高知県工業技術センター

令和２年度
（令和 2 年 10 月６日 第４版）
※「調整中」の研修の内容が決定しましたら追記し、改訂します。
【中核人材養成講座】
「中小企業大学校 四国キャンパス」

共催：独立行政法人中小企業基盤整備機構 四国本部
後援：一般社団法人高知県工業会
公益財団法人高知県産業振興センター
高知県中小企業団体中央会
高知県商工会連合会
一般社団法人高知県製紙工業会

【技術者養成講座】 導入、基礎、応用

後援：一般社団法人高知県工業会

【分科会活動】

公益財団法人高知県産業振興センター

【食品関連技術講座】

高知県中小企業団体中央会
高知県商工会連合会
一般社団法人高知県製紙工業会

高知県工業技術センター研修事業のご案内
１ 日時：令和２年 4 月～令和３年 2 月
２ 場所：高知県工業技術センター（高知市布師田 3992-3）内
３ 研修開設のねらい
県では、第４期産業振興計画において、「生産性向上(高付加価値＋省力化)」をキーワー
ドに各種の支援を強化しています。こうしたなか、工業技術センターでは、これまでの技術研修を
充実・体系化した研修を実施し、さらに技術力を向上させた「人材を育成する」という視点での取
組を行っています。
一つの研修だけを受講することも可能ですが、ぜひ企業の皆さまには関連する研修を体系的に
受講していただき、生産性向上につながるスキルを習得した技術者を育てることで、生産現場の
技術課題の解決や改善の動きにつなげていただきたいと考えています。
４ 研修の概要＜各研修のねらい＞
【技術者養成講座】 導入・基礎・応用
(1) 改善のための技術的課題を明確にできる人材の育成
(2) 課題を解決できる技術スキルを持った人材の育成
(3) 習得した技術スキルを生かし改善を実行できる人材の育成
＜受講料＞無料
【中核人材養成講座（中小企業大学校 四国キャンパス）】
職長や職長候補者を対象に、①現場改善技術の基礎知識、②自社をモデルとした現場
分析による課題の把握、③自社の改善策の作成を学び、生産現場の改善活動に導ける人
材を育成します。また、演習において、自社をモデルとした改善プランを作成し、具体的な改善
活動につなげることを期待しています。
＜受講料＞有料、全３回
【分科会活動】
生分解性プラスチックの種類や性質、その応用事例を紹介し、環境に配慮した試作や製品
開発につなげることを期待しています。
＜受講料＞無料
【食品関連技術講座】
酒造技術者、食品関係の品質管理者、クレーム対応担当者及び研究開発技術者を対象
に、それぞれの技術分野に応じた技術研修を実施します。
＜受講料＞無料
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など

・材料試験
・欠陥検査
・顕微鏡観察
・IoT・AI研修

計測・評価技術

・湿式分析
・X線分析
・熱分析
・ガス成分分析

化学分析技術

※工技センターの設
備機器の利用促進

①改善のための技術
的課題の明確化
②課題を解決できる
技 術スキルの習得
③習得した技術スキ
ルを生かし改善を実
行

<期待する効果>

＜めざす姿＞
◆生産性向上など
に必要となる技術
スキルの習得
◆「改善」に取り組
む企業の成功モデ
ルづくりと取組の拡
大
◆企業の自立した
継続的な取組へ
の発展

＜生産性向上＞
・高付加価値化
（品質や機能性の
向上など）
・新製品開発
・省力化
・クレームの低減

企業の具体的な
改善活動

技術支援を継続

生産工程の改善等に取り組む
「中核人材養成講座」
①現場改善技術の習得
②自社をモデルとした現場分析
③改善策作成演習

中小企業大学校と連携

中核人材養成講座

・数値分析による販路
拡大や製品開発プラ
ンづくり
・企業の自主検査体制
構築
など

市場ニーズに基づく
製品開発

・レトルト食品の製品開
発の基礎知識

常温流通食品製造

食品関連技術講座

●県内企業を対象とした分科会を設立し、外部講師による講座の開催や
センター職員による技術研修会を開催
⇒新素材の特性理解を深めるとともに、応用製品の開発に向けた
専門人材を養成
⇒開発研究に取り組む企業の掘り起こし

プラスチック使用量の削減に向けた技術支援

新

など

など

<応用：技術スキルの習得>

分科会活動 【SDGsを意識した製品・技術開発】

・活用事例

IoT概論

・材料分析

機器分析概論

・金属材料

<基礎：知見の向上>
材料工学論

・基本的な考え方
・取組の方向性

生産性向上・データ活用

<導入：気づき>

技術者養成講座

①技術スキルの向上をめざした人材育成、②企業の具体的な改善活動の促進、③企業の自立的・継続的な取り組みをめざす
産業振興センターの事業戦略づくりを生かし、生産技術コーディネーターや工業会などと連携して「生産性の向上」を推進

• 求められる技術スキルを持った中核・若手人材の育成が必要
• 習得したスキルを生かし、企業ごとに具体的な改善の動きにつなげることが必要

課 題

取組の
ポイント

• 県内は中小企業が多く、生産性の向上などに取り組む課題意識やノウハウに乏しく、実行できる人材が少ない
• 企業の具体的な取り組みは経営者の意向が大きく左右するが、事業戦略づくりで経営者の意識が向上しつつある

現 状

生産性向上（省力化・高付加価値化）に向けた支援強化

企
業
に
お
け
る
継
続
的
な
改
善
の
取
り
組
み

3

4

【技術者養成講座】 導入

導入①

生産性向上セミナー ～現場改善の事例に学ぶ～

【ねらい・内容】
生産現場の大きな課題となっている生産性向上について、自社の生産性向上の道筋を描いてもらうために、
先進的な現場改善事例を紹介し、自社の改善活動を進めるにあたって、何が現場の課題か、何を改善すべき
か、どう生産性向上につなげるかなど、事例をもとに解説するセミナーを開催します。
＜日時＞令和２年８月３日（月）13:20～15:00

