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    平成 24 年 12 月 3 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】 【開催案内】東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた 

機器・装置開発等に係る福島ワークショップのご案内<NEW!!> 

    平成２４年１１月   

     政府・東京電力中長期対策会議研究開発推進本部  

経済産業省 東北経済産業局 

○開催主旨

東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等は、30～40 年の長期にわたるもので、 

これまでに経験のない技術的困難性を伴う課題が多いことから、「政府・東京電力中長期 

対策会議／研究開発推進本部」において研究開発計画を定め、同本部の進捗管理の下で、 

国内外の優れた技術を広範に取り入れながら研究開発を進めていくこととしております。 

経済産業省では、原子力発電所の廃止措置等に向けた機器・装置開発等の研究開発に係

る 

取り組みを地元企業の皆様にご紹介することを通して、地元の産業・技術の振興に資する 

ための取組を進めています。 

本取組の一環として、最新の機器・装置開発等の動向等についてご紹介し、意見交換を

行 

うため、第 2回目のワークショップ（※）を開催することといたしましたので、皆さまの 



ご参加の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

※第 1回目のワークショップは 8月 7日に郡山市で開催しておりますが、今回はそれ以降 

 の進捗等も含めた内容となります。下記プログラムをご覧ください。 

 

※本取組の一環で、地元企業の叡智を結集する取組の一つとして、地元企業が保有する技 

 術や製品等を把握させていただくため、平成 24 年 8 月 7 日～9 月 14 日までの期間、各

社の技術 

 等情報を募集（技術エントリー募集）させていただきました。今回ワークショップ後に

も、 

 地元企業の皆さまから技術等情報を募集させていただきたいと考えております。 

                    記 

○日時  平成 24 年 12 月 19 日（水）13：30～16：30 

 

○場所  コラッセふくしま 5 階 研修室 【定員 100 名】 

     福島市三河南町 1番 20 号 （ＪＲ「福島」駅 西口より徒歩 3分） 

 

○プログラム（平成 24 年 11 月 29 日現在） 

 

１３：３０ 開会挨拶 

 

１３：３５～１４：３５ 

セッション(1)今般の取組に関するプレゼンテーション 

1.今般の取組の背景・目的 

2.中長期ロードマップ及び研究開発計画の概要 

3.現場の状況 

4.技術カタログの活用 

 

１４：３５～１５：１５  

セッション(2) 建屋内の遠隔除染技術の開発について 

1.研究開発の工程、技術カタログの紹介及び当面の予定 

2.質疑応答 

 

＜休憩＞ 

 

１５：２５～１６：０５  



セッション(3) 格納容器漏えい箇所特定~G 疋補修~G 疋内部調査に係る技術の開発につい

て 

1.研究開発の工程、技術カタログの紹介及び当面の予定 

2.質疑応答 

 

１６：０５～１６：２０ 

セッション(4) 地元企業の技術エントリー紹介 

・技術エントリーシートの提出状況 等 

 

１６：３０頃 閉会 

 

○参加申込方法   

【申込期限：平成２４年１２月１４日（金）】 

  下記の参加申し込み専用ウェブサイトより申し込みをお願いします。 

  http://www.murc.jp/fukushima/  

 

＊参加者の氏名・企業名・部署名・御役職を明記の上、電子メール（ fukushima@murc.jp ） 

  または FAX（03-6733-1028）でのお申し込みも可能です。 

 

＊申込に関するお問い合せは、下記事務局（ワークショップ開催に係る受託先）まで 

 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株) 経済・社会政策部 上野 

TEL    : 03-6733-1021  

E-mail : fukushima@murc.jp  

  

○お問い合わせ先  

  資源エネルギー庁 電力・ガス事業部  

    原子力発電所事故収束対応室 遠藤（TEL：03-3580-3051） 

 

  東北経済産業局 地域経済部 

    東日本大震災復興推進室 石川（TEL：022-221-4813） 
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【2】「Future Internet、クラウド、消費電力最適化セミナー」 

 

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 

 



 インターネットや、現在のコンピュータの多くのプラットフォームのベースとなってい 

る UNIX が生まれてから 30－40 年が経ちました。その間に、ネットワークやコンピュータ

の 

利用方法や社会も大きく変化しました。その結果、古いシステム、アーキテクチャのまま 

では、現在のニーズに十分応えることができなかったり、十分なセキュリティを確保する 

ことができなくなったりしています。このような状況下で、米国の US-Ignite や EU の FP7,

日 

本の Akari プロジェクトなどで、本当に「ポストインターネット」が構築されようとして

い 

ます。(今までに、何度か現れては消えた「ポストインターネット」とは異なっています)。 

これらの新しい情報基盤の動き、クラウドについて紹介した上で、これらの新しい動きを 

利用してネットワーク全体で消費電力を最適化する方法について、解説いたします。コン 

ピュータ、ネットワーク、システムの新しい動き、より社会や人々の役にたつコンピュー 

タ、ネットワーク、システムの開発・研究につながるようなお話ですので、ぜひご参加く 

ださい。（無料セミナーです。） 

 

○日時  平成 24 年 12 月 12 日（水）13：30～16：30 

 

○場所  福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台 1-12） 研修室 

 

○受講料  無 料 

 

○講師  会津大学 教授 林 隆史 氏 

 

○定員  30 名     

 

○締め切り  平成 24 年 12 月 10 日（月） 

  

○申込・お問い合わせ先  

（公財）福島県産業振興センター技術支援部（テクノ・コム）担当：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 
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【3】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 

 ・日程及び場所 

 

    [福島]  12 月 4 日（火）9:00～12:00 

         ハイテクプラザ福島技術支援センター 

 

    [いわき]  1 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 

 

    [福島]   2 月 19 日（火）9:00～12:00 

         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。 

 

○申込・お問い合わせ先 

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） 

TEL    : 024-959-3351 

FAX    : 024-963-0264 

E-mail : j3i-f@nifty.com 

URL   : http://www.fukushima-i.org/ 
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【4】 [知財総合支援窓口]のご案内 

 

   ☆ ☆ 知的財産権に関する無料相談窓口 ☆ ☆ 

 

○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、知的財産権（特許、実用新案、意匠、商標、著作権など）に関 

する無料相談窓口として、知財総合支援窓口を開設しております。 

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。 

・必要に応じて、訪問相談も行っております。 

 

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。 

お気軽に、知財総合支援窓口へご連絡ください。 

秘密厳守で対応いたします。 

 

 

○お問い合わせ先 

知財総合支援窓口（一般社団法人福島県発明協会） 

 

TEL ：（窓口直通）    024-963-0242 

    （ナビダイヤル）  0570-82100 

FAX ：024-963-0264 

URL ： http://www.fukushima-i.org/ 

e-mail：上記 URL から各窓口担当のメールアドレスをご確認ください。 
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【あとがき】 

  福島県内も、急に気温が低下し、路面の凍結や、雪が降り積もる季節となりました。 

 お車でハイテクプラザへお越しの際は、スタッドレスタイヤ等を履いて、 

安全運転でいらしてください。また、郡山市にありますハイテクプラザの駐車場入り口は 

坂道となっておりますので、お越しの際、十分にお気を付けください。 

 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 

TEL：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 

 

 

 

 

  

  

  


