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【１】「ふくしま産学官連携フェア＆特許ビジネスセミナー」のご案内 

 

１．内容  

 “９割の日本企業が特許を取っても利益に結びついていない”これは 

基調講演者の著書『御社の特許戦略がダメな理由』の一文です。近年、 

日本は知的財産権の強化を産学官民あげて推し進めてきましたが、その 

結果がこの様な現状です。  

 本セミナーでは、この厳しい状況を打破するために、「どうすれば知 

財で利益を生むことができるのか」、産学官の各代表者から成功事例を 

交え紹介いただき、その答えを導き出してまいります。  

 「特許を生かし切れていない」、「特許は本当に役立つのか」とお嘆 

きの経営者や大学関係者、知財部門・財務部門の皆様、さらには支援機 

関の皆様、是非、ご参加ください。   

 

２．日時 平成 22 年 11 月 9 日（火）13:00～16:45  

 

３．会場 ビッグパレットふくしま コンベンションホールＢ 

     （郡山市南 2-52）  

 

４．主催 福島県（商工労働部 産業創出課、ハイテクプラザ）  

 

５．共催 (公財)福島県産業振興センター、(社)発明協会福島県支部  

 

６．対象 県内企業経営者・技術者、大学関係者、産業支援機関職員、 

     自治体職員等  

 

７．参加費 無料  

 

８．プログラム  

  Ⅰ開会挨拶（13:00～13:10）  

  Ⅱ基調講演（13:10～14:30）  

   「御社の特許戦略がダメな理由～企業と大学の知財戦略～」  

     講師：長谷川知財戦略コンサルティング  

                   代表 弁理士 長谷川曉司 氏  

  Ⅲパネルディスカッション（14:45～16:45）  

   「企業を生かす知財戦略と産学官連携」  



     コーディネーター：会津大学 特任教授  

              知的財産管理アドバイザー 重田暁彦 氏  

     パネラー：日東紡績株式会社 知的財産Ｇ課長 本郷昌弘 氏  

          株式会社コンド電機 代表取締役  近藤善一 氏  

          吉川特許事務所 所長       吉川勝郎 氏  

          福島県産業創出課 課長      仲井康通  

     アドバイザー：長谷川知財戦略コンサルティング  

                   代表 弁理士 長谷川曉司 氏  

 

９．申込み方法・締切  

 ホームページ掲載の「聴講申込書」をご利用の上、  

 ハイテクプラザ企画連携部 産学連携科へ FAX して下さい。 

  聴講申込書（PDF 形式 273kb）  

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H22tokkyobusiness.pdf  

 

 ホームページもご覧ください。 

  http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id761.php 

 

○申し込み、お問い合わせ先  

  ハイテクプラザ企画連携部産学連携科（担当：橋本真） 

   電話 ：０２４－９５９－１７４１ 

   FAX  ：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【２】「ものづくりに関する講演会＆技術相談会 in 富岡(11/17)」の 

   ご案内 

 

１．内容  

 ハイテクプラザの職員が出向いて地域の企業等の皆様からの技術相談 

を"無料"でお受けする「出前技術相談会」と大学等のシーズを活用した 

「これからのものづくり」に関する講演会を併せて行う「ものづくりに 

関する講演会＆技術相談会 in 富岡」を開催いたします。  

 個別相談会では、県内の産業支援機関等の協力により、「技術」「農 

商工連携」「知的財産」「経営」の各分野に広く対応いたします。講演 

会では、福島大学地域創造支援センターの副センター長である丹治惣兵 



衛教授を講師に迎え御講演いただくとともに、参加した各支援機関が得 

意とする支援メニューについて分かりやすく説明いたします。  

 参加は無料です。皆様の多数の参加をお待ちしております。  

 

２．日時 平成 22 年 11 月 17 日（水）13:00～16:00  

 