終了しました

＜場所＞高知県工業技術センター 2F 第１・第２研修室
＜講師＞有限会社コンサルティングベルオフィス 代表取締役 鈴木 規男
＜受講料＞無料

導入②

＜対象＞事業経営者、現場責任者等

＜定員＞40 名

データ分析セミナー

【ねらい・内容】
統計学や高度なデータ分析手法・知識の紹介ではなく、あくまで実務でデータ（分析）を活用する際に必要
な考え方やテクニックについて学びます。
「普段グラフや表を作っておしまい」という状況をどう脱すれば良いのか。あらゆる業界で超大手からスタートアッ
プ企業まで、幅広くそのスキルを伝授しているプロの実務家による実践的な内容です。
技術者に絞った専門的な技術データの解読ではなく、より一般的なデータの”活用スキル”について学びます。
＜日時＞（調整中：令和 2 年 11 月以降で調整中）

調 整 中

＜場所＞高知県工業技術センター 2F 第１・第２研修室
＜講師＞データ＆ストーリーLLC 代表 横浜国立大学非常勤講師 多摩大学大学院客員教授 柏木 吉基
＜受講料＞無料

＜対象＞業務でデータを使っている/使いたいと考
えている方、データの活用に課題をお持ちの方
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＜定員＞40 名

【技術者養成講座】 基礎

基礎①-a

IoT 概論-活用事例セミナー（仮題）

【ねらい・内容】
自社で試行錯誤を繰り返し、低コストで IoT（モノのインターネット）を導入し、生産性を上げた中小企業の
成功事例が多く報告されています。このセミナーでは、製造現場における IoT の活用事例について、企業の事
例も踏まえ紹介します。
＜日時＞（調整中）

調 整 中

＜場所＞高知県工業技術センター 2F 第１研修室
＜講師＞（調整中）
＜受講料＞無料

＜対象＞IoT 技術の導入に関心のある方

基礎①-b

＜定員＞50 名

IoT 入門研修（基礎）～IoT で何ができるの？～

【ねらい・内容】
生産性向上や省力化につながる技術として、IoT（モノのインターネット）が注目を集めています。IoT の概
要と活用事例を中心に、基礎的な内容を解説します。個別相談も行いますので、IoT を用いたデータ収集でお
困りの方は、ぜひお越しください。
＜日時＞令和 2 年 11 月 12 日(木) 13:30～16:00
＜場所＞高知県工業技術センター 2F 第 1 研修室
＜講師＞高知県工業技術センター 生産技術課 島内 良章、山下 実
＜受講料＞無料

基礎②

＜対象＞IoT 技術の導入に関心のある技術者

AI 活用事例セミナー

＜定員＞7 名

～AI の手法と事例を学ぶ～

【ねらい・内容】
これから AI の学習を始めたい方や、さまざまな職種における AI のビジネス活用を検討したい方に向けた入門
セッションです。今年は、教師あり学習や教師なし学習などの AI 手法と事例を学びます。（プログラミングや数
学の知識は不要）
＜日時＞令和 2 年 10 月 30 日(金) 13:30～16:00
＜場所＞高知県工業技術センター 2F 第１研修室、第 2 研修室
＜講師＞株式会社 DigiDockConsulting 常務取締役 CTO 森 正和
＜受講料＞無料

＜対象＞AI に興味がある方、導入を検討している方等
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＜定員＞30 名

【技術者養成講座】 基礎

基礎③-a

材料工学論-プラスチック材料の基礎

【ねらい・内容】
製品や部品を設計・開発・製造するうえで、プラスチックは欠かせない材料ですが、その種類の多さゆえに用
途に応じたプラスチックを選ぶことが難しい材料です。
この研修では、プラスチックの基本的な特徴や物性に関する知識を習得し、製品や部品に使われているプラス
チック材料の知見を高めます。
＜日時＞令和 2 年 10 月 27 日（火）13:30～15:30
＜場所＞高知県工業技術センター 5F 第 3 研修室
＜講師＞高知県工業技術センター 資源環境課 鶴田 望、堀川 晃玄、瀧石 朋大
＜受講料＞無料

基礎③-b

＜対象＞品質管理、研究開発技術者

＜定員＞20 名

材料工学論-鉄鋼材料における熱処理と強度の関係

【ねらい・内容】
鉄鋼材料の特徴的な多くの性質は、熱処理によって得られます。この研修では、鉄鋼材料の特性を決定づ
ける「熱処理」の基礎的な内容について、強度との関係を踏まえながら、初心者にも理解できるようわかりやすく
解説します。
＜日時＞令和 2 年 10 月８日（木）13:30～16:30
＜場所＞高知県工業技術センター 2F 第１研修室
＜講師＞ものづくりマイスター※（金属熱処理） 本川 高男
※厚生労働省が対象職種で優れた技能と経験を持つ技能者を「ものづくりマイスター」として認定する制度

＜受講料＞無料

基礎③-c

＜対象＞設計開発者、品質管理や現場技術者等

＜定員＞20 名

材料工学論-金属の破損実例とその解析

【ねらい・内容】
ものづくりの現場で発生する金属材料（主に鉄鋼材料）の欠陥や破損などの実例をもとに、その原因と解
決策について基礎的な内容を解説します。
＜日時＞本年度は都合により中止としました。

中 止

＜場所＞高知県工業技術センター 2F 第１研修室
＜講師＞元愛媛大学工学部 准教授 西田 稔
＜受講料＞無料

基礎④-a

＜対象＞設計開発者、品質管理や現場技術者等

＜定員＞20 名

機器分析概論-材料分析のための機器ガイド

【ねらい・内容】
品質管理や製品開発においては、材料を知ることが重要で、そのためには材料分析が役立ちます。効率的
な材料分析には、分析する目的や材料によって分析機器や分析方法を最適に選択することが欠かせません。
この研修では、工業技術センターが日常業務で使用している分析機器や分析方法の事例に基づき、効率
的に材料分析を行うための基礎知識が習得できます。
※本セミナーは新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、講座 DVD の配布形式に変更しました。
＜配布時期＞令和２年 10 月末～
＜講師＞高知県工業技術センター 資源環境課 堀川 晃玄、竹家 均、伊吹 哲
＜受講料＞無料

