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    ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第９１号

------------------------------------------------------------------

                    平成２０年２月２日発行

  「ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ」は福島県ハイテクプラザが

 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、

 ご案内するメールマガジンです。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【１】「未利用特許活用セミナー」開催のお知らせ

 ～～県が保有する特許権を活かして新製品・新技術～～

  ハイテクプラザでは、県（ハイテクプラザ）が保有している未利用の

 特許等知的財産権の流通促進を図るとともに、未利用特許を活用した企

 業の研究開発・製品開発を支援するため、知的財産を戦略的に活用して

 いる企業による事例発表も含めた「未利用特許活用セミナー」を開催い



 たします。当日は、ハイテクプラザ保有の特許について「ポスターセッ

 ション」も行います。皆様の多数の参加をお待ちしております。

 

  ○日程 平成２１年２月１７日（火） １３：３０～１７：００

  ○場所 ホテルハマツ ３階「左近」 

      郡山市虎丸町３－１８

  ○内容

    ■プレゼンテーション

    （１）知的財産権の活用について

      ・県（ハイテクプラザ）保有の特許権の活用について

      ・経営に活かす開放特許の活用について

      ・未利用特許の探し方

       --特許電子図書館と特許流通ＤＢの活用法--

    （２）特許権を活用している企業によるプレゼンテーション

      ・（株）コンド電機（知的財産の戦略的な活用事例）

      ・（株）ニーズプロダクト（共同出願と実施許諾による活用例）

    （３）ハイテクプラザ保有特許権の紹介

      ・ハイテクプラザ保有特許権に関するプレゼンテーション

    ■ポスターセッション

      ・特許権等の資料、サンプル等の展示、紹介

      ・発明協会による発明相談も同時開催

  ○参加費 無料

  

参考URL:http://www.fukushima-iri.go.jp/news/0901/PatentSeminar.html

  ○問い合わせ先

    ハイテクプラザ企画支援部連携支援科

     電話：０２４－９５９－１７４１（担当：平山）



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【２】「X線CTスキャンシステムの貸し出し休止」のお知らせ＜New＞！

  ハイテクプラザのＸ線ＣＴスキャンシステムは、装置更新のため３月

 の利用を休止させていただきます。利用再開日の正確な日程については、

 決まり次第お知らせいたします。なお、休止期間中はＸ線による透視、

 およびＣＴスキャンによる観察が全て行えません。 

  休止期間中は、大変なご不便をお掛けいたしますが、ご理解のほどよ

 ろしくお願いいたします。 

  ○装置名 ： Ｘ線ＣＴスキャンシステム           

  ○休止日 ： 平成２１年３月２日（月）から再開日まで 

  ○再開日 ： 平成２１年３月下旬～４月上旬 

         （再開日は、決まり次第お知らせいたします） 

 ※装置更新にともない、平成２１年４月１日から設備使用料金が変更と

 なります。また、装置名称が旧来「Ｘ線ＣＴスキャンシステム」から新

 規「非破壊構造解析装置」と変更になります。 

 ※利用休止直前および利用再開直後は混雑が予想されますので、ご理解

 とご協力をお願いいたします。 

  ○問い合わせ先 

    ハイテクプラザ企画支援部連携支援科 

     電話：０２４－９５９－１７４１（担当：橋本）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【３】「平成２１年度予算に係る提案公募型技術開発事業公募説明会」の