３．会場 富岡町文化交流センター"学びの森"生涯学習館  

     住所：双葉郡富岡町大字本岡字王塚６２２－１  

     TEL：0240-22-2626（富岡町教育委員会 生涯学習課）  

 

４．主催 福島県（相双地方振興局、ハイテクプラザ）  

 

５．共催 富岡町、（公財）福島県産業振興センター、 

     （社）発明協会福島県支部  

 

６．対象 相双地域、特に双葉郡内の企業経営者、技術者等一般  

 

７．料金等 当日の参加、相談は無料です。  

 

８．プログラム  

 ◎講演＆事業紹介（１３：００～１５：１５）  

  ○挨拶   １３：００  

  ○講演   １３：０５～１４：０５  

   「相双地域におけるこれからのものづくり」 

    国立大学法人福島大学 地域創造支援センター   

        副センター長／教授 丹治惣兵衛 氏  

  ○事業紹介 １４：１５～１５：１５  

   ・ハイテクプラザ  

   ・県産品加工支援センター  

   ・公益財団法人福島県産業振興センター  

   ・社団法人発明協会福島県支部  

   ・株式会社ゆめサポート南相馬  

 ◎技術相談会（１３：００～１６：００）  

   ・事前に予約を受け付けます。（時間指定）  

   ・当日飛び込みの相談も対応します。  

     （但し、事前予約が優先となりますので、事前の申し込みを 



      お勧めします。）  

 

 注意：「講演＆事業紹介」と「技術相談会」は時間を並行して開催し 

    ます。講演聴講と技術相談の両方を希望する場合には、相談希 

    望時間に御注意下さい。  

 

 －－－相談事例のご紹介－－－  

  相談事例( PDF 形式・13KB )  

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H22demae_soudannlist.pdf 

  相談事例(Q&A)( PDF 形式・18KB ) 

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H22demae_soudanQA.pdf 

 

９．申込み方法・締切  

 次の「参加申込書」をご利用の上、平成 22 年 11 月 11 日(木)までに、ハ 

イテクプラザ企画連携部産学連携科へ FAX にてお申し込み下さい。  

 なお、相談時間が重なった場合は、申込み順を優先いたします。  

 

  参加申込書( PDF 形式・372KB ) 

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H221117demae_tomioka.pdf 

 

ホームページ http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id769.php 

 

○申し込み、お問い合わせ先  

  ハイテクプラザ企画連携部産学連携科（担当：平山） 

   電話 ：０２４－９５９－１７４１ 

   FAX  ：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【３】「個別相談会＆支援事業説明会 in 矢吹(11/18)」のご案内 

 

１．内容  

 ハイテクプラザの職員が出向いて地域の企業等の皆様からの技術相談 

を“無料”でお受けする「福島県ハイテクプラザ個別相談会＆支援事業 

説明会 in 矢吹」を開催いたします。 

 個別相談会では、県内の産業支援機関等の協力により、「技術」「農 



商工連携」「知的財産」「経営」の各分野に広く対応いたします。支援 

事業説明会では、各機関が得意とする支援メニューについて分かりやす 

く説明いたします。  

 参加は無料です。皆様の多数の参加をお待ちしております。  

 

２．日時 平成 22 年 11 月 18 日（木）14:00～17:00  

 

３．会場 ホテルニュー日活 

        （西白河郡矢吹町大町 44-1 電話 0248-42-3721）  

 

４．主催 福島県（ハイテクプラザ、県南地方振興局）  

 

５．共催 矢吹町、公益財団法人福島県産業振興センター、 

     社団法人発明協会福島県支部  

 

６．対象 主に県南地域の企業経営者、技術者等一般  

 

７．料金等 当日の参加、相談は無料です。  

 