＜対象＞品質管理、研究開発技術者
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＜定員＞20 名

【技術者養成講座】 基礎

基礎④-b

機器分析概論-異物トラブル対処法

【ねらい・内容】
十分に管理された製造ラインにおいても、製造者の想定を超えた故障や破損により異物混入等のトラブルが
発生する可能性はあります。こうした場合、トラブルの原因を究明し再発防止策を講じることが、ユーザーや社会
との信頼関係を守るためには必要です。
この研修では、正しい異物のサンプリング（採取と保存）と機器分析による原因究明の基礎知識を学び、
迅速な解決につなげるトラブル対処法の基本が習得できます。
＜日時＞令和 2 年 11 月 25 日（水）15:00～16:00
＜場所＞高知県工業技術センター 5F 第３研修室
＜講師＞高知県工業技術センター 資源環境課 鶴田 望、堀川 晃玄
＜受講料＞無料

基礎⑤

＜対象＞品質管理、研究開発技術者

＜定員＞20 名

精密測定概論-計測ネットワークシステムによる品質の見える化

【ねらい・内容】
ものづくりには、寸法や形状の測定を欠かすことができません。また高品質な品物を製造するには精密な測定
や生産管理が必要となります。この研修では、精密測定の概論から生産管理とＩｏＴについて解説します。ま
た技術を活用した品質の見える化を実現するネットワークシステムについて紹介します。
＜日時＞令和２年 11 月４日 13:30～15:30
＜場所＞高知県工業技術センター 2F 第１研修室
＜講師＞株式会社 ミツトヨ
＜受講料＞無料

基礎⑥

＜対象＞機械器具製造業の若手社員等

＜定員＞20 名

CAE 体験研修

CAE は様々な現象を計算機上で再現するためのソフトウェアで、強度計算などによく使われています。工業
技術センターに導入の CAE ソフトウェアの開発元の日本法人から、講師をお招きし、構造物の設計等によく使
われる ANSYS Mechanical の操作体験を行います。
＜日時＞令和２年 10 月 28 日（水）13:30～17:00
＜場所＞高知県工業技術センター C 棟 2F CAE 解析室
＜講師＞アンシス・ジャパン㈱ 森山 貴裕
＜受講料＞無料

＜対象＞詳細な強度計算が必要な企業等
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＜定員＞5 名

【技術者養成講座】 基礎

基礎⑦

3D モデリング＆造形セミナー

【ねらい・内容】
機械部品等の試作開発のため、工業技術センターでは高精度のインクジェット方式 3D プリンタ（㈱キーエン
ス製 AGILISTA-3200）を導入しています。3D プリンタを利用するには、3 次元 CAD によるモデリング（デー
タ作成）が必要です。
そのため、無料の 3 次元 CAD「DesignSpark Mechanical」を使い、モデリングして 3D プリンタで造形する
までの一連の流れを学ぶ実習中心のセミナーを行います。また、これまでの運用で得られた 3D プリンタ利用のノ
ウハウについてもご説明いたします。
＜日時＞令和２年７月 15 日（水）13:30～16:30
＜場所＞高知県工業技術センター 2F 第 1 研修室

終了しました

＜講師＞高知県工業技術センター 生産技術課 毛利 謙作、上田 竜平
＜受講料＞無料

＜対象＞設計、開発、生産技術に携わる技術者
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＜定員＞7 名

【技術者養成講座】 応用

応用①

IoT 入門研修（応用）～IoT でデータを収集してみませんか？～

【ねらい・内容】
センサやマイコンなどが安く手に入るようになり、さまざまなデータを簡単に収集・蓄積できるようになりました。本
研修では、製造業をターゲットに、タブレット端末での作業指示書の閲覧やパトランプのセンシングをテーマにシス
テムの試作体験を行います。
＜日時＞令和 2 年 11 月 19 日（木）13:30～16:30
＜場所＞高知県工業技術センター 2F 第１研修室
＜講師＞高知県工業技術センター 生産技術課 島内 良章、山下 実
＜受講料＞無料

応用②

＜対象＞IoT 技術の導入に関心のある技術者

＜定員＞7 名

電気電子計測-デジタルオシロスコープ利用研修

【ねらい・内容】
電気・電子製品の試作開発、改良にあたって、電気信号を正しく測定して、動作を検証する必要がありま
す。その際には、電気信号を時間的に観測することができるオシロスコープが用いられます。この研修では、本年
度に更新するデジタルオシロスコープの基礎知識と測定方法を紹介します。
＜日時＞令和 2 年 10 月 29 日（木）13:30～16:30
＜場所＞高知県工業技術センター 5F 第３研修室
＜講師＞キーサイト・テクノロジー㈱ アプリケーションエンジニア 依田 達夫
＜受講料＞無料

応用③-a

＜対象＞電気・電子製品の開発に携わる方

＜定員＞10 名

AI 技術講習会 クラウド編

【ねらい・内容】
本研修では、ユーザーがソフトウェアを持たないインターネットを通じたクラウド環境にて、Python を使用し、機
械学習の基本概念やデータの分析方法等を学習します。
(機械学習：学習の仕組みをコンピュータで実現する AI 人工知能の技術です。)
＜日時＞令和 2 年 11 月 11 日（水）13:30～16:30
＜場所＞高知県工業技術センター 2F 第１研修室
＜講師＞高知県工業技術センター 生産技術課 今西 孝也、島内 良章、山下 実
＜受講料＞無料