    ご案内＜New＞！



  ハイテクプラザでは、東北経済産業局、ＮＥＤＯ、ＪＳＴ、福島県産

 業振興センターのご協力をいただき、「平成２１年度予算に係る提案公

 募型技術開発事業公募説明会」を開催することになりました。説明会終

 了後には、別室にて個別相談会を行います。 

  参加御希望の方は、別紙参加申込書に所属、氏名、連絡先を御記入の

 うえ、E-mailまたはＦＡＸにて参加登録をお願いいたします。

  是非、この機会にご参加下さい。 

  ○日程 平成２１年２月１２日（木） １３：００～１５：００ 

  ○場所 福島県ハイテクプラザ 多目的ホール 

      福島県郡山市待池台１－１２ 

  ○プログラム 

   ・地域イノベーション創出研究開発事業（東北経済産業局） 

   ・戦略的基盤技術高度化支援（サポイン）事業（東北経済産業局） 

   ・新事業活動促進（新連携、地域資源、農商工等連携）（東北経済

    産業局） 

   ・テーマ公募型事業（ＮＥＤＯ） 

   ・重点地域研究開発推進プログラム（ＪＳＴ）「シーズ発掘」「地

    域ニーズ即応型」他 

   ・ふくしま産業応援ファンド事業（福島県産業振興センター）

  ○参加費 無料 

  ○問い合わせ申込先 

    ハイテクプラザ企画支援部企画管理科 

     電話：０２４－９５９－１７３６（担当：本田）

     ＦＡＸ：０２４－９５９－１７６１ 

       E-mail：kikaku@fukushima-iri.go.jp



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【４】「ステンレス鋼製構造物・機材等の腐食損傷事例と防止策」開催

    のお知らせ<New>!

  ハイテクプラザいわき技術支援センターでは、ステンレス鋼材につい

 て基本的な性質から事例及び対策、そして個別相談まで併せた形でセミ

 ナーを開催します。皆様の多数の参加をお待ちしております。

 

  ○日程 平成２１年３月６日（金） １３：１５～１７：００

  ○場所 ハイテクプラザいわき技術支援センター 研修室

      いわき市常磐下船尾町杭出作２３－３２

      電話：０２４６－４４－１４７５

  ○内容 ・ステンレス鋼の一般的性質と腐食発生原因（13:15～13:45）

      ・海水中における各種腐食損傷事例と対策（13:45～15:00）

      ・公開討論会・各種損傷事例と対策（15:10～16:00）

      ・個別事例相談会（16:00～17:00）

  ○講師 尾崎事務所 尾崎敏範 様

     （工学博士、腐食防食協会腐食センター運営委員） 

  ○受講料 ２，０００円（消費税込）

       ※受講料は（財）福島県産業振興センターの銀行口座にお

       振り込みいただくことになります。詳細は、後日セミナー

       担当者から連絡します。

  ○定員  ６０名 （定員になり次第締め切らせていただきます）

  ○申込締切 平成２１年２月２０日(金)

  ○申込方法 下記のホームページから申込書をダウンロードしていた

        だき、必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはE-mailでお

        申し込み下さい。

  http://www.f-open.or.jp/techno.com/news/2008/fusyoku.pdf



  ○問い合わせ先 

   （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：遠藤）

     ＦＡＸ ：０２４－９５９－１８８９

     E-Mail：f-tech@f-open.or.jp

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【５】「平成２０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、選定していただいたテーマに取り組んでいただき、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いただきます。

   ※研修申込書等については、お問い合わせ下さい。

  ○問い合わせ申込先

    ハイテクプラザ企画支援部連携支援科

     電話：０２４－９５９－１７４１（担当：池田）

（※ なお、ものづくり短期研究開発事業の募集は終了しました。）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【６】「雇用を創出するものづくり・サービス業の魅力ある企業紹介

    事業」のご案内<New>!



  経済産業省では、「雇用を創出するものづくり・サービス業の魅力あ

 る企業紹介事業」と称して、採用意欲があり、人材育成に優れる企業を

 リストアップした"企業概要集"を作成します。

 "企業概要集"に記載する項目は、(1)企業概要及び製品紹介、(2)人材育

 成方針、(3)キャリアプラン、(4)資格要件、(5)従業員の声の５点です。

 所定のパワーポイントファイルの雛形に記載いただくだけの簡単な作業

 です。

  この企業概要集を、ジョブカフェやハローワークといった求職者への

 リーチに優れる機関や工業高校・高専等に配布し、人材確保の取組を支

 援します。皆様のご協力をお願いいたします。

  ○対象業種 ものづくり製造業、サービス業、情報処理業・製造業等、

        流通・小売業、農業・コミュニティビジネスその他地域

        中小・中堅企業等

  ○選定基準 （１）平成２１年２月時点の採用意欲の有無、（２）人

        材育成の特色・方針、（３）そこで働く従業員から見た

        視点・魅力、（４）企業の雇用やものづくり活動が与え

        る地域貢献度

  ○登録締切 平成２１年２月１３日（金)

  ○問い合わせ先

    経済産業省 製造産業局 素形材産業室

     電話：０３－３５０１－１０６３（担当：神沢、長田）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【７】「福島県医療福祉機器研究会会員募集」のお知らせ

