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本社　　〒100-0004　東京都千代田区大手町2丁目7番1号（ＪＦＥ商事ビル8F）

　　　　　　　　　　　  TEL 03(3510)3400    FAX 03(3510)3469

営業本部

営業総括部 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目17番4号ＪＦＥ蔵前ビル3F
  TEL 03(5821)6811 FAX 03(5821)6855

東京営業所 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目17番4号ＪＦＥ蔵前ビル3F
  TEL 03(5821)6811 FAX 03(5821)6855

　川崎支所 〒210-0855 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号
  TEL 044(322)6200 FAX 044(322)6528

　宇都宮支所 〒321-0977 栃木県宇都宮市川俣町67
  TEL 028(613)1077 FAX 028(613)1078

　東北支所 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目1番25号東二番丁スクエア3F
  TEL 022(211)8280 FAX 022(211)8281

名古屋営業所 〒450-6427 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号大名古屋ビルヂング27F
  TEL 052(561)8630 FAX 052(561)8650
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  TEL 06(6534)7631 FAX 06(6534)7639

　神戸支所 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町7丁目1番16号神戸医療機器開発センター
  TEL 078(304)5722 FAX 078(304)5723

　倉敷支所 〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目
  TEL 086(447)4621 FAX 086(447)4618

　福山支所 〒721-0931 広島県福山市鋼管町1番地
  TEL 084(945)4137 FAX 084(945)3989

　九州支所 〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町１丁目35番地博多三井ビル2号館
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環境営業部  
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埼玉営業所 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目31番1号明治安田生命大宮吉敷町ビル5F
  TEL 048(643)3626 FAX 048(643)3626

横浜営業所 〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町2丁目1番地
  TEL 045(506)0910 FAX 045(506)0910

事業拠点

機能材料ソリューション本部 
 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1番地
  TEL 043(262)2188 FAX 043(262)2199
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分析ソリューション本部 
 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1番地
  TEL 043(262)4815 FAX 043(262)2199

計測・プロセスソリューション本部  
 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1番地
  TEL 043(262)4181 FAX 043(262)2665

知多ソリューション本部

 〒475-8611 愛知県半田市川崎町1丁目1番地 
  TEL 0569(24)2880 FAX 0569(24)2990

西日本ソリューション本部

倉　　　敷 〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目
  TEL 086(447)4621 FAX 086(447)4618

福　　　山 〒721-0931 広島県福山市鋼管町1番地
  TEL 084(945)4137 FAX 084(945)3989

ビジネスコンサルティング本部

東　　　京 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目7番1号ＪＦＥ商事ビル7F
  TEL 03(3510)3389 FAX 03(3510)3476

京　　　浜 〒210-0855 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号
  TEL 044(322)6429 FAX 044(322)6520

JFE事業部部門  
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知的財産事業部 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目7番1号ＪＦＥ商事ビル6F 
  TEL 03(3510)3355 FAX 03(3510)3471



会社案内

Copyright © 2009–2016 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・web サイトへのアップロード等はおやめ下さい。

　◆資格登録

ISO9001, ISO14001, ISO/IEC17025
（独）製品評価技術基盤機構原因究明機関
計量証明事業者（濃度、音圧レベル、振動加速レベル）
特定計量証明事業者
作業環境測定機関
環境省ダイオキシン類受注資格
特定建設業（鋼構造物）
一般建設業（電気工事業、機械器具設置工事業）
AW 検定協議会試験機関

　◆主な資格取得者数（2015年4月現在）

工学博士、理学博士…53
技術士…16
ISO9000 シリーズ主任審査員…1
ISO14000 シリーズ主任審査員…3
環境計量士…41
第一種作業環境測定士…45

Cat.No.110J-003-14

1608R（1603） JTR

U R L  :  h t t p : / / w w w . j f e - t e c . c o . j p

本社　　〒100-0004　東京都千代田区大手町2丁目7番1号（ＪＦＥ商事ビル8F）

　　　　　　　　　　　  TEL 03(3510)3400    FAX 03(3510)3469

営業本部

営業総括部 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目17番4号ＪＦＥ蔵前ビル3F
  TEL 03(5821)6811 FAX 03(5821)6855

東京営業所 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目17番4号ＪＦＥ蔵前ビル3F
  TEL 03(5821)6811 FAX 03(5821)6855

　川崎支所 〒210-0855 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号
  TEL 044(322)6200 FAX 044(322)6528

　宇都宮支所 〒321-0977 栃木県宇都宮市川俣町67
  TEL 028(613)1077 FAX 028(613)1078

　東北支所 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目1番25号東二番丁スクエア3F
  TEL 022(211)8280 FAX 022(211)8281