応用③-b

＜対象＞AI をこれから活用しようとする企業等

＜定員＞6 名

AI 技術講習会 時系列解析編

【ねらい・内容】
「時系列解析」は過去のデータから未来のデータを予測するために用いられる手法であり、本研修では、時系
列解析を Python のサンプルコードとともに学習します。
＜日時＞令和２年 11 月 26 日（木）13:30～16:30
＜場所＞高知県工業技術センター 2F 第１研修室
＜講師＞高知県工業技術センター 生産技術課 今西 孝也、島内 良章、山下 実
＜受講料＞無料

＜対象＞AI をこれから活用しようとする企業等
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＜定員＞6 名

【技術者養成講座】 応用

応用④-a

湿式分析-分析の基礎

【ねらい・内容】
湿式分析は、固体試料を酸やアルカリで分解し溶液化する前処理と、古典的な手分析（容量法など）か
ら機器分析（原子吸光法など）までの各種測定方法とを組み合わせた分析手法のことで、分析の基本となる
ものです。
この研修では、分析初級者の方を対象として、前処理操作に係るガラス器具の正しい取扱や安全な作業方
法など分析に関する基礎を座学と実習を交えて習得できます。また、この研修と「応用③-b 無機分析の基礎」
とを併せて受講していただくと、湿式分析に対する理解がより深まります。
＜日時＞令和２年 10 月２日（金）10:00～17:00

終了しました

＜場所＞高知県工業技術センター 5F 第 3 研修室ほか
＜講師＞高知県工業技術センター 資源環境課 岡﨑 由佳、矢野 雄也、隅田 隆
＜受講料＞無料

応用④-b

＜対象＞品質管理・研究開発部門の技術者

＜定員＞10 名

湿式分析-無機分析の基礎-原子吸光法・ICP 発光分光分析法・ICP 質量分析法

この研修では、分析初級者を対象として、代表的な分析装置である原子吸光分析装置・ICP 発光分光分
析装置・ICP 質量分析装置の原理と特性を学ぶとともに、原子吸光分析装置と ICP 発光分光分析装置の
実習により、前処理操作から機器分析まで一連の無機分析が習得できます。
また、この研修と「応用③-a 分析の基礎」とを併せて受講していただくと、湿式分析に対する理解がより深まり
ます。
＜日時＞令和２年 10 月９日（金）10:00～17:00
＜場所＞高知県工業技術センター 4F 会議室ほか
＜講師＞高知県工業技術センター 資源環境課 岡﨑 由佳、矢野 雄也、隅田 隆
＜受講料＞無料

応用④-c

＜対象＞品質管理・研究開発部門の技術者

＜定員＞5 名

湿式分析-燃焼-イオンクロマトグラフ装置

【ねらい・内容】
環境負荷の低減を目的としたハロゲンフリーへの対応により電気電子機器等に用いる材料中の塩素・臭素
濃度を測定する重要性が高まっています。こうした背景から、自社製品に塩素・臭素などのハロゲンが含まれて
いないか、含まれていても使用基準を満たしているかを日常的に把握することが求められています。
この研修では、高分子材料中のハロゲンについて、燃焼－イオンクロマトグラフ装置を使用した分析方法が習
得できます。
＜日時＞令和２年 11 月 20 日（金）13:30～17:00
＜場所＞高知県工業技術センター 4F 会議室ほか
＜講師＞高知県工業技術センター 資源環境課 隅田 隆、瀧石 朋大
＜受講料＞無料

＜対象＞品質管理、研究開発技術者
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＜定員＞5 名

【技術者養成講座】 応用

応用④-d

湿式分析-無機分析の応用-湿式分解処理による微量元素分析

【ねらい・内容】
湿式分析において、試料の溶液化（前処理操作）は分析精度に直結します。特に微量元素を分析する
際にはその影響が大きくなるため、外部からの汚染物質を持ち込まないことや揮散等による試料の損失を防ぐこ
となどが求められます。
この研修では、実習により前処理操作の精度を高める方法と、ICP 発光分光分析装置を使用した微量元
素分析法が習得できます。
＜日時＞令和２年 11 月 27 日（金）10:00～17:00
＜場所＞高知県工業技術センター 3F 工業材料分析室
＜講師＞高知県工業技術センター 資源環境課 隅田 隆、岡﨑 由佳、矢野 雄也
＜受講料＞無料

応用⑤-a

＜対象＞品質管理、研究開発技術者

＜定員＞5 名

X 線分析-蛍光 X 線分析装置

【ねらい・内容】
X 線分析は、素材や材料の開発、各製造工程の品質管理において、主成分や不純物の測定、不良原因
元素の推定など多くの機会で活用されています。
蛍光 X 線分析は、試料の前処理や測定操作が他の機器分析と比べて簡単で、迅速に非破壊で分析がで
きるといった特徴があります。
この研修では、蛍光 X 線分析の原理を学ぶとともに、実際の分析に必要な試料調製や装置の操作の方法
を実習することで、蛍光 X 線分析装置を活用した基本的な分析技法が習得できます。
＜日時＞令和２年 10 月 16 日（金）13:30～17:00
＜場所＞高知県工業技術センター 3F 第 4 機器分析室
＜講師＞高知県工業技術センター 資源環境課 竹家 均、伊吹 哲
＜受講料＞無料

応用⑤-b

＜対象＞品質管理、研究開発技術者

＜定員＞5 名

X 線分析-X 線回折装置

【ねらい・内容】
X 線回折は、他の機器分析法ではできない化合物や結晶構造の同定、残留応力等の詳細な情報が得ら
れるという特徴があります。
この研修では、X 線回折の原理を学ぶとともに、実際の分析に必要な試料調製や装置の操作の方法を実
習することで、X 線回折装置を活用した基本的な分析技法が習得できます。
＜日時＞令和２年 10 月 23 日（金）13:30～17:00
＜場所＞高知県工業技術センター C 棟 2F X 線回折分析室
＜講師＞高知県工業技術センター 資源環境課 伊吹 哲、竹家 均
＜受講料＞無料

