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分析技術実践講座（RoHS 分析・元素分析研修）が開講！

Ｎｅｗ ｓ
Topics
11

10 月 14 日（金）より分析技術実践講座（RoHS 分析・元素分析研修）
が開講いたしました。本講座では元素成分分析がサブ％オーダーで
分析可能な蛍光 X 線分析装置、サブ ppm オーダーで分析可能な ICP
発光分析装置の使用方法を学びます。
10 月 14 日の午前中は、蛍光 X 線分析装置メーカーのブルカーAXS 社
のエンジニアより、蛍光 X 線分析装置の原理、測定方法や注意すべき
事項や、RoHS 分析の実例を紹介いただきました。午後からは、受講者
が持ち込んだサンプルで自社
製品の分析を行いました。

10 月 22 日は ICP 発光分析装置を使い、さらに高精度の元素分析の
方法を学ぶ予定としています。
引き続き、分析技術実践講座は X 線 CT、電子顕微鏡などを用いた
欠陥・欠損の分析研修を 11 月 12 日（土）
、19 日（土）に行います。
近年課題となっている、微量・微小領域の異物の特定研修を 1 月 28 日
（土）
、2 月 4 日（土）に行います。
皆様の参加をお待ちしております。
詳しくは裏面「講座の募集」を参照ください。

topics 第 22 回品質管理（QC）検定 合格情報ＷＥＢで公開
ｗｓ
9Ｎ
月ｅ
4 日（日）に実施されました、
（一財）日本規格協会主催の第 22 回品質管理（ＱＣ）検定の合格情報が 10
月 7 日（金）にＷＥＢで公開されました。
Topics
詳しくは、日本規格協会のホームページ
http://www.jsa.or.jp/ でご確認ください。
試験結果通知は 11 月初旬に発送予定ですので、もうしばらくお待ちください。
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地域企業情報ガイダンス参加企業決定！
11 月 5 日（土）に一関高専第 1 体育館にて開催する「地域企業情報ガイダンス」の参加企業は、45 社とな
りました。お申込みいただき誠にありがとうございます。
【参加企業リスト 50 音順（敬称略）
】
㈱ｱｲｵｰ精密､ｱｲｼﾝ･ｺﾑｸﾙｰｽﾞ㈱､ｱﾙﾌﾟｽ電気㈱､㈱ｱﾛﾝ社､㈲ｲｸﾞﾉｽ、一関ﾋﾛｾ電機㈱､㈱一関 LIXIL 製作所､㈱岩手東京
ﾜｲﾔｰ製作所､ｲﾝﾃｸﾞﾗﾝ㈱､㈱ｴｲｱﾝﾄﾞﾃｨｰ､㈱ｴｲﾜ､SWS 東日本㈱､大森ｸﾛｰﾑ工業㈱､㈱小笠原ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ､㈱ｶｶﾞﾔ､
川嶋印刷㈱､ｷｮｰﾕｰ㈱､㈱ｷﾝﾚｲ､ｹﾐｺﾝ岩手㈱､興栄通信工業㈱､㈱佐原､三光化成㈱､ｼﾞｵﾏﾃｯｸ㈱､㈱ｼｽﾃﾑﾍﾞｰｽ､ｼﾁｽﾞﾝ
時計ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱､城山工業㈱､ｽﾘｰｴﾑ ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱､㈱大昌電子､㈱多加良製作所､㈱千葉建設､㈱ﾂｶﾞﾜ､
㈱ﾃﾞｼﾞｱｲｽﾞ､東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱､東京理化器械㈱､㈱東京ﾜｲﾔｰ製作所､㈱東鋼､㈱東北鉄興社､㈱登米村田製作所､
日本ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ㈱､ﾌﾟﾗｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱､㈱北光､㈱妙徳､盛岡ｾｲｺｰ工業㈱､ﾔﾏｾ電気㈱､㈱やまびこ

第３水曜日は・・・

イブ ニン グの日

『第 182 産学官イブニング研究交流会』へのご案内
日時：11 月 1６日（水）1８時 00 分～
会場、内容等の詳細が決まりましたなら、ホームページ等でお知らせ
いたします。
皆様お誘い合わせのうえ、お越しください。

当地域での植物工場参入の機運の熟成を目的とした「農商工連携セミナー」を開催します。
天候に左右されない完全人工光（LED式）植物工場プラントシステムの開発を行うとともに、福島工場で
実践を行っているパナソニック株式会社から講師をお招きし、植物工場の概要から実践までの幅広い知見を
ご講演いただきます。
なお、本セミナーは、第1８３ 回産学官イブニング研究交流会との併催で行います。
【日時】平成28年12月21日（水） 16:00～17:50（講演）
18:00～

（交流会）

【場所】ベリーノホテル一関
【演題】「農家も驚く美味しい野菜！植物工場はここ迄進化した」
【講師】パナソニック株式会社
ＡＶＣネットワークス社 アグリ事業推進室
松葉 正樹 氏
【定員】 100 名
【参加費】 無料 （交流会に参加の方 会費 4,000 円）
【申込期限】12 月 15 日（木）
【申込方法】参加申込書を当センターのホームページからダウンロードし、E メール又は FAX でお申し込
みください。
※詳細は、当センターホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
（公財）岩手県南技術研究センター
TEL：0191-24-4688 FAX：0191-24-4689 E-mail：info1@sirc.or.jp

講座名

日程

時間

ＱＣ検定２級取得支援講座 11 月 11 日（金）
11 月 12 日（土）
【講師】 阿部一幸 氏
11 月 25 日（金）
(元ＮＥＣﾄｰｷﾝ㈱岩手事業所長)
11 月 26 日（土）
【定員】12 名
12 月 9 日（金）
【受講料】4,000 円
12 月 10 日（土）
【申込期限】10 月 28 日（金）
12 月 16 日（金）
12 月 17 日（土）
分析技術実践講座
（欠陥・欠損の分析）
【講師】 一関高専 教員
県南技研 技師
【定員】5 名
【受講料】3,000 円
【申込期限】11 月 11 日（金）

11 月 12 日（土）

9：00
～
16：00
11 月 19 日（土）

分析技術実践講座
（微量・微小領域の異物の
１月 28 日（土）
特定）
【講師】県南技研 技師
【定員】5 名
【受講料】3,000 円
【申込期限】1 月 20 日（金）
公益財団法人

9：00
～
16：00

9：00
～
16：00

2 月 4 日（土）

岩手県南技術研究センター

内容
QC 的ものの見方・考え方、品質保証
品質経営の要素、データの取り方とまとめ方
新ＱＣ七つ道具、統計的方法の基礎
検定と推定
管理図
抜き取り検査、実験計画法（一元配置）
実験計画法（二元配置）、相関・回帰分析
信頼性工学、過去問演習
【講義・実習】
製品（部品）内部の欠陥・欠損を調査する方法を学びます。
・デジタルマイクロスコープ：
サンプル研磨による欠陥・欠損の観察
・電子顕微鏡：
欠陥・欠損の観察、元素分析
・X線CT：
非破壊による3D画像解析
など
【講義】微小・微量異物の分析方法
～金属系異物の観察と分析～
【実習】蛍光Ｘ線や電子顕微鏡等を用いて、成分分析を実
習します
【講義】微小・微量異物の分析方法
～有機系異物の観察と分析～
【実習】顕微 FT-IR やレーザーラマン分光分析装置等を用
いて、異物の特定を実習します
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