８．プログラム  

 ◎個別相談会   １４：００～１６：３０  

   ・事前に予約を受け付けます。（時間指定）  

   ・当日飛び込みの相談も対応します。  

     （但し、事前予約が優先となりますので、事前の申し込みを 

      お勧めします。）  

 ◎支援事業説明会  

  ○挨拶     １６：００    

  ○支援事業説明 １６：０５～１７：００  

   ・ハイテクプラザ  

   ・県産品加工支援センター  

   ・公益財団法人福島県産業振興センター  

   ・一般社団法人産業サポート白河  

   ・社団法人発明協会福島県支部  

 ※入退出は自由です。  

  相談は御来場頂ければ個別に対応します。  

 



 －－－相談事例のご紹介－－－  

  相談事例( PDF 形式・13KB )  

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H22demae_soudannlist.pdf 

  相談事例(Q&A)( PDF 形式・18KB ) 

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H22demae_soudanQA.pdf 

 

９．申込み方法・締切  

 ハイテクプラザホームページ掲載の「参加申込書」をご利用の上、平 

成 22 年 11 月 12 日(金)までに、下記ハイテクプラザ企画連携部産学連携科 

へ FAX にてお申し込み下さい。  

 なお、相談時間が重なった場合は、申込み順を優先いたします。  

 

ホームページ http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id766.php 

 

○申し込み、お問い合わせ先  

  ハイテクプラザ企画連携部産学連携科（担当：平山） 

   電話 ：０２４－９５９－１７４１ 

   FAX  ：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【４】「環境・新エネルギー新製品・新技術開発支援事業 講演会」 

   (12/8)開催のご案内 

 

  ～炭素繊維による運輸部門の省エネルギー戦略と技術課題～ 

 

１．内容 

 輸送機器の軽量化が燃費向上や温暖化対策に効果的であることは明ら 

かですが、超軽量構造材である炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ） 

は、コスト・量産性・リサイクル性等の観点から汎用輸送機器にはほと 

んど採用されていないのが現状です。 

 しかしながら、今後の人口増加・経済発展が、現在以上のグローバル 

な環境・エネルギー問題を引き起こすのは遠い未来のことではなく、そ 

の問題解決のために適応可能な省エネ技術を総動員する必要があります。 

 今回は、省エネ・地球温暖化対策技術としてのＣＦＲＰによる輸送機 

器の超軽量化技術のポテンシャルと開発動向・課題について、わかりや 



すく講演していただきます。 

 

２．主催 福島県ハイテクプラザ 

 

３．日時 平成 22 年 12 月 8 日（水）13:30～15:00 

 

４．場所 福島県ハイテクプラザ 研修室 

     （郡山市待池台 1-12） 

 

５．講師 東京大学 工学系研究科 

     システム創成学専攻 教授 高橋淳氏  

 

６．受講料 無料  

   

７．定員 ６０名（定員になり次第締め切ります） 

 

８．締め切り 平成２２年１２月３日（金） 

 

９．申し込み 

 ハイテクプラザホームページ掲載の申込書に必要事項を記載の上、 

FAX または E-mail にてお申し込みください。 

 

ホームページ http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id767.php 

 

○申し込み、お問い合わせ先  

  ハイテクプラザ企画連携部産学連携科（担当：菊地） 

   電話 ：０２４－９５９－１７４１ 

   FAX  ：０２４－９５９－１７６１ 

   Email：tkkikuti@fukushima-iri.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【５】「(公財)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。 

 

○ＩＳＯ１４００１内部監査員養成セミナー(4) 

 内 容 環境マネジメントシステムをどのように構築し、実践すれば 

     よいのか事例研究と実施演習をまじえて解説します。 

 日 程 １２月２・３・９・１０日 ９：３０～１６：３０ 

 受講料 ２０，０００円 

 場 所 福島県ハイテクプラザ研修室 

 定 員 ２４名 

 締 切 １１月５日 

 

お申し込みについては下記技術支援部（テクノ・コム）ホームページを  

ご覧いただくか、テクノ・コムまでお問い合わせください。  

 

