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    ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第６０号
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                   平成１９年１０月１５日発行

  福島県ハイテクプラザから県内企業の皆様へ当所および関係機関が

 実施する各種事業等について「ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ」

 として、毎月２回メールによる情報提供を行っております。

  皆様のお役に立てる情報を提供できればと思っておりますので、

 どうぞよろしくお願いいたします。
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 ■「地域産学官連携セミナー ｉｎ いわき」のご案内



  福島県では、県内の産学官連携や産産連携を促進するため、県内

 各地でセミナー・交流会を開催し、出会いの場を提供しております。

  今回はいわき地域において開催いたしますので、いわき地域の方

 の参加をお待ちしております。

 ○日 時 平成１９年１１月 ６日（火）

        １６：００～１９：００

 ○内 容 （１）趣旨説明 商工労働部産業創出グループ

      （２）講演

       ・「いわき地域の産学官連携の今後について」

         いわき市商工観光部  小針 正人 氏

       ・「日本大学における産学連携」

         日本大学産学官連携知財センター

          松岡 義人 氏

       ・「南相馬機械加工技術研究会の活動」

         （株）ゆめサポート南相馬

          矢野馬 光男 氏

      ※セミナー終了後、講師・産学官連携コーディネータを

       囲む交流会を実施いたします。

 ○場 所 いわき産業創造館（ＬＡＴＯＶ６階）企画展示ホール

      （いわき市平字田町１２０（いわき駅前））

 ○参加料  セミナーは無料

       交流会はお一人様１，０００円       

 ○申込方法 下記のＨＰを参照の上、参加申込書をお送り下さい。

 ○申込締切 平成１９年１０月３１日（水）

 ○お申込み・お問合せ先

    福島県商工労働部地域経済領域産業創出グループ

     電話：０２４－５２１－７２８２（担当：角田）

     ＦＡＸ：０２４－５２１－７９３５



ＨＰ：http://www.pref.fukushima.jp/industry/sangaku/shoko/iwaki.pdf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「ようこそ！ハイテクプラザへ」のご案内

 

  ハイテクプラザでは、いわき産業創造館（ＬＡＴＯＶ）オープニ

 ングイベント事業の１つとして、（社）発明協会福島県支部、(財)

