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                    平成１９年９月３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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 ■「福島県組込み技術研究会」会員募集のご案内

  福島県ハイテクプラザでは、県内の組込み関係企業および参入を

 計画中の企業を対象に「福島県組込み技術研究会」を開催いたしま

 す。

  今年度は全２回の開催を予定しており、現在組込みに求められて

 いる信頼性と機能安全がテーマとなります。

  参加は無料です。お気軽にご参加ください。

 ○開催日時およびテーマ

  第１回

   日 時 平成１９年 ９月２１日（金）

       １３：３０～１６：３０

   テーマ 「高信頼システムの評価と設計」

   講 師 仙台電波工業高等専門学校

       情報工学科 教授 鹿股昭雄 氏

  第２回

   日 時 平成１９年１０月１２日（金）

       １３：３０～１６：３０

   テーマ 「クルマから学ぶ組込み技術」

        ～制御ソフトウェア開発と機能安全～



   講 師 株式会社ヴィッツ

       開発第三部 部長 服部博行 氏

       （ＵＲＬ：http://www.witz-inc.co.jp/）

 ○場 所  ハイテクプラザ会議室（３階）

 ○会 費  無料

 ○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 ９月１９日（水）

 ○お問い合わせ先

   研究開発部システム技術グループ

    電話：０２４－９５９－１７３９（担当：尾形、平山）

    ＨＰ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■「電波暗室 貸し出し停止」のご案内

 

  ハイテクプラザの電波暗室は、電波暗室の測定システム定期校正

 のため、貸し出しを平成１９年９月１０日から約１ヶ月間停止させ

 ていただきます。貸し出し再開時期については、決まり次第お知ら

 せいたします。

  ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

 す。

 ○お問い合わせ先

   企画支援部連携支援グループ

    電話：０２４－９５９－１７４１（担当：須藤、長尾）
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 ■「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。

  第１回の募集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

   第２回 平成１９年１０月 ５日（金）

    （緊急の際には随時に受付も可能ですのでご相談ください）

   ※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

   企画支援部連携支援グループ

    電話：０２４－９５９－１７４１（担当：丸山、橋本真）

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

   企画支援部連携支援グループ

    電話：０２４－９５９－１７４１（担当：丸山、橋本真）

    ＨＰ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■「ＥＭＣセミナー」のお知らせ

  情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）では、ハイ

 テクプラザと共催でＥＭＣセミナーを開催いたします。

  電子機器製造において、ＥＭＣ対策は避けて通れないものですが、

 本セミナーでは、ＶＣＣＩの各専門委員の方より、日本国内におけ

 るＥＭＣ規制内容および国際規格の動向、新たに導入された機器組

 み込みユニット（キットモジュール）への規制等について説明いた



 します。ノイズの発生メカニズムについてシミュレーションをまじ

 えての解説もありますので、是非ご参加下さい。

 

 ○内 容

  （１）ＶＣＣＩの役割

  （２）ＶＣＣＩ市場抜取

  （３）海外規制状況と今後の動向

  （４）ＶＣＣＩ規約と今後の動向

  （５）電磁波伝搬とノイズ発生メカニズム

 ○日 時 平成１９年１０月１９日（金）１３：００～１７：００

 ○場 所 ハイテクプラザ 多目的ホール

 ○受講料 無料

 ○定 員 ５０名  

 ○締 切 平成１９年９月２８日（金）

 ○お問合せ・お申し込み先

   企画支援部連携支援グループ

    電話  ：０２４－９５９－１７４１（担当：須藤）

    E-ｍail:emc＠fukushima-iri.go.jp  

    ＨＰ  ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■セミナー「成形シミュレーション（ＣＡＥ）の活用法」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、金型製造コスト削減や納期短縮に活用される成形シミュレーシ

 ョンの効果および限界について紹介するセミナーを開催いたします。

 ○開催日時 平成１９年９月２０日（木） 



       １３：３０～１６：４５

 ○内容および講師

       「成形シミュレーション（ＣＡＥ）について」

        （有）エムアンドエムリサーチ

          伊藤 耿一 氏

       「プレス用シミュレーションソフトPAM-STAMP2Gのご紹介」

        日本イーエスアイ（株） 小川 孝行 氏

       「成形スプリングバックの予測と対策手法」

        （有）エムアンドエムリサーチ 植松 元 氏

       「プレス加工におけるシミュレーション適用事例」

        （株）ウチダソーキ 佐々木 泰孝 氏

 ○場 所  ハイテクプラザ研修室（１階）

 ○受講料  ２，０００円（消費税込み）

 ○定 員  ５０名

 ○申込締切 平成１９年９月１０日（月）

 ○お問合せ・お申し込み先

  （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）

    ＨＰ：http://www.f-open.or.jp/techno.com/
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 ■ 「ＦＰＧＡ によるディジタル回路の設計法」研修のお知らせ

  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、「見てわかるＶＨＤＬ」の著者である坂巻佳壽美氏をお招きし

 て、ＦＰＧＡを使った回路設計法を修得します。３日間の研修受講

 後にはＦＰＧＡを使った製品設計が可能になります。



 ○講 師  地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

       研究開発部 坂巻佳壽美氏

 ○日 程  平成１９年１０月１７日（水）～１９日（金）

       ３日間 

       １０：００～１７；：００

 ○会 場  ハイテクプラザ 電子応用実習室（２階）

 ○受講料  １５，０００円（消費税込み）

 ○定 員  １６名

 ○申込締切 平成１９年９月１０日(月)必着

 ○お問合せ先

   ハイテクプラザ研究開発部システム技術グループ

      電話：０２４－９５９－１７３９（担当：大内）

 ○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）

      E-Mail：f-tech@f-open.or.jp

      URL:http://www.f-open.or.jp/techno.com/
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 ■ 「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、９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       9/ 3（月） 9:00～12:00

  福  島：福島技術支援センター   9/18（火）10:00～12:00

  会津若松：会津若松技術支援センター 9/10（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/    
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 ■ あとがき

  朝夕は幾らか過ごし易くなり、何となく秋の気配が感じられるよ

 うになりました。

  さて、秋といえば、○○の秋！というのが定番でありますが、

 私どもにとっては、イベントの秋でもあります。様々な機関の皆さ

 まからお声をかけていただき、特に９月～１１月は、多くのイベン

 トに出展させていただいております。

  まずは「ビジネスフェア・夢商い」（９／９、南東北総合卸セン

 ター）を手始めに「ふくしまユニバーサルデザインフェア」（９／

 ２８～３０、ビッグパレットふくしま）、「人権啓発フェスティバ



 ル」（１０／７～８、ビッグパレットふくしま）と続きます。

  お時間がございましたら、お越しいただけると幸いです。
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