリテーションセンター　澤村誠志所長

環境・エネルギー：講演「有機物循環の課題と今後－食品リサイクル法施行を踏まえて－」
京都大学環境地球工学専攻　内藤正明教授

情報通信：講演「ITがもたらす21世紀社会」
神戸大学　工学部情報知能工学科　田中克己教授

ビジネスサポート：講演「アウトソーシングビジネスの現状と将来」
㈱日本技術センター代表取締役会長　頃安　新氏

２．見学会
新製造技術・新素材：神戸大学　森脇教授研究室見学、情報交換会を実施
医療・福祉：兵庫県立総合リハビリテーションセンター見学、情報交換会を実施
情報通信：神戸大学　田中教授研究室見学、情報交換会を実施　　　　　
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国際先端技術セミナー

「地域産業の医療関連技術調査」の報告書が完成

※　神戸医療産業都市構想

第３回国際FSW（摩擦撹拌溶接）シンポジウム　開催案内
－The 3rd International Symposium on Friction Stir Welding (FSW) in KOBE－

1999年に米国で第１回が開催され、昨年はスウエーデンで第２回を、
そして本年は日本の神戸で開催することになりました。

会　期：2001年９月27日（木）～28日（金）
会　場：神戸国際展示場　会議室（神戸ポートアイランド内）
主　催：FSW Symposium Japan 2001実行委員会（TWI, TWI Japan）
内　容：溶接における革命的技術とされるFSW工法について、世界各

国の研究成果を発表する国際学術会議。
問合せ：TWI Japan（ドッドウエル内）福田／角張

Tel：03－5826－7375 E-mail：dodwell＠d1.dion.ne.jp
第６回国際先端技術セミナー

地域産業の医療関連技術調査の報告書
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TLOひょうごトピックス

TLOひょうごライセンス契約第３号
～ガス浄化処理用光触媒機能体～

0001

技術番号 技術タイトル 技術概要

0002

0003

TLOひょうご特許出願済み技術紹介（ライセンス情報）

光触媒機能体を組込んだ脱臭装置 光触媒を組込んだ脱臭エレメント



技術番号 技術タイトル 技術概要
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0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0023

（財）新産業創造研究機構　TLOひょうご

TEL：078－306－6805 FAX：078－306－6813

E-Mail：tlo＠niro.or.jp URL：http://tt.niro.or.jp/
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NIROものづくり試作開発支援センター移転オープン
～2001年６月スタート～

①金型・機械設計関連装置システム

②ケミカルシューズデザイン関連装置システム
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金型・機械設計関連装置システム

ケミカルシューズデザイン関連装置システム 神戸市復興支援工場

兵庫県立工業技術センター JR鷹取駅より徒歩５分

地下鉄海岸線 御崎公園駅より徒歩10分
（※平成13年７月７日開業）



NIRO技術移転センター� ものづくり試作開発支援センター� 兵庫県立工業技術センター分室�

神戸市復興支援工場分室�
（神戸リエゾン・ラボ）�

センター長　：松井繁朋�
ディレクター：園田憲一�

センター長：池本喜和�
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構成装置システム構成部設置場所
金型用形状計測装置

大型汎用形状計測装置／位置決め装置

汎用デジタル模型設計装置／カラープロッタ

一般モデル用紙造形装置／吸塵装置／小型トランス

研修用小型３次元切削装置／（別途パソコン）

ケミカルシューズ用形状計測装置

金型用デジタル模型設計装置（ケミカルシューズ金型対象）

意匠・精密モデル用ABS樹脂造形装置

ケミカルシューズ用木型切削装置／コンプレッサー

３次元形状データ自動取込部

デジタル模型設計部

造形／モデル切削部

３次元形状データ自動取込部

デジタル模型設計部

造形／モデル切削部

兵庫県立工業技術センター分室

神戸市復興支援工場分室
（神戸リエゾン・ラボ）

ケミカルシューズ用デジタル模型設計装置

■運営体制

■事業内容

■オープン時間

■お問合せ
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新 人 紹 介（平成13年度～）

関西最大級の国際総合産業見本市

会　期：2001年9月26日（水）～28日（金）10：00～17：00（最終日16：00）
会　場：神戸国際展示場（神戸ポートアイランド内）

主　催：国際フロンティア産業メッセ2001実行委員会
兵庫県　神戸市　神戸商工会議所　（財）新産業創造研究機構
（財）阪神・淡路産業復興推進機構　（財）兵庫県中小企業振興公社
（財）ひようご科学技術協会　　　　（財）兵庫県国際交流協会

問合せ：同事務局
TEL：078-306-6806 FAX：078-306-6813 Email：fair@niro.or.jp

詳細は、ホームページをご覧下さい。

http://www.kobefair.com

国際フロンティア産業メッセ2001国際フロンティア産業メッセ2001

入場無料

組 織 図（平成13年度）
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