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【1】走査電子顕微鏡と X線分析装置の基礎と実践<New!!> 

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 

 表面解析に欠かせないのが走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）とＸ線分析装置です。 

ＳＥＭは特に試料表面の微細構造を高倍率で観察ができるのが特徴です。さら 

に、Ｘ線分析装置との組み合わせで、微小領域の元素分析が可能になります。 

企業やハイテクプラザ等でＳＥＭを使用されている方々に、良好なＳＥＭ像を 

得るための注意点やＸ線分析における精度向上のポイントなどをわかりやすく 

解説し、実際に実習をしていただくセミナーです。3月に導入されたばかりの 

Ｓ－3700Ｎ形走査電子顕微鏡も、ぜひご体験ください。 

○内 容 ・座学 10：00～12：00（研修室）

講演テーマ 1「走査電子顕微鏡の効果的な使い方」 



 

        講演テーマ 2「ＥＤＸの原理と分析の基礎」 

 

       ・実習 13：00～16：00（構造解析室） 

 

        3 グループに分かれ、ローテーションで装置の操作を体験する。 

 

       ・座学 16：00～16：30（研修室） 

 

        質疑応答 

 

○日時            平成 24 年 6 月 22 日（金） 10：00～16：30  

 

○講  師  株式会社日立ハイテクノロジーズ グローバルアプリケーションセンタ  

              坂上万理 氏 

 

       アメテック株式会社 エダックス事業部 アプリケーションエンジニア  

              川畑正伸 氏 

 

○場所        福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台 1-12）研修室・構造解析室  

 

○定  員   30 名 

 

○受 講 料    2,000 円     

 

○締  切  平成 24 年 6 月 8日（金） 

 

○申込方法  申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは E-mail でお申し込みくださ

い。 

 

     （受講が承認された方には、後日受講決定通知と受講料請求書をお送りします。） 

 

○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）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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【2】中国ビジネスにおける知的財産管理とノウハウ<New!!> 

 

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 

 

今や中国での事業展開は、県内の中小企業にとっても、事業構築や事業戦略の 

選択肢の一つになっています。そこで、現地での事業戦略等について、知的財 

産管理やノウハウ等の視点から中国ビジネスの現状を解説します。さらに、 

場合によっては、会社本体を日本に残しながらライセンス事業等を展開する方 

法などについて、北京和僑会会員でもある講師が、中国事業での具体的な事例 

を交えて説明します。これから中国でビジネスをはじめたい企業の方、すでに 

中国に進出しているが、知的財産管理やビジネスの仕方などで問題を抱えてい 

る企業の方におすすめのセミナーです。日本の企業だけでなく中国の企業の相 

談も務めるなど実業にも通じた講師が中国ビジネスのヒントをお伝えします。 

 

○日時  平成 24 年 7 月 11 日（水）13：30～15：30  

 

○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  会津大学文化研究センター 上級准教授 清野 正哉 氏 

 

専門領域： 

知的財産法、デジタルコンテンツビジネス法、インターネット法、情報倫理。 

これまで電気通信大学知的財産本部等で実践的な知的財産管理・運用、産学連携 

業務、企業向け法務相談等に従事。現在、北京和僑会メンバーでもあり、国内弁 

理士事務所との共同事業も実施中。 

 

○定員  60 名 

 

○締め切り  平成 24 年 7 月 6日（金）  



 

○申込・問合せ（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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【3】オシロスコープ入門<New!!> 

 

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 

 

 電気信号の観測にオシロスコープは欠かせない計測器です。しかし、実際の測定 

場面において、「見たい波形を的確に捉え、正しく測定を行う」ことは、意外に難 

しいものです。そこで本セミナーでは、オシロスコープを実際に操作しながら、測 

定原理や基本的な操作方法を習得し、オシロスコープを用いた正しい測定が行える 

ようになることを目指します。 

 

（2 名で 1台のオシロスコープを操作します。） 

 

＊主な内容 

 

         オシロスコープとは 

 