＜対象＞品質管理、研究開発技術者
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＜定員＞5 名

【技術者養成講座】 応用

応用⑥

熱分析-熱分析装置

【ねらい・内容】
熱分析は、試料を加熱・冷却して温度変化や重量変化を測定することで、試料の物理的性質や化学的性
質などの特性が把握できるという特徴があり、無機や高分子の材料開発、自社製品の品質管理などの場面で
活用されています。
この研修では、示差熱ー熱重量同時分析（TG-DTA）、示差走査熱量測定（DSC）の原理や測定方
法の違いによる特徴を学ぶとともに、熱分析装置を活用した分析技法が習得できます。
＜日時＞令和２年 10 月 30 日（金）13:30～17:00
＜場所＞高知県工業技術センター C 棟 2F 熱分析室
＜講師＞高知県工業技術センター 資源環境課 堀川 晃玄、鶴田 望
＜受講料＞無料

応用⑦-a

＜対象＞研究開発技術者

＜定員＞5 名

精密測定-CNC 三次元測定装置

【ねらい・内容】
高品質、高精度が要求される機械部品は、取引先から三次元測定装置での検査が要求されることが多く
なってきています。この研修では、CNC 三次元測定装置の基礎知識と測定方法を習得するため、実際に装置
を利用した実習を行います。
＜日時＞令和 2 年 11 月 13 日（金）13:30～17:00
＜場所＞高知県工業技術センター 企業化支援センター 機械実験室
＜講師＞高知県工業技術センター 生産技術課 村井 正徳、研究企画課 山本 浩
＜受講料＞無料

応用⑦-b

＜対象＞機械器具製造業の若手社員等

＜定員＞5 名

精密測定-非接触三次元形状測定装置

ねらい・内容】
非接触三次元形状測定装置（三次元スキャナー）は、製品形状のデジタルデータ化（リバースエンジニアリ
ング）を可能とする装置です。この講座では、測定方法とデータ処理に必要な基礎知識を習得するため、実際
に装置を利用した実習を行います。
＜日時＞令和 2 年 11 月 20 日（金）13:30～16:30
＜場所＞高知県工業技術センター 企業化支援センター 機械実験室
＜講師＞高知県工業技術センター 生産技術課 上田 竜平、研究企画課 山本 浩
＜受講料＞無料

＜対象＞機械器具製造業の若手社員等
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＜定員＞5 名

【技術者養成講座】 応用

応用⑧-a

材料試験-材料試験 （主催 高知県中小企業団体中央会※）

【ねらい・内容】
鉄鋼材料製品の品質管理に欠かせない強度試験について、JIS 規格に基づく試験方法を解説する座学か
ら試験の実習までを行います。実習は、引張試験、シャルピー衝撃試験、硬さ試験（ブリネル、ロックウェル、ビッ
カース、シェア）を体験してもらいます。
＜日時＞令和 2 年 11 月 25 日（水）、12 月 2 日（水）
（全 2 回）13:30～16:30
＜場所＞高知県工業技術センター C 棟 1F 材料試験室、C 棟 2F 金属材料分析・組成試験室
＜講師＞高知県工業技術センター 生産技術課 眞鍋 豊士、土方 啓志郎
＜受講料＞無料

応用⑧-b

＜対象＞経験の浅い品質管理者や現場技術者等

＜定員＞5 名

材料試験-金属組織 （主催 高知県中小企業団体中央会※）

【ねらい・内容】
鉄鋼材料の特性を知る上で欠かせない組織検査について、光学顕微鏡を用いて組織の種類と特性の関連
性の座学と、組織を観察するための試料の研磨やエッチングから、実際の観察まで実習を 2 日間かけて行いま
す。
＜日時＞令和 2 年 12 月 9 日（水）、12 月 16 日（水）
（全 2 回）13:30～16:30
＜場所＞高知県工業技術センター C 棟 2F 金属材料分析・組成試験室
＜講師＞高知県工業技術センター 生産技術課 眞鍋 豊士、土方 啓志郎
＜受講料＞無料

応用⑧-c

＜対象＞経験の浅い品質管理者や現場技術者等

＜定員＞5 名

材料試験-金属成分分析 （主催 高知県中小企業団体中央会※）

【ねらい・内容】
金属材料の迅速な材質判定に広く活用されている固体発光分析装置と赤外線炭素・硫黄同時分析装置
について、各装置の原理や特徴を解説する座学と各装置を利用した分析の実習を行います。
＜日時＞令和 3 年 1 月 13 日（水） 13:30～16:30
＜場所＞高知県工業技術センター C 棟 2F 金属材料分析・組成試験室
＜講師＞高知県工業技術センター 生産技術課 眞鍋 豊士、土方 啓志郎
＜受講料＞無料

＜対象＞経験の浅い品質管理者や現場技術者等

＜定員＞5 名

※ものづくり担い手育成事業における「金属材料の破損・不良解析技術研修」
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【技術者養成講座】 応用

応用⑨-a

顕微鏡観察/異物分析-顕微 FT-IR

【ねらい・内容】
FT-IR（フーリエ変換赤外分光光度計）は、有機物が示す固有のパターンである赤外吸収スペクトルを測
定することで、その有機物の分子構造や定性分析ができ、材料の開発やトラブル解析に活用されています。その
中でも、顕微 FT-IR 法は微小な試料の成分分析が可能なため、異物の分析に多用されています。
この研修では、微少な異物を同定するために顕微 FT-IR をどのように使い、得られたデータをどう解釈するの
かについて学んでいただけます。
＜日時＞令和２年 12 月 18 日（金）13:30～17:00
＜場所＞高知県工業技術センター ３F 第 2 機器分析室
＜講師＞高知県工業技術センター 資源環境課 堀川 晃玄、鶴田 望
＜受講料＞無料

