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    ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第６１号
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                   平成１９年１１月５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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 ■「ハイテクプラザ事業説明＆技術相談会 in 白河」のご案内

  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）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「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
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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。

  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
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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

   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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 ■「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)に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）
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 ■「メディカルクリエーションふくしま２００７」のお知らせ

  今年度で３回目を迎える「メディカルクリエーションふくしま

 ２００７」は、医療機器等の生産に必要な素材や加工技術等の展示

 に焦点をおき、多くの医療機器メーカー等関係者の来場を見込んだ

 ＭＤ＆Ｍ（Medical Design＆Manufacturing）型展示会です。県内

 は勿論、関東・関西圏から選りすぐりのものづくり企業が、素材・

 材料や製造プロセスなど優れた技術を展示いたします。是非、

 この絶好の機会に優秀なものづくり技術に触れて頂きますよう、

 ご案内申し上げます。

 ○会 期 平成１９年１１月１６日（金）～１７日（土）

        １０：００～１７：００（両日とも）

 ○会 場 ビッグパレットふくしま（入場無料）

 ○出展企業・機関数 ９０団体（１２０ブース）

 《併催セミナー》

 □「薬事法セミナー」

  ○日時 平成１９年１１月１６日（金）１０：３０～１４：００

  ○会場 １階 コンベンションホール （入場無料）

  ○テーマ「医療機器委受託製造の品質確保のキーポイント」

  ○定員：３５０名（申し込み要 定員になりしだい締め切ります）



 □「福島県医療福祉機器研究会」

  ○日時 平成１９年１１月１６日（金）１４：００～１６：００

  ○会場 １階 コンベンションホール （入場無料）

  ○テーマ「攻めのものづくり、今後のビジネス戦略」(パネルディスカッション）

  ○定員：１５０名（申し込み要）

 □「医療機器安全対策セミナー」

  ○日時 平成１９年１１月１６日（金）１４：３０～１６：３０

  ○会場 １階 コンベンションホール （入場無料）

  ○テーマ「機器の安全管理をどう進めればよいか」

  ○定員：３５０名（申し込み要）

 □「福島県医療福祉機器フォーラム」

  ○日時 平成１９年１１月１７日（土）１６：００～１８：００

  ○会場 １階 コンベンションホール （入場無料）

  ○テーマ「不妊治療の最前線Ⅱ」～生殖補助医療と工学の融合～

  ○特別講演「Differences between natural and ICSI fertilization」

  ○定員：３５０名（申し込み要）

  ※詳しくは以下のＨＰをご参照下さい。

   http://www.f-open.or.jp/techno.com/iryou/info/2007/10/2007_4.php

 ○お問い合せ先

  (財)福島県産業振興センター 技術支援部(テクノ・コム)

  電話：０２４－９５９－１９５１（担当：須田）

  E-Mail：mc2007@f-open.or.jp
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 ■「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
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 ■「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/
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 ■「ものづくり技術連携フェアｉｎ柏崎」のお知らせ

  柏崎技術開発振興協会では、柏崎市内外の企業の優れたものづく

 り技術を紹介し交流を図るため、シャープ亀山第２工場の建設プロ

 ジェクトリーダーが液晶の未来を語るほか、技術プレゼンテーショ

 ン等を行います。

 

 ○日 時  平成１９年１１月２７日（火）

        １２：００～１６：３０ ポスターセッション



        １２：４５～１４：３０ 特別講演会

         シャープ(株) 液晶生産技術開発本部

          本部長 矢野耕三氏

        １４：３０～１５：３０ 技術プレゼンテーション

        １５：３０～１７：３０ 柏崎企業見学ツアー

          Ａコース (株)リケン柏崎工場

          Ｂコース (株)アドバネクス柏崎工場

        １８：００～ 交流会（参加費４，０００円） 

 ○場 所  メトロポリタン松島

 ○参加費  無料（交流会以外） 定員になり次第、締め切ります。

 ○定 員  ３００名（特別講演会）、５０名（見学ツアー）

 ○お申込み・お問合せ先

  （財）にいがた産業創造機構 テクノプラザ

      電話：０２５８－４６－４１０６

       URL:http://www.iri.pref.niigata.jp/news/monozukuri2007.html
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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、１１月中旬から１２月中旬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      12/ 3（月） 9:00～12:00

  福  島：福島技術支援センター   12/18（火）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

  い わ き：いわき技術支援センター  12/10（月）13:00～16:00 

  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

  このところ、偽装表示のニュースが毎日のように取り沙汰されて

 おり、何を信じて良いのやら・・というのが実感ではないでしょう

 か。我が家でも、体重計の偽装表示（単なる故障ですが）のため、

 順調に減少していたはずが、実際は大幅に増えていたことが明らか

 になり、ショックでした。結局、新品に交換していただきましたが、

 失った時間は取り戻せません（と言いますか、ついてしまった脂肪

 は簡単には減らせません）。

  さて、ハイテクプラザもこの様なことにはならないよう気を引き

 締め、信頼される機関であり続けたいと考えております。

  つきましては、より多くの方々に、業務をご理解いただき、そし



 てご利用いただくために、事業説明＆技術相談会を各地で開催して

 おります。１１月８日には白河市で開催いたしますので、是非、お

 越し下さい。
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