 福島県産業振興センター技術支援部と共に、事業紹介（機器活用や

 技術相談の事例等）や技術相談を実施すると共に、技術セミナーを

 開催いたします。お気軽にご相談・ご参加下さい。

 ○日 時 平成１９年１０月２５日（木）～２６日（金）

      （１）事業説明会（２５日）１０：３０～１７：００

              （２６日）１０：００～１２：００

      （２）技術相談会（２５日）１０：３０～１９：００

              （２６日）１０：００～１２：００

 ○内 容  （１）事業説明会

       ・ハイテクプラザの事業紹介

       ・（社）発明協会福島県支部の事業・事例紹介

       ・(財)福島県産業振興センター技術支援部の事業紹介

       ・いわき技術支援センター新規設置機器の紹介等

       ・ＲｏＨＳ／ＥＬＶ指令セミナー

      （２）技術相談会

       ・ハイテクプラザ、発明協会の担当者が個別に相談

        対応いたします。

 ○場 所  いわき産業創造館（ＬＡＴＯＶ６階）セミナー室

       住所：いわき市平字田町１２０（いわき駅前）

 ○参加料  無料



 ○申込方法 下記ＨＰの参加申込書にて、お申込み下さい。

 ○お申込み・お問合せ先

    いわき技術支援センター 材料グループ

     電話：０２４６－４４－１４７５（担当：関根）

     ＨＰ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「サーバ仮想化技術セミナー」のご案内

  サーバ仮想化とは、１台のサーバマシンで何台もサーバを実行する

 技術です。サーバ仮想化技術を利用することで、省電力や省スペース、

 管理コストの削減などをはかることができ、システムコストを大幅に

 削減することができます。

  本セミナーでは、オープンソースの仮想化ソフトウエア「Xen」を

 使って、そのメリットと実際の動作を体験していただけます。

  サーバ仮想化に興味を持つ企業及び技術者の方々の参加をお待ちし

 ております。

 ○日 時 平成１９年１１月２７日（火） １３：００～１６：３０

 ○内 容  サーバ仮想化技術とその活用方法について

       ・サーバ仮想化とそのメリット

       ・サーバ仮想化の技術と導入方法

       ・Xenによるサーバ仮想化と活用事例

 ○講 師  日本仮想化技術株式会社 代表取締役社長兼CEO

       株式会社びぎねっと 代表取締役社長

        宮原 徹 氏

         日本仮想化技術株式会社（http://virtualtech.jp/）



         株式会社びぎねっと（http://begi.net/）

 ○場 所  ハイテクプラザ 電子応用実習室 （２階）

 ○受講料  無料（参加費用はかかりません）

 ○定 員  １６名（定員になりしだい締め切ります）

 ○申込方法 下記のＨＰを参照の上、入会申込書をお送り下さい。

 ○申込締切 平成１９年１１月２２日（木）

 ○お問い合わせ先

   研究開発部システム技術グループ（担当：平山）

    メール：xen@fitpost.jp

    ＨＰ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/0710/kasouka.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「電波暗室 貸し出し再開」のご案内

 

  電波暗室の測定システム定期校正のため、電波暗室の貸し出しを

 停止しておりましたが、１０月１７日より再開する予定です。

  予約は、電話でのみの受付となっておりますので、下記の担当ま

 でご連絡下さい。

 ○お問合わせ先

   連携支援グループ

    電話：０２４－９５９－１７４１（担当：須藤、長尾）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「平成１９年度 戦略的ものづくり短期研究開発事業」のご案内

  ハイテクプラザでは、県内企業の皆様が現在直面している研究



 課題を募集しております。皆様に代わってハイテクプラザ研究員が

 研究開発を行い、その成果をお渡しいたします。

  一括公募は好評のうちに終了させて頂きました。下記にも記載し

 ておりますが、緊急の際は随時受付も可能でございますので問題等

 が発生した場合には是非お問い合せ下さい。

 

 ○応募条件

  ・県内企業の皆様が現在直面している自社での解決が困難な課題

  ・短期（概ね３ヶ月程度）の研究期間が想定され、年度内に技術

   移転が見込まれる課題

  ・ハイテクプラザの現有機器で取り組める課題

  ・成果移転後、直ちに自社で活用する計画を有すること、等 

 ○注意事項

  ・後日、詳細な内容調査や審査の上、採否決定いたします。

   必ずしも全ての提案課題を採択できるわけではありません。

 ○募集締切

   一括公募は締め切りましたが、緊急の際の随時受付は実施して

   おります。

   ※応募条件・研究課題提案書の書式等、詳細については、

    お問い合わせ頂くか、下記のＨＰをご参照下さい。

 ○お問合わせ先

   連携支援グループ

    電話：０２４－９５９－１７４１（担当：丸山、橋本真）

    ＨＰ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「平成１９年度 戦略的ものづくり研修事業」のご案内



  ハイテクプラザでは、県内企業の皆様からの研修生を募集しており

 ます。研修中は、選定したテーマに取り組んで頂き、ハイテクプラザ

 の研究職員がマンツーマンで指導いたします。

 ○研修期間：最大１０日間

 ○費 用 ：無  料

 ○受 付 ：随  時

  ※日程や内容につきましては個別にご相談させて頂きます。

  ※研修申込書等、詳細についてはお問い合わせ頂くか、

   下記のＨＰをご参照下さい。

 ○お問合わせ先

   連携支援グループ

    電話：０２４－９５９－１７４１（担当：丸山、橋本真）

    ＨＰ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「ハイテクプラザ事業説明＆技術相談会 in 白河」のお知らせ

  ハイテクプラザでは、県南地域の企業様に当所の一層のご利用を

 図るため、当所の事業や利用方法についてご紹介する表記事業を

 白河市で開催いたします。

  また、当日は技術相談やパネル展示も実施いたしますので、ハイ

 テクプラザの事業をご理解いただくよい機会と考えますので、是非

 お越しいただきますようご案内いたします。

 ○日 時 平成１９年１１月８日（木）

     （１）事業説明会１３：００～１５：３０

     （２）技術相談会１３：００～１６：００



 ○内 容（１）事業説明会

      ・ハイテクプラザの事業・事例紹介

      ・（社）発明協会福島県支部の事業紹介

      ・（財）福島県産業振興センター技術支援部（テクノ・

        コム）の事業紹介

     （２）技術相談会

      ・ハイテクプラザ、発明協会、テクノ・コム、福島大学

      の担当者が個別に相談対応いたします。

 ○場 所 白河地域職業訓練センター

      （白河市字中田１４０番地）

 ○参加費  無料

 ○お申込み・お問合せ先

   連携支援グループ

    電話：０２４－９５９－１７４１（担当：丸山、橋本真）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■ 電子技術者研修「実践的ノイズ対策」のお知らせ