応用⑨-b

＜対象＞品質管理、研究開発技術者

＜定員＞3 名

顕微鏡観察/異物分析-電子顕微鏡

【ねらい・内容】
電子顕微鏡は、肉眼や他の顕微鏡では観察できない微小領域を観察でき、同時に表面元素分析
（EDS：エネルギー分散型 X 線分析）を行うことで、観察部の元素分布状態も把握することができるため、
材料の開発や品質管理など幅広い場面で活用されています。
この研修では、EDS も含めた電子顕微鏡の原理を学ぶとともに、より良い観察や表面分析を行うための試料
調製や実機の操作を実習することで、電子顕微鏡の活用法が習得できます。
＜日時＞令和２年 12 月 25 日（金）13:30～17:00
＜場所＞高知県工業技術センター C 棟 1F 電子顕微鏡室
＜講師＞高知県工業技術センター 資源環境課 堀川 晃玄、竹家 均
＜受講料＞無料

応用⑨-c

＜対象＞品質管理、研究開発技術者

＜定員＞5 名

顕微鏡観察/異物分析-デジタルマイクロスコープ

【ねらい・内容】
デジタルマイクロスコープは、接眼レンズの代わりにデジタルカメラを搭載することでモニターに拡大像を映し出
せ、複数の人が同時に観察できるので、観察面の情報共有が容易にできます。また、観察と同時に測長や画
像合成などのデジタル画像処理ができるため、部品の形状測定や不良部分の解析など製品開発や品質管理
において利用されています。
この研修では、講習とともに実際にデジタルマイクロスコープの使用を体験していただき、デジタルマイクロスコー
プの利点と操作手法を学びます。
＜日時＞令和３年１月 15 日（金）13:30～17:00
＜場所＞高知県工業技術センター ３F 第４機器分析室
＜講師＞高知県工業技術センター 資源環境課 鶴田 望、堀川 晃玄
＜受講料＞無料

＜対象＞品質管理、研究開発技術者
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＜定員＞5 名

【技術者養成講座】 応用

応用⑩

ガス成分分析

【ねらい・内容】
ガスクロマトグラフ（GC）は、ガス状の化合物や気化しやすい化合物を同定・定量することができ、食料品や
化成品の品質管理、大気や水の環境分析などに利用されています。
この研修では、ガス成分分析の基本である GC と、精度の高いガス成分分析ができるガスクロマトグラフ質量
分析装置（GC-MS）の原理を学ぶとともに、試料調整と GC・GC-MS（ヘッドスペース法）分析を実習する
ことで、異臭などのにおい成分や香り成分の分析を行うために必要なガス成分分析技法の基礎が習得できま
す。
＜日時＞令和３年 1 月 29 日（金）10:00～17:00
＜場所＞高知県工業技術センター 3F 第 2 機器分析室
＜講師＞高知県工業技術センター 資源環境課 矢野 雄也、瀧石 朋大
＜受講料＞無料

応用⑪

＜対象＞機械器具製造業の若手社員等

＜定員＞5 名

金属材料欠陥検査

【ねらい・内容】
破壊や不良の主な原因となる材料に潜む内部欠陥は、外観からは簡単に判別しづらく、出荷後のトラブルの
元となります。この研修では、内部欠陥を検査する X 線透過装置を使いながら、安全な使用のための X 線の
基礎などの座学と検査の実習を行います。
＜日時＞令和 3 年 1 月 20 日（水）13:30～16:30
＜場所＞高知県工業技術センター E 棟 X 線透過試験室
＜講師＞高知県工業技術センター 生産技術課 眞鍋 豊士、土方 啓志郎
＜受講料＞無料

応用⑫

＜対象＞経験の浅い品質管理者や現場技術者等

＜定員＞5 名

連成解析研修

【ねらい・内容】
熱変形した配管内の流れは、熱、構造、流体の複数の分野を同時に考慮する必要があります。このように複
数の分野が関係する複雑な現象を計算する方法を連成解析といいます。連成解析の計算設定は非常に複
雑なこともありますが、工業技術センターに導入の CAE ソフトウェアは統合環境でわかりやすくなっております。開
発元の日本法人から、講師をお招きし、モデリングから高度な解析までの操作実習を行います。
＜日時＞令和２年 10 月 27 日（火）10:00～17:00
＜場所＞高知県工業技術センター C 棟 2F CAE 解析室
＜講師＞アンシス・ジャパン㈱ 山口 貴大
＜受講料＞無料

＜対象＞CAE の導入を検討している企業等

16

＜定員＞5 名

【技術者養成講座】 応用

応用⑬

粒度分布測定装置

【ねらい・内容】
同じ材質の材料でも粒子の大きさによって、反応性や懸濁液の安定性、粘度など様々な特性に影響を及ぼ
します。目的の特性を得るために、粉砕やふるい分けなどを行い、粒度分布を調整する必要があり、この調整結
果を確認するのが粒度分布測定です。粒度分布測定には、レーザ回折散乱法や画像解析法などいくつかの方
法があります。
この研修では、粒度分布測定において代表的なレーザ回折式粒度分布測定装置を中心に装置の測定原
理や試料の前処理方法から測定実習を行います。
＜日時＞令和３年 1 月 22 日（金）13:30～17:00
＜場所＞高知県工業技術センター 2F 粉体物性測定室
＜講師＞高知県工業技術センター 資源環境課 竹家 均、伊吹 哲
＜受講料＞無料

＜対象＞品質管理、研究開発技術者
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＜定員＞5 名

【分科会活動】

分科会①

環境とプラスチック

【ねらい・内容】
近年脱プラスチックの流れが加速しており、代替素材として生分解性プラスチックに注目が集まっています。本
セミナーでは、市場にある生分解性プラスチックの種類や性質、その応用事例を紹介します。
※本セミナーは新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、講座 DVD の配布形式に変更しました。