  財団法人福島県産業振興センターおよび福島県では、産学官連携によ

 る研究開発成果を連続的に創出し、併せて既存産業の高度化による医療



 および福祉機器分野における産業クラスターの形成を図るため、うつく

 しま次世代医療産業集積プロジェクトを推進しております。

  福島県医療福祉機器研究会はこのプロジェクトを推進するため産学官

 の１０４企業・団体（１１３名）で構成され、産学官交流・研究開発促

 進・地域企業の技術基盤強化により福島県の医療産業集積を目指して活

 動しています。

  当研究会は、平成１７年９月から活動しており、会員企業の中からは

 医療機器産業分野への新規参入や薬事法の製造業許可を取得するなど成

 果が着実に増えています。

  今年度は企業会員をサポートする活動をさらに強化していく予定でビ

 ジネスに直結する技術と経営の両面での基盤強化事業を企画中です。

 是非この機会に本研究会への参加をお待ちしております。

  詳細は下記ホームページでご覧下さい。

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

  ○問い合わせ申込先

   （財）福島県産業振興センター 技術支援部（テクノ・コム）

     電話：０２４－９５９－１９５１（担当：宇野）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

 【８】「福島県医療福祉機器研究会 製品試作・安全性試験に係わる

    助成事業の募集」のお知らせ

  財団法人福島県産業振興センターおよび福島県では、産学官連携によ

 る研究開発成果を連続的に創出し、併せて既存産業の高度化による医療

 および福祉機器分野における産業クラスターの形成を図るため、うつく

 しま次世代医療産業集積プロジェクトを推進しております。

  このたび、福島県内の法人が行っている医療および福祉機器に関連す



 る研究開発の実用化および製品化を支援するため、製品試作と安全性試

 験にかかる費用の一部を助成することとなりましたのでお知らせいたし

 ます。

  詳細は下記ホームページでご覧下さい。

 http://www.f-open.or.jp/techno.com/iryou/info/2008/05/post_21.php

 １ 事業概要

 （１）製品試作支援事業

   製品化のためブラッシュアップ、デザイン設計を含めた試作品の

  作製にかかる費用を助成

   採択予定数：１２件程度

   助成額：助成対象経費の１／２以内（助成上限額：１，０００千円）

 （２）安全性試験支援

   実用化に向けた性能（機能性、耐久性、安全性等）を確認するため

  の必要な安全性試験（ＥＭＣ試験、動物試験、臨床試験等）にかかる

  費用を助成

   採択予定数：８件程度

   助成額：助成対象経費の１／２以内

   （ア）医療機関医師等による有効性・安全性評価経費 

                     助成上限額：１，５００千円

   （イ）専門家によるコンサルティング経費 助成上限額：５００千円

   ※（ア）および（イ）は同時に申請できるものとする。

 ２ 助成対象製品

   保健・医療用の用具、機器、器材、用品等

 

  ○問い合わせ申込先

    （財）福島県産業振興センター 技術支援部（テクノ・コム）

     電話：０２４－９５９－１９５１（担当：守岡）



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【９】「平成２０年度知的財産権セミナーPart-1（『中小・ベンチャー

    企業向け』と『特許情報検索体験講習会』）」のお知らせ＜New＞！

  社団法人発明協会福島県支部では、中小企業のための知的財産権セミ

 ナーを開催します。本セミナーでは、知的財産権の中の特許権・商標権

 を中心にその制度概要と、中小・ベンチャー企業としての知財戦略をど

 う進めるのか、大企業との戦略の違い等について解説いたします。

  また、特許電子図書館を利用した特許文献等の検索講習会も併せて開

 催いたしますので、是非この機会にご利用ください。

  ○日程  平成２１年２月２１日（土） １１：００～１２：００

  ○場所  コラッセふくしま ３階

       （福島市三河南町１－２０）

  ○講演内容 ・知的財産の概要 ・特許、商標制度の概要

        ・中小・ベンチャー企業としての知的財産権の活用

  ○講師  特許庁産業財産権専門官

  ○参加費 無料

  ○募集人数  ５０名

   詳細は下記ホームページでご覧の上、参加申込書をダウンロード

   していただき、お申し込み下さい。

   http://192.67.236.172/jii/event/ 

  ○問い合わせ申込先

   （社）発明協会福島県支部

     電話：０２４－９５９－３３５１（担当：桐生）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



 【１０】「平成２０年度知的財産権セミナーPart-2（『中小・ベンチャー

    企業向け』）」のお知らせ＜New＞！

  社団法人発明協会福島県支部では、知的財産権の概要とその活用につ

 いてセミナーを開催します。本セミナーでは、知的財産権の中の特許権

 ・商標権を中心にその制度概要と、中小・ベンチャー企業としての知財

 戦略をどう進めるのか、大企業との戦略の違い等について解説いたしま

 す。

 