  財団法人福島県産業振興センター技術支援部（テクノ・コム）で

 は、電子機器製造の際に重要な、電磁波障害を引き起こしたり誤作

 動させないノイズ対策についての研修を実施いたします。

  この研修では、長年ノイズ対策に取り組んできた講師陣からこれ

 までの体験に基づいた対策について学ぶことができますので、ご参

 加をお待ちしております。  

 

 ○日 時 平成１９年１１月１日（木）、２日（金） ２日間 

       両日とも１０：００～１６：００



 ○内 容  ・ＥＭＣデザインレビューの実際

         エスアイ研究所 色川重信 氏

       ・アースとノイズ

         イトケン研究所 伊藤健一 氏

       ・ＥＭＩ測定の基礎と規格

         （株）ザクタテクノロジーコーポレーション

                 島貫 純 氏

       ・プリント回路のＥＭＣ設計

         電磁環境両立性技術研究会 出口博一 氏

 ○場 所  ハイテクプラザ研修室（１階）

 ○受講料  １０，０００円（消費税込み）

 ○定 員  ２０名

 ○修了証書 研修総時間の８０％以上出席された方には修了証書

       を交付いたします。

 ○申込締切 平成１９年１０月１９日（金）

 ○お申込み・お問合せ先

  （財）福島県産業振興センター 技術支援部（テクノ・コム）

    電話：０２４－９５９－１９２９（担当：影山）

    ＨＰ：http://www.f-open.or.jp/techno.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 ■「Access 中級講座」のお知らせ

  財団法人福島県産業振興センター技術支援部（テクノコム）では、

 Accessの基本操作を習得している方を対象に、マクロによる実用的

 なデータベース構築を学習していただくためのセミナーを開催いた

 します。



 ○日 時  平成１９年１１月 ７日（水）、 ８日（木）、

               １４日（水）、１５日（木）

       各１０：００～１７：００（４日間）

 ○内 容  マクロの作成、受発注データベースの構築など

 ○講 師  エヌケー・テック（株）インストラクター 木滑征季 氏

 ○場 所  ハイテクプラザ 電子応用実習室（２階）

 ○受講料  ２２，０００円（消費税込み）

 ○定 員  １０名

      （なお、応募者多数の場合は１社１名とさせて頂きます）

 ○受講要件 Windowsの基本的な操作ができて、Accessを使用してい

       る方。Access基礎講座を受講した方。

 ○申込締切 平成１９年１０月１６日(火)

 ○お申込み・お問合せ先

  （財）福島県産業振興センター 技術支援部(テクノ・コム)

      電話：０２４－９５９－１９２９（担当：影山）

       URL:http://www.f-open.or.jp/techno.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「現場で役立つ鉄鋼熱処理技術 実践編」セミナーのお知らせ

  財団法人福島県産業振興センター技術支援部（テクノコム）では

 地域の熱処理技術向上のため表記セミナーを開催いたします。

  今回は各種製品の熱処理・表面硬化法と最新技術を学ぶとともに

 試験片を用いた熱処理と評価法の実習を行い理論の検証を行います。

  熱処理技術は多岐にわたりますので、３日間じっくり学んでいた

 だきます（受講は１日から可能です）。

 ○日 時  平成１９年１１月 ７日（水）～ ９日（金）



 ○内 容  ７日 鋼の製造法・種類分類・熱処理基礎理論

       ８日 鋼の表面硬化法・各種鋼の熱処理法と問題点 

       ９日 研磨・組織観察・硬度試験の実習

 ○講 師  ソーラー金属加工研究所  藤澤 昭一 氏

 ○場 所  ハイテクプラザいわき技術支援センター

 ○受講料  １日 ３，０００円（３日 ９，０００円）

       ※別途テキスト代３，０００円が必要です。

       （「現場の鉄鋼熱処理学」を使用します。

        お持ちの方は不要です。）

 ○定 員  ５０名（先着順）

 ○備 考  ・各日とも最後に企業の個別相談も承ります。

       ・実習を行います。作業着・安全靴をご持参下さい。

 ○申込締切 平成１９年１０月３１日(水)

 ○お申込み・お問合せ先

  （財）福島県産業振興センター 技術支援部(テクノ・コム)