終了しました※

＜配布時期＞令和２年６月末～
＜講師＞新居浜工業高等専門学校 生物応用化学科 堤 主計 教授
＜受講料＞無料

分科会②

＜対象＞プラスチック素材に携わる技術者、経営者

＜定員＞40 名

マイクロプラスチック問題に関するセミナー

【ねらい・内容】
環境中に排出された微細なプラスチック粒子（マイクロプラスチック）による環境汚染が問題となっている昨
今、この問題の詳細像を把握しておくことは、今後のものづくりにとって大変重要です。本セミナーでは、マイクロプ
ラスチック汚染問題の現状、最新情報を紹介します。
※本セミナーは新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、講座 DVD の配布形式に変更しました。
＜配布時期＞令和２年７月末～

終了しました※

＜講師＞高知大学 農林海洋科学部 池島 耕 教授
＜受講料＞無料

分科会③

＜対象＞プラスチック素材に携わる技術者、経営者

＜定員＞40 名

不織布産業の最近の課題に関するセミナー
-海洋プラスチック問題とセルロースナノファイバーを主として-

【ねらい・内容】
不織布は機能性材料として注目されています。不織布の 90％以上は各種の産業で用いられており、生産
量は世界的にも右肩上がりで、10 年先には代表的な布である織物の生産量を超えると予想されています。
本セミナーでは、不織布産業の現況と各種の不織布製造方法の特徴、不織布産業の最近の課題である
海洋プラスチック問題、プラスチックフリー問題、セルロースナノファイバー（CNF)の取り込み、容器・包装リサイク
ル法や食品衛生法の改正への対応などについて解説します。
＜日時＞令和２年 11 月 27 日（金）13:30～15:30
＜場所＞高知県工業技術センター 2F 第１・第２研修室
＜講師＞信州大学繊維学部不織布共同研究講座 特任教授
日本不織布協会顧問
日本繊維機械学会フェロー、不織布研究会委員長 矢井田 修
＜受講料＞無料

＜対象＞プラスチック素材に携わる技術者、経営者

※講習 DVD の配布を希望される方は、個別に当センターまでご連絡ください。
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＜定員＞30 名

食品関連技術講座

食品関連技術講座①-a

第１回酒造技術研究会(SAKECOMPETITION2020 に向
けた出品酒の選定と利き酒能力の向上)

【ねらい・内容】
SAKECOMPETITION 等市販酒品評会への出品酒の選定と酒造技術者の利き酒能力の向上を目的と
した官能評価実習を行います。
＜日時＞令和 2 年 4 月３日（金）9:30～14:00

終了しました

＜場所＞高知県工業技術センター 1F 食品加工研究棟、5F 第３研修室
＜講師＞高知県工業技術センター 食品開発課 上東 治彦、甫木 嘉朗 他
＜受講料＞無料

＜対象＞酒造技術者

食品関連技術講座①-b

＜定員＞30 名

第２回酒造技術研究会
（R1BY 県内酒造データの解析結果、各種鑑評会への対応）

【ねらい・内容】
R1BY の清酒モロミ、麹、製成酒、米など 2400 点を分析した結果の解析、全国新酒鑑評や市販酒品評
会の動向、県内外の醸造設備、衛生環境、醸造技術などを紹介します。更に他県の醸造技術者や醸造機
器メーカーを招いて最新の醸造技術について学びます。
＜日時＞令和 2 年 8 月 27 日（木）9:30～17:00

終了しました

＜場所＞高知県酒造組合研修室
＜講師＞高知県工業技術センター 食品開発課 上東 治彦、甫木 嘉朗 他
＜受講料＞無料

＜対象＞酒造技術者

食品関連技術講座①-c

＜定員＞30 名

第３回酒造技術研究会
（四国清酒鑑評会に向けた出品酒の選定と利き酒能力の向上）

【ねらい・内容】
四国清酒鑑評会への出品酒の選定と酒造技術者の利き酒能力の向上を目的とした官能評価実習を行い
ます。更に他県の醸造技術者や醸造機器メーカーを招いて最新の醸造技術について学びます。
＜日時＞令和 2 年 9 月 11 日（金）9:30～16:00
＜場所＞高知県工業技術センター 1F 食品加工研究棟、5F 第３研修室

終了しました

＜講師＞高知県工業技術センター 食品開発課 上東 治彦、甫木 嘉朗
＜受講料＞無料

＜対象＞酒造技術者

食品関連技術講座①-d

＜定員＞30 名

濁酒（どぶろく）製造に係る技術講習
（醸造実習及び酒造におけるアルコール分析方法と衛生管理）

【ねらい・内容】
濁酒・リキュール等特区において新規に酒造免許を取得しようとする方を対象に、濁酒製造の基礎知識
（発酵、衛生、製造、分析）を学ぶ座学と、濁酒の製造及び分析の実習を行います。なお、本講習の修了に
より、酒造免許申請時の「技術的要件」を満たすことができます。
＜日時＞第 1 回 6 月 10 日、第 2 回 6 月 24 日 両日とも 13:30～16:00
＜場所＞高知県工業技術センター 5F 第 3 研修室、1F 食品試作室

終了しました

＜講師＞高知県工業技術センター 食品開発課 甫木 嘉朗、近森 麻矢
＜受講料＞無料

＜対象＞濁酒特区、特区予定地の新規事業者
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＜定員＞5 名

食品関連技術講座

食品関連技術講座②-a

レトルト技術研修（基礎編）

【ねらい・内容】
レトルト食品などの容器包装詰加熱殺菌食品を製造するために必要な基礎知識を学びます。
＜日時＞令和２年 10 月 28 日（水）9:00～16:30
＜場所＞高知県工業技術センター 2F 第１研修室
＜講師＞公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会
食品化学研究室 課長 山崎 良行、食品工学研究室 川崎 幸正
＜受講料＞無料

