
ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第１７０号

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

平成２４年５月１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】「４研究会合同セミナー」のご案内<New!!> 

○内 容

（１）講演「秋田輸送機コンソーシアムの歩み」

秋田県産業技術センター 技術イノベーション部

主任研究員（兼）班長 斉藤耕治 氏

講演（仮題）「日本の航空宇宙産業について」

東北経済産業局 地域経済部  産業技術課

総括係長  酒井原啓人  氏

（２）平成２４年度の研究会運営の全体方針について（産学連携科）

○日 時   平成２４年５月８日（火）１３：３０から１６：００まで 

○場 所 福島県ハイテクプラザ ３階会議室（郡山市待池台１－１２） 

○受講料  無料 

○申  込 平成２４年５月２日（水） 

ikeda_shinya_01@pref.fukushima.lg.jp 宛 メールでお申し込みください。 

記載必須事項・・・貴社名、所属、出席者のお名前、電話番号、FAX 番号 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

航空・宇宙関連産業へのチャレンジは、この１、２年が勝負と



見られています。今回の講演では、東北の先進県の状況を伺うほか、 

日本全体から見た東北の状況などについてご講演いただきます。 

航空・宇宙産業という枠にとらわれず、幅広い分野への展開が 

見込まれますので、奮ってご参加ください！ 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【2】福島県再生可能エネルギー等研究開発補助事業補助金の募集 

   について<New!!> 

 

 県では、再生可能エネルギー利用及び循環型社会、低炭素化社会実現に 

向け、再生可能エネルギー等技術に関する研究開発を促進することを目的 

として、県内の事業者及び大学等に対し、その経費の一部を補助する制度 

を設けております。 

 つきましては、補助対象となる事業を募集いたします。 

 詳しくは、こちらのホームページをご覧ください。 

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/contents?CONTENTS_ID=28546  

 

○対象者   

  県内に主な事業所を置く法人格を有する事業者又は県内の大学等 

 

○対象事業  

  以下のいずれかにかかる研究開発で、業界・市場ニーズに基づく製品化 

を目的に行う事業とします。 

・ 創エネルギー技術（太陽光、風力、バイオマス等関連技術） 

・ 蓄エネルギー技術（リチウム二次電池、アルカリ二次電池等関連技術） 

・ 省エネルギー技術（ＬＥＤ照明、ヒートポンプ、エコ製品等関連技術） 

 

○対象経費  

  機械設備費、消耗品費、旅費、報償費、委託費、通信運搬費、リース料 

 

○補助率及び補助限度額 

  補助対象経費の１／２以内で、最大２５０万円 

 

○募集期間 

  平成２４年４月２７日（金）～６月１日（金）※当日消印有効 



 

＜連絡先及び応募先＞ 

 福島県 商工労働部 産業創出課 

 〒960-8670 福島市杉妻町 2-16（県庁西庁舎 10 階）  

 電 話：024-521-8286 

 ＦＡＸ：024-521-7935 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【3】「公益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）研修」のお知らせ＜New!!＞ 

 

  公益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） 

とハイテクプラザでは、県内企業の皆様を対象とした研修を実施して 

おります。皆様のお申し込みをお待ちしております。 

 

【電子計測器の基礎セミナー】 

主催 （公財）福島県産業振興センター 共催 福島県ハイテクプラザ 

  

 本セミナーでは、電気・電子技術者にとって必要な基礎電子計測器の 

用途、使用法について、実習を交えて学習して頂きます。基礎的な研修 

となりますので、経験の浅い方、または、基礎を確認したい方の参加を 

お待ちしております。 

 

○日 時  平成２４年６月６日（水）午前１０時から午後４時 

○内 容   

（１）デジタル・マルチメータの使い方と仕様 

（２）信号発生器の使い方と仕様 

（３）周波数カウンタの使い方と仕様 

（４）オシロスコープの使い方と仕様 

（５）スペクトラムアナライザの使い方と仕様 

（６）パワーアナライザの使い方と仕様 

（７）生産ラインにおける測定器の取扱、トラブルの解決方法 

○場 所  福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台 1-12）１階 研修室 

○受講料  ２，０００円（消費税を含む）） 

○講 師    岩通計測株式会社 

○定 員  １２名   



○締 切  平成２４年５月２５日（金）※定員になり次第締め切ります。  

○申込・問合先 

（公財）福島県産業振興センター技術支援部（テクノ・コム) 竹内 

 〒963-0215 郡山市待池台 1-12（福島県ハイテクプラザ内）  

   Tel    : 024-959-1929   Fax : 024-959-1889  

 E-ｍail  : f-tech@f-open.or.jp 

 URL      : http://fukushima-techno.com/  

 

【ノイズ計測の新手法】 

主催 （公財）福島県産業振興センター 共催 福島県ハイテクプラザ 

  