      電話：０２４－９５９－１９２９（担当：矢部）

       URL:http://www.f-open.or.jp/techno.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「REACH 規制解説セミナー」のお知らせ

  財団法人福島県産業振興センター技術支援部（テクノコム）では

 社団法人産業環境管理協会とともに、今年６月に施行されたヨーロ

 ッパの新しい化学品規制( REACH )ついて解説するとともに、産業界

 の実態を調査するセミナーを開催いたします。

  今後の対応についての理解を深めることができますので是非ご参

 加下さい。

 



 ○日 時 平成１９年１１月９日（金）１３：００～１５：３０

 ○内 容 ・REACH規制の解説

      ・アンケート調査（解説つき）

      ・質疑応答

 ○場 所 ハイテクプラザ 多目的ホール（１階）

 ○受講料 無料（講演テキスト等配布）

 ○定員  １００名

 ○申込締切 平成１９年１１月７日（水）

 ○お申込み先

  （財）福島県産業振興センター 技術支援部（テクノ・コム）

      電話：０２４－９５９－１９２９（担当：影山） 

 ○お問合せ先

  （社）産業環境管理協会

    電話：０３－５２０９－７７０９（担当：新原）

       ０３－５２０９－７７０５（担当：生田）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「第１０回加速器利用技術セミナー」のお知らせ

  文部科学省では、様々な分野の技術開発やがんの診断・治療に利

 用することで、健康なくらしの創造に活用できる加速器の周知や利

 活用を図るために、各種最新技術や研究成果を分かりやすく紹介し

 ます。工業・農業・医療関係者のほか、一般の方もふるってご参加

 下さい。

 

 ○日 時  平成１９年１１月１６日（金）１１：００～１７：００

              １７日（土）１０：００～１７：００ 



       ※各テーマごとに自由に聴講できます。

 ○内 容  ・量子ビームを利用した最先端の製薬技術

       ・痛みを伴わないがんの超精密診断と治療

       ・農産物の特定技術など、

       ※詳細（概要、講師等）は下記ＨＰをご参照下さい。

 ○場 所  ビッグパレットふくしま

 ○受講料  無料（講演テキスト等配布）

 ○定員   １４０名程度

 ○申込締切 平成１９年１１月５日（月）

 ○お申込み先

  （財）福島県産業振興センター 技術支援部（テクノ・コム）

      ※下記のＨＰを参照の上、ＦＡＸでお申込ください。 

 ○お問合せ先

  （財）放射線利用振興協会 高崎事務所 普及開発部

    電話：０２７－３４６－４２４６（担当：須永、清水）

    ＨＰ：http://www.rada.or.jp/process_sympo/2007/Fukushima.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「最新環境規制対策セミナー」のお知らせ

  財団法人福島県産業振興センター技術支援部（テクノコム）では

 昨年６月に施行された特定有害物質使用制限指令( RoHS )の概要と

 中国の環境規制の動向を学ぶセミナーを開催いたします。

  適用除外等最新の情報をお知らせできますので是非ご参加下さい。

 

 ○日 時  平成１９年１１月２０日（火）１３：３０～１６：３０ 

 ○場 所  ハイテクプラザ 研修室（１階）

 ○受講料  ３，０００円



 ○定 員  ５０名

 ○申込締切 平成１９年１１月９日（金）

 ○お申込み・お問合せ先

  （財）福島県産業振興センター 技術支援部(テクノ・コム)

      電話：０２４－９５９－１９２９（担当：影山）

       URL:http://www.f-open.or.jp/techno.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 ■「JavaによるWebプログラミング基礎講座」のお知らせ

  財団法人福島県産業振興センター技術支援部（テクノコム）では、

 Javaの基本を習得している方を対象に、Webアプリケーション構築を

 学習していただくためのセミナーを開催いたします。

 ○日 時  平成１９年１１月２１日（水）、２２日（木）、

               ２８日（水）、２９日（木）

       各１０：００～１７：００（４日間）

 ○内 容 ・Webアプリケーションの動作原理

      ・Apache Antの使い方

      ・Web.xml XMLの基礎

      ・サーブレットプログラミング

      ・JSPプログラミング

      ・Java Beansの作り方と使い方

      ・Webアプリケーションにおけるデータベースの取扱

      ・Webアプリケーションの作成

 ○講 師  フォルテ・システムズ（株）講師

 ○場 所  ハイテクプラザ 電子応用実習室（２階）

 ○受講料  ２０，０００円（消費税込み）



 ○定 員  １５名

      （なお、応募者多数の場合は１社１名とさせて頂きます）

 ○受講要件 Windowsの基本的な操作ができて、コーディングの経験

       があり、初めてオブジェクト指向言語のプログラミング

       に取り組もうとしている方。

 ○申込締切 平成１９年１１月５日(月)