         オシロスコープの基本的な使い方（垂直軸、水平軸、トリガ） 

 

         アナログ性能（周波数帯域と立ち上がり時間） 

 

         デジタル性能（サンプリング・レート、メモリ長、デッド・タイム） 

 

         カーソル測定と自動測定 

 

         プローブの種類と使い方 

 



         オシロスコープ選定のポイント 

 

●日 時  平成 24 年 7 月 3日（火） 午後 1時から午後 5時 

 

●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（消費税含む） 

 

●講 師  アジレント・テクノロジー株式会社 アプリケーションエンジニアリング部 

 

       デジタルソリューショングループ 竹中 慎吾 氏 

 

●定 員  16 名 

 

●締 切  平成 24 年 6 月 15 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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【4】統合マネジメントの基礎解説セミナー<New!!> 

 

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 

 

ＩＳＯ9001 とＩＳＯ14001 など、複数のマネジメントシステム規格を取得される企業も 

増加傾向にあります。これに伴い複合審査を希望される企業も年々増えてきています。 

同時に審査を受けることにより、審査の効率化が図られ審査費用などの負担軽減が期待 

できます。 

 

このセミナーは、マニュアルや手順書を一つにまとめる方法論だけではなく、企業の本 

業をベースに運用しやすい統合マネジメントシステム（品質・環境）の考え方、進め方 



を学ぶ基礎解説セミナーです。 

 

○日 時   平成 24 年 6 月 27 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）１階 研修室 

 

○講 師   一般財団法人 日本品質保証機構ＩＳＯ東北事務所所長 千田 守 氏  

 

○受 講 料  5，000 円（消費税を含む）  

 

○定 員   30 名 

 

○締 切   平成 24 年 6 月 15 日（金）（ただし定員になり次第締め切ります。）         

 

○申込方法   受講申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸ又は E-mail でお送りください。  

 

      （受講が承認された方には、受講料請求書とともに後日、通知いたします。）  

 

○申 込 先 （公財）福島県産業振興センター技術支援部 （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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【5】ＩＳＯ14001 内部監査員養成セミナー①<New!!> 

 

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 

 

環境マネジメントシステムを始めとして、組織のマネジメントシステムの運用に 

おいて、内部監査の重要性が高まっています。どのように環境マネジメントシス 

テムを構築し実践すればよいのか。 

 

また、規格が要求している内部監査の効果的実施について、事例研究と実施演習 



を交えて解説します。 

 

○日 時   平成 24 年 7 月 5日（木）、6日（金）、12 日（木）、13 日（金） 

             （4 日間。いずれも 9：30～16：30 まで） 

 

○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 

 

○講 師   三井ＩＳＯエコ技術士事務所 所長 三井 孝次郎 氏 

 

○受 講 料  20,000 円（消費税を含む）    ○定 員  24 名 

 

○締 切   平成 24 年 6 月 15 日（金）（ただし、定員になり次第締め切ります。）         

 

○申込方法  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。 

 

      （受講が承認された方には、受講料請求書とともに後日、通知いたします。） 

 

○申 込 先 （公財）福島県産業振興センター技術支援部 （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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【6】福島県展示会等出展支援事業補助金の募集について<New!!> 

 

 

 県では、東日本大震災により被災した県内中小企業者の皆様の受注回 

復や取引拡大の取組みを支援するため、展示会等に出展する経費の一部 

を補助する事業の募集を行っております。 

 

○補助対象者 

 県内に主な事業所を置く中小企業者又は個人事業者及びそれらで構成 



される企業グループで、次のいずれかを満たす方 

①震災により事業所等が「半壊以上」の被害を受けた。 

②警戒区域等に事業所等がある。 

③震災により直近 3ヶ月又は 6ヶ月間の売上高が震災発生前の同期間と比 

 較して 10％以上減少。 

 

○募集枠 

①県指定展示会：補助金交付と併せ展示会場で出展者の PR など、県が積 

 極的に支援するもので、次の展示会を予定。 

 ○第２６回東京ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｻﾐｯﾄ(11/27･28 開催、東京ビッグサイト) 