  爆発的な無線技術の発達により、従来の有線通信は無線通信へと急速に 

置き換わっており、組込システムの設計の４０％近くがワイヤレスに対応 

しつつあります。このトレンドに必須となるスペクトラム測定やデジタル 

通信解析の基礎と、時間相関のとれた可視化デバックの手法をご紹介いた 

します。また、電子機器の高機能化に伴う深刻化するノイズ対策や、多く 

の機器に使用されているスイッチング電源などの影響における測定課題な 

どを、最新計測器により解決する手法で視覚的にわかりやすく解説します。 

  

○日 時  平成２４年５月１５日（火）午後１：３０から午後４：３０ 

○場 所  福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台 1-12）１階 研修室 

○受講料  無料 

○講 師    テクトロニクス社 アプリケーションエンジニア 中塚 修司 氏 

○定 員  ３０名   

○締 切  平成２４年４月２７日（金）  

○申込方法  ホームページ掲載の受講申込書に必要事項を御記入の上、 

            ＦＡＸまたは E-mail でお送りください。 

○申込・問合先 

（公財）福島県産業振興センター技術支援部（テクノ・コム竹内) 

 〒963-0215 郡山市待池台 1-12（福島県ハイテクプラザ内）  

   Tel    : 024-959-1929   Fax : 024-959-1889  

 E-ｍail  : f-tech@f-open.or.jp 

 URL      : http://fukushima-techno.com/             

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【4】ふくしま知的財産支援センターからのお知らせ＜New!!＞ 



 

○知財専門家巡回相談会 

 弁理士による、知的財産権に関する無料の相談会を開催します。 

 ・主催 福島県 

 ・日程および場所    

    ５月２２日（火）13:00～16:00 

       ハイテクプラザいわき技術支援センター 

 

    ６月１９日（火）09:00～12:00 

    ハイテクプラザ福島技術支援センター 

 

 ・予約制ですので、事前に下記へご連絡をお願いします。 

      

○お問い合わせ先 

 ふくしま知的財産支援センター（一般社団法人福島県発明協会） 

   電話： 024-959-3351 

   （ URL：http://www.fukushima-i.org/ ） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【5】［知財総合支援窓口］のご案内 

 

○知財総合支援窓口 

  一般社団法人福島県発明協会（ふくしま知的財産支援センター）で 

は、東北経済産業局特許室より特許等取得活用支援事業の委託を受け、 

知財総合支援窓口を開設しました。 

知財総合支援窓口には、窓口担当者（知財アドバイザー）が常駐し 

て、中小企業等が抱える課題の解決に向けて、相談・支援を無料にて 

行っています。 

・窓口担当者が課題を把握し、最適な解決策を提案します。 

・専門性の高い課題は、知財専門家と共同で解決支援いたします。 

・知財以外の支援が適切な場合は、他の支援機関をご紹介します。 

経営課題の解決に知的財産が活用できるかもしれません。 

まずは、知財総合支援窓口へご相談ください。 

秘密厳守で対応します。 

 

○お問い合わせ先 



  電話（窓口直通）    024-963-0242 

    （ナビダイヤル）  0570-82100 

  一般社団法人福島県発明協会（ふくしま知的財産支援センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【6】「知的財産権戦略的活用ガイドブック」配布のお知らせ 

 

 一般社団法人福島県発明協会では、県内の知的財産権の活用に関する 

 ガイドブックを作成しました。 

 配布をご希望の方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。 

 

○お問い合わせ先 

 電話（窓口直通）    024-963-0242 

    （ナビダイヤル）0570-82100 

 一般社団法人福島県発明協会（ふくしま知的財産支援センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

【あとがき】 

 福島県内暖かい日が続いておりますが、しっかり水分補給をして、 

体調管理には十分に気を付けて連休を過ごしましょう。 

  ハイテクプラザでは保有機器の貸出し、技術相談、依頼試験などを 

行っております。皆様のご利用を心よりお持ちしております。 

=================================================== 

「バックナンバーのお知らせ」 

ハイテクプラザ・ニュースフラッシュのバックナンバーは 

は、下記のホームページにありますので、ご利用ください。 

ハイテクプラザＨＰ ： 

http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/information/backnumber.html 

まぐまぐＨＰ：http://archive.mag2.com/0001382352/index.html 

=================================================== 

【編集・発行】 

〒963-0215 

郡山市待池台１－１２ 

福島県ハイテクプラザ企画連携部企画管理科 

電話: 024-959-1736 FAX: 024-959-1761 



ＨＰ：http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/ 

○ハイテクプラザ・ニュースフラッシュの記事については、私的利 

用の範囲内で使用していただき、無断転載、無断コピーなどはご 

遠慮ください。 

◎ハイテクプラザ・ニュースフラッシュの配信停止はこちら 

⇒ http://archive.mag2.com/0001382352/index.html 