 ＨＰ：http://fukushima-techno.com/training/ 

 

○お問い合わせ先 

  （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 

  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【６】相双技塾 2010（産業人材育成プログラム）「メカトロニクス総合 

   演習」のご案内 ＜New＞ 

 

 地域産業の人材育成に対する支援策として、産学官連携により産業人 

材育成プログラムを構築し、平成 19 年度から『相双技塾（そうそうぎ 

じゅく）』として実施しています。 

 現在、以下のコースを募集中ですので、お知らせします。 

 

○メカトロニクス総合演習１、２（ロボットキットの製作） 

 日 時 11/25(木) 13:15～19:30（16:15～16:30 休憩） 

 講 師 福島大学 高橋隆行副学長 

 会 場 テクノアカデミー浜 実習室（定員 20 名、受講無料） 

 



 内容は下記ＨＰを参照ください。 

 

 http://www.pref.fukushima.jp/soso/shinko/html/gijuku/gijuku10.htm 

 

○お問い合わせ先 

 福島県相双地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課 

  〒975-0031 南相馬市原町区錦町 1-30 

 電 話：０２４４－２６－１１４２ 

 ＦＡＸ：０２４４－２６－１１２０ 

 E-mail：souso.kikakushoukou@pref.fukushima.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【７】特定実験試験局制度のご案内 ＜New＞ 

 

 実験や試験等のために使用する無線局を開設するための、特定実験試 

験局制度をご存じですか。  

 この制度は、総務省が平成 16 年度に制度化したもので、条件を満たせ 

ば申請から概ね 1～2週間で免許を受けることができ、早期に実験用無線 

局を開局することが可能です。詳細は、下記 URL をご覧ください。  

 

 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/spexp/index.htm  

 

○お問合せ先 

 東北総合通信局無線通信部企画調整課  

 電 話：０２２－２２１－０７０２ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【８】「平成２２年度 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の主催により、ハイテクプラザ及び各技 

術支援センターにおいて、特許・実用新案・意匠・商標・著作権等、知 

的財産権に関する相談を無料で受ける無料発明相談会を開催します。 

 ご相談は予約制ですので、日程表をご確認のうえ、社団法人発明協会 

福島県支部まで電話にてお申し込み下さい。 



 

○日時・場所等（日程表） 

 下記ホームページの日程表をご覧下さい。 

 http://www.fukushima-iri.jp/uploads/niteihyou.pdf 

 

○お申込み方法 

 社団法人発明協会福島県支部まで、電話でお申し込みください。 

 

○平成２２年１１月の開催予定日は次のとおりです。 

       開催会場          開催日時 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 郡  山：福島県ハイテクプラザ    11/ 8（月）( 9:00～) 

 会津若松：会津若松技術支援センター  11/15（月）( 9:00～) 

 郡  山：福島県ハイテクプラザ    11/17（水）( 9:00～) 

 福  島：福島技術支援センター    11/24（水）( 9:00～) 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○お問い合わせ先 

  （社）発明協会福島県支部 

   電話：０２４－９５９－３３５１（担当：吉成） 

   （ ＨＰ：http://www.jiii-fukushima.org/ ） 
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【あとがき】 

 最近、急に冷え込んできました。この夏の酷暑がウソのようです。皆 

様体調は崩されていませんか？。 

 今回もいくつかのイベント情報を掲載いたしました。お忙しいところ 

とは存じますが、どうぞ奮ってご参加ください。 

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

「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につきましては、 

下記のホームページにございますので、ご利用ください。 

  ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/publicity/backnumber/ 

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

 

【編集・発行】 



 〒963-0215 

  郡山市待池台１－１２ 
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 ○配信停止、メールアドレス変更等のお知らせは上記宛にお願いいた 
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 ○なお、配信先のメールアドレスが不明等として、長期（３ヶ月程度 
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 ○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、無断転載、無断コピーなどはご遠慮ください。 