 ○エコプロダクツ 2012(12/13～15 開催、東京ビッグサイト) 

②その他展示会：県指定展示会以外の展示会等で、平成 24 年 12 月 31 日ま 

 でに開催されるもの。 

 

○補助限度額及び補助率 

①県指定展示会：対象経費(上限 100 万円)の 2/3 以内  

②その他展示会：対象経費(上限 100 万円)の 1/2 以内 

 

○補助対象経費 

出展料、ブース装飾費、出展品運搬・搬入費、その他経費 

 

○募集期間 

平成 24 年 5 月 21 日(月)から 6月 15 日(金)(17 時必着)まで 

 

詳しくはこちらをご覧ください。 

www.pref.fukushima.jp/industry/ 

 (「新着・お知らせ」から、「展示会等出展支援事業」の項目をクリッ 

 クしてください。) 

  

お申込み・お問い合せ先 

 福島県商工労働部産業創出課 

      TEL : 024-521-7283 

      FAX : 024-521-7935 

   E-mail : business@pref.fukushima.lg.jp 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



【7】「研究成果最適展開支援プログラム A-STEP」FS ステージ公募開始！ 

 （7 月 31 日（火）正午〆切） 

  産学連携・大学シーズの研究開発を推進！<New!!>  

   http://www.jst.go.jp/a-step/  

 

  

A-STEP は開発段階や開発リスクに応じた、開発費や開発期間の異なる 

6 種類の支援タイプを用意し、産学共同研究に対する総合的な支援を実施 

しています。 

 

今回の公募は、フィージビリティスタディ（ＦＳ）ステージの 2タイプが 

公募対象です。平成 23 年度の FS ステージの募集内容から変更がございます。 

詳しくは公募要領をご覧下さい。 

http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/index.html 

 

○公募対象： ＦＳステージ（2タイプ） 

  探索タイプ、シーズ顕在化タイプ 

 

○研究開発費：  

  探索タイプ     基準額 170 万円 

  シーズ顕在化タイプ  基準額 800 万円 

○研究開発期間： 最長 1年間 

 

○公募期間：平成 24 年 6 月 1日（金）～7月 31 日（火）正午 

 

○公募要領・申請書： 

 公募要領、申請書様式は A-STEP ホームページからダウンロードできます。 

 http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/index.html 

 

○公募説明会：各地で、随時開催中です。 

  詳細は下記ホームページよりご覧下さい。 

  http://astep-tansaku.jp/koubo/setsumeikai_H24_2.html 

 

＜お問合せ＞  

独立行政法人 科学技術振興機構(JST) A-STEP 募集担当窓口 

 



【探索タイプ】 

    TEL : 03-5214-8419 

   FAX : 03-3238-5373 

 E-mail : a-tansaku@jst.go.jp 

 

【シーズ顕在化タイプ】 

    TEL : 03-5214-8994 

    FAX : 03-5214-8999 

 E-mail : a-step@jst.go.jp  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【8】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 

 

    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 

   

    7 月 17 日（火）09:00～12:00 

    ハイテクプラザ会津若松技術支援センター 

    

 ・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） 

   TEL：024-959-3351 

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【9】［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。 

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 

TEL（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） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【10】「知的財産権制度説明会（初心者向け）の開催」のご案内 

 

 これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく 

配属された方などの初心者の方を対象として、特許庁の産業財産権専門 

官が、知的財産権の概要を中心に、各種支援策や地域における各種サー 

ビス等を分かりやすく丁寧に御説明いたします。 

 

参加費は無料で、参加者には特許庁作成のテキストを無料配布いたしま 

すので、この機会に奮って御参加ください。 

 

※事前申込み制になりますので、下記までご連絡ください。 

 

 

○お問い合わせ先 

 一般社団法人福島県発明協会 

  TEL：024-959-3351 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



 

【あとがき】 

  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Ｈ Ｐ ： 

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 