  ○日程 平成２１年２月２５日（水） １３：３０～１５：３０

  ○場所 ビッグパレットふくしま ３階研修室

      （郡山市安積町日出山北千保19－8）

  ○講演内容 ・身近にある知的財産 ・知的財産権の概念

        ・中小・ベンチャー企業としての知的財産権の活用

  ○講師 幸田国際特許事務所 幸田全弘 氏

  ○参加費 無料

  ○募集人数 ５０名

   詳細は下記ホームページでご覧の上、参加申込書をダウンロード

   していただき、お申し込み下さい。

   http://192.67.236.172/jii/event/

  ○問い合わせ申込先

   （社）発明協会福島県支部

     電話：０２４－９５９－３３５１（担当：桐生）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【１１】「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、平成２１年３月上旬までの開催予定日は次のとおりです。

  詳細については、下記のホームページ（ＨＰ）をご参照下さい。

     開催会場              開催日時

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 郡  山：ハイテクプラザ         ２／２３ (月）  ９：００～

                     ３／２  (月）  ９：００～

 福  島：福島技術支援センター        ２／１７（火） １０：００～

                     ３／９ （月） １０：００～

 会津若松：会津若松技術支援センター   ２／２３（月） １０：００～

 い わ き：いわき技術支援センター      ２／９ （月） １３：００～

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 

  ○問い合わせ申込先

   （社）発明協会福島県支部

     電話：０２４－９５９－３３５１（担当：桐生、吉成）

     ＨＰ：http://192.67.236.172/jii/event/H20soudan.pdf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【１２】「情報セキュリティ対策（持込み可能メディア）について」

  ハイテクプラザでは、企業の皆様が当所の機器を使用して測定したデ

 ータをお持ち帰りになる場合は、予め未使用のブランクディスク（ＣＤ



 －Ｒ、ＤＶＤ、フロッピーディスク。ＵＳＢポート接続機器は不可。）

 のご準備を、お願いしております。

  情報セキュリティ対策のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたし

 ます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【１３】「ボット駆除活動キャンペーン」のお知らせ＜New＞！

  情報セキュリティ政策会議（議長：内閣官房長官）では、毎年２月２

 日を「情報セキュリティの日」と定め、この前後の期間において、情報

 セキュリティの重要性について広く国民へ普及・促進を図る観点から、

 政府機関はもとより、広く他の関係機関、団体の協力の下に、国民各層

 の幅広い参加を得た取組を集中的に推進することとしております。

  総務省では、この趣旨を踏まえ、１月２４日から３月１日までボット

 ウイルスの脅威とその対策の必要性の周知を目的として、「ボット駆除

 活動キャンペーン」を実施しております。

 （※ボットウイルスは、感染をしていても利用者に気づかれないように

 密かに活動を行います。一度感染すると悪意の第三者が、個人個人のパ

 ソコンを遠隔コントロールし、迷惑メールの送信、フィッシング詐欺な

 どの犯罪行為に荷担してしまうばかりか、パソコン内の情報を盗み出し、

 被害を与える危険なウイルスです。）

 参照URL https://www.ccc.go.jp/mic/index.html

  ○問い合わせ先

   ・自治行政局地域情報政策室

     電話：０３－５２５３－５５２５（担当：石川、森岡）

     E-Mail：h3.morioka@soumu.go.jp

   ・情報流通行政局情報セキュリティ対策室



     電話：０３－５２５３－５７４９（担当：竹山、長屋）

     E-Mail：itsecurity@ml.soumu.go.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【あとがき】

  時候的には、「大寒から立春までは一年のうちで最も寒い季節」とされ

 ていますが、このところ、寒さが少し和らいでいる様に感じます。ハイテ

 クプラザの周囲にもほとんど雪がなくなりましたが、皆様の周囲はいかが

 でしょうか。ハイテクプラザでは各種セミナー等もこれから盛んに開催す

 る予定です。技術相談・機器使用・依頼試験同様、皆様のご利用を心より

 お待ちしております。
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