 ○お申込み・お問合せ先

  （財）福島県産業振興センター 技術支援部(テクノ・コム)

      電話：０２４－９５９－１９２９（担当：影山）

       URL:http://www.f-open.or.jp/techno.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「地域団体商標制度」および「小売等役務商標制度」説明会の

  お知らせ

  社団法人発明協会福島県支部は、すでに導入されている表記商標

 制度についての理解を深め、有効に活用いただくための説明会を開

 催いたします。

 ○日 時  平成１９年１０月２２日（月）１３：００～１７：００ 

 ○内 容  ・制度概要説明

       ・実際の審査の運用状況を踏まえた詳しい審査基準解説

       等（テキストを配布いたします）

 ○講 師  特許庁職員

 ○場 所  ビッグパレットふくしま

 ○参加費  無料

 ○定員   ６０名

 ○申込締切 平成１９年１０月１９日（金）



 ○お申込み・お問合せ先

 ○お問合せ先

  ・説明会の内容について

    特許庁審査業務部商標課企画調査班

     電話：０３－３５８１－１１０１（内線２８０５）

  ・会場、お申込みについて

  （社）発明協会 福島県支部

    電話：０２４－９５９－３３５１（担当：吉成）

    ＨＰ：http://www.jiii-fukushima.org/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「第５３回福島県発明展」のお知らせ

  社団法人発明協会福島県支部は、福島県主催・いわき市共催によ

 り、第５３回福島県発明展を開催いたします。

 ○日 時  平成１９年１１月２日（金）～５日（月）

        ９：００～１７：００（最終日は１１：００まで）

 ○場 所  いわき産業創造館（ＬＡＴＯＶ６階）

       いわき市平字田町１２０（いわき駅前）

 ○お問合せ先

  （社）発明協会 福島県支部

    電話：０２４－９５９－３３５１（担当：吉成）

    ＨＰ：http://www.jiii-fukushima.org/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



 ■ 「無料発明相談会」のお知らせ

  社団法人発明協会福島県支部では「無料発明相談会」をハイテク

 プラザおよび各技術支援センターにおいて開催しています。

  特許・実用新案・意匠・商標の出願の方法、申請書類のチェック

 など、知的財産権に関する相談をお受けします。問題をお持ちの方

 は遠慮なくお越しの上ご相談下さい。

  ただし、各会場とも発明協会福島県支部への電話予約が必要です。

  なお、１１月の開催予定日は以下のとおりです。

     開催会場              開催日時

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

  郡  山：ハイテクプラザ      11/ 5（月） 9:00～12:00

  福  島：福島技術支援センター   11/19（月）10:00～12:00

  会津若松：会津若松技術支援センター 11/12（月）10:00～12:00

 

  詳細は以下のホームページでご確認下さい。

  http://homepage2.nifty.com/j3i-f_hatsu/pdf/H19soudan.pdf

  ○お問合わせ・お申込み先

   （社）発明協会 福島県支部

     電 話：０２４－９５９－３３５１（担当：吉成）

     ＵＲＬ：http://www.jiii-fukushima.org/    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■ あとがき



  先日は寒露。もう冬の足音も聞こえそうです。そういえば、金木

 犀の香りとともに、紅葉の色合いや朝夕の冷え込みが冬の到来を予

 感させます。今夏の猛暑を耐えた体には、ちょっとした冷えも敏感

 に反応する気もします。

  先月からハイテクプラザの出展イベントが目白押しです。先々週

 はふくしまユニバーサルデザインフェア、先週は人権啓発フェステ

 ィバルが開催され、来週はいわきで事業説明＆技術相談会と会津で

 のうつくしまものづくりの祭典と続きます。また、１１月８日には

 白河市で事業説明＆技術相談会も開催され、ハイテクプラザが皆様

 にお目にかかったり、お耳に入る機会が増えています。

  ハイテクプラザは県内企業全ての皆様に知っていただき、ご利用

 いただくことを使命としております。どうぞ、ご遠慮なくお問い合

 せ・ご利用下さい。
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