＜対象＞食品加工に携わる技術者

食品関連技術講座②-b

レトルト技術研修（実践編）

＜定員＞20 名

【ねらい・内容】
レトルト食品などの容器包装詰加熱殺菌食品を製造するために必要な応用知識を学び、小型調理殺菌機
を用いた実習を行います。
＜日時＞１日目 令和２年９月 14 日（月）13:30～16:30
２日目 令和２年９月 15 日（火）19:30～14:30

終了しました

＜場所＞高知県工業技術センター 2F 第１研修室及び食品試作室
＜講師＞東洋食品工業短期大学 准教授 宮尾 宗央
＜受講料＞無料

＜対象＞食品加工に携わる技術者

食品関連技術講座③-a

味の数値化勉強会

＜定員＞10 名

【ねらい・内容】
地産外商に向けて、食品のおいしさをレベルアップさせるための「味の数値化」勉強会を開催します。おいしさ、
味の特徴を数値化したい方、商談会でおいしさをもっと売り込みたい方におススメです。
※本セミナーは新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、研修動画の Web 配信形式に変更します。
研修動画は「KOCHI 食のプラットホーム（http://food-platform.jp/）」のオンラインセミナーページ
での公開を予定しています。

調 整 中

＜日時＞11 月以降を予定
＜講師＞高知県工業技術センター 食品開発課 森山 洋憲
＜受講料＞無料

＜対象＞品質管理、研究開発、営業の担当者

＜定員＞50 名

食品関連技術講座③-b 味の数値化研修（味の数値化の実習）
【ねらい・内容】
味の数値化勉強会セミナーに参加した方を対象にしていますが、不参加の方も受講できます。この講座で
は、食品の味の数値化だけでなく、味の数値化のマーケティングや販路拡大への活用についても理解を深めても
らいます。少人数制ですので、試食や対話をしながら丁寧に指導いたします。
＜日時＞11 月以降に２回実施予定
＜場所＞高知県工業技術センター C 棟 1F CAM 実験室

調 整 中

＜講師＞高知県工業技術センター 食品開発課 森山 洋憲、下藤 悟
＜受講料＞無料

＜対象＞品質管理、現場責任者等
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＜定員＞10 名

現場改善の基本
ゼミナール①【演習】

10：10～14：10
(昼休１H)

14：10～16：10

工場管理者の職務と役割

9：10～10：10

第２回
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●自社の製造現場における現状と課題の分析を行います。

●現場改善の基本となる「５S」と「目で見る管理」について学びます。

現場改善の進め方
ゼミナール②【演習】

10：00～15：00
(昼休１H)

15：00～16：00

自社の現場改善の活動成果

●自社の課題を再認識して、改善対象と改善目標、改善計画を作成します。

●インターバル期間中に取り組んだ課題の発表を行い、講師からのアドバイスを受けま
す。
●現場改善の目的、問題の捉え方、現状把握を行うための｢ムダ取り｣、｢３ム｣、
｢IE｣の技法を学びます。

現場改善の手法を身に付けよう！

11/10
（火）

自社の改善活動の結果
ゼミナール③【演習】
終講式･修了証書の授与

15：00～16：00

16：00～16：10

改善結果の取りまとめ

11：00～15：00
(昼休１H)

9：00～11：00

●今回の取組みを通じて、今後の自社の改善活動の効果をより高める方策、横展
開していくための計画を作成します。

●改善活動の結果発表を行い、講師からのアドバイスを受けます。

●インターバル期間中に取り組んだ改善活動、改善結果を取りまとめて、発表の準備
を行います。

改善の実施結果を報告し、改善法に磨きをかけよう！

※第３回開講までの間(インターバル期間)に、自社の現場改善を実施して、改善対象、改善目標、改善内容、改善効果等についてレポートを作成していただきます。

10/6
（火）

9：00～10：00

鈴木規男

●工場管理者として身に付けるべき知識、職務と期待される役割について学びます。

※第２回開講までの間(インターバル期間)に、自社の現場改善を実施して、改善前、改善後の写真を撮り、持参していただきます。

9/4
（金）

開講式・オリエンテーション

9：00～ 9：10

５S と目で見る管理を身に付けよう！

（中小企業大学校四国キャンパスとの連携講座：2020 年 9 月から 11 月まで）

【中核人材養成講座】 『現場改善の基本を身に付ける！』 講師：有限会社コンサルティングベルオフィス 代表取締役

第１回

第３回

受 講 申 込 書
申込先
高知県工業技術センター 研究企画課
Tel：088-846-1111

Fax：088-845-9111

E-mail：151405@ken.pref.kochi.lg.jp

→ メールの件名を 「受講申込」 としてください。

工業技術センターが実施する生産性向上に向けた支援セミナーについて、下記のとおり申し込みます。

受 講 申 込 日 令和
事

業

所

年

月

日

名
〒

住所及び連絡先

Tel：

Fax：

E-mail：

申込ご担当者名

No
例
１
２
３
４
５
６
７

所 属 部 署

整理番号
導入 ・基礎 ・ 応用
分科会 ・ 食品関連

セミナー・講座名
③-a

材料工学論
プラスチックの基礎

（ふりがな）

受講者名
と

さ

た ろ う

土佐 太郎

所属部署
生産管理課

導入 ・ 基礎 ・ 応用
分科会 ・ 食品関連
導入 ・ 基礎 ・ 応用
分科会 ・ 食品関連
導入 ・ 基礎 ・ 応用
分科会 ・ 食品関連
導入 ・ 基礎 ・ 応用
分科会 ・ 食品関連
導入 ・ 基礎 ・ 応用
分科会 ・ 食品関連
導入 ・ 基礎 ・ 応用
分科会 ・ 食品関連
導入 ・ 基礎 ・ 応用
分科会 ・ 食品関連

当センターからの研修案内やメールニュース等の配信を
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□ 希望する

□ 希望しない