名古屋営業所 〒450-6427 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号大名古屋ビルヂング27F
  TEL 052(561)8630 FAX 052(561)8650

大阪営業所 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目13番3号四ツ橋KFビル2F
  TEL 06(6534)7631 FAX 06(6534)7639

　神戸支所 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町7丁目1番16号神戸医療機器開発センター
  TEL 078(304)5722 FAX 078(304)5723

　倉敷支所 〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目
  TEL 086(447)4621 FAX 086(447)4618

　福山支所 〒721-0931 広島県福山市鋼管町1番地
  TEL 084(945)4137 FAX 084(945)3989

　九州支所 〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町１丁目35番地博多三井ビル2号館
  TEL 092(263)1461 FAX 092(263)1462

環境営業部  
 〒210-0855 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号
  TEL 044(322)6200 FAX 044(322)6528

東京営業所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目7番1号ＪＦＥ商事ビル
  TEL 03(5821)6811 FAX 03(3510)3469

千葉営業所 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1番地
  TEL 043(264)5212 FAX 043(264)5212

埼玉営業所 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目31番1号明治安田生命大宮吉敷町ビル5F
  TEL 048(643)3626 FAX 048(643)3626

横浜営業所 〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町2丁目1番地
  TEL 045(506)0910 FAX 045(506)0910

事業拠点

機能材料ソリューション本部 
 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1番地
  TEL 043(262)2188 FAX 043(262)2199

構造材料ソリューション本部 
 〒210-0855 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号
  TEL 044(322)6626 FAX 044(322)6528

分析ソリューション本部 
 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1番地
  TEL 043(262)4815 FAX 043(262)2199

計測・プロセスソリューション本部  
 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1番地
  TEL 043(262)4181 FAX 043(262)2665

知多ソリューション本部

 〒475-8611 愛知県半田市川崎町1丁目1番地 
  TEL 0569(24)2880 FAX 0569(24)2990

西日本ソリューション本部

倉　　　敷 〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目
  TEL 086(447)4621 FAX 086(447)4618

福　　　山 〒721-0931 広島県福山市鋼管町1番地
  TEL 084(945)4137 FAX 084(945)3989

ビジネスコンサルティング本部

東　　　京 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目7番1号ＪＦＥ商事ビル7F
  TEL 03(3510)3389 FAX 03(3510)3476

京　　　浜 〒210-0855 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号
  TEL 044(322)6429 FAX 044(322)6520

JFE事業部部門  

倉敷事業部 〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目 
  TEL 086(447)4621 FAX 086(447)4618

福山事業部 〒721-0931 広島県福山市鋼管町1番地 
  TEL 084(945)4137 FAX 084(945)3989

知的財産事業部 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目7番1号ＪＦＥ商事ビル6F 
  TEL 03(3510)3355 FAX 03(3510)3471



会社案内

Copyright © 2009–2016 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・web サイトへのアップロード等はおやめ下さい。

　◆資格登録

ISO9001, ISO14001, ISO/IEC17025
（独）製品評価技術基盤機構原因究明機関
計量証明事業者（濃度、音圧レベル、振動加速レベル）
特定計量証明事業者
作業環境測定機関
環境省ダイオキシン類受注資格
特定建設業（鋼構造物）
一般建設業（電気工事業、機械器具設置工事業）
AW 検定協議会試験機関

　◆主な資格取得者数（2015年4月現在）

工学博士、理学博士…53
技術士…16
ISO9000 シリーズ主任審査員…1
ISO14000 シリーズ主任審査員…3
環境計量士…41
第一種作業環境測定士…45

Cat.No.110J-003-14

1608R（1603） JTR

U R L  :  h t t p : / / w w w . j f e - t e c . c o . j p

本社　　〒100-0004　東京都千代田区大手町2丁目7番1号（ＪＦＥ商事ビル8F）

　　　　　　　　　　　  TEL 03(3510)3400    FAX 03(3510)3469

営業本部

営業総括部 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目17番4号ＪＦＥ蔵前ビル3F
  TEL 03(5821)6811 FAX 03(5821)6855

東京営業所 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目17番4号ＪＦＥ蔵前ビル3F
  TEL 03(5821)6811 FAX 03(5821)6855

　川崎支所 〒210-0855 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号
  TEL 044(322)6200 FAX 044(322)6528

　宇都宮支所 〒321-0977 栃木県宇都宮市川俣町67
  TEL 028(613)1077 FAX 028(613)1078

　東北支所 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目1番25号東二番丁スクエア3F
  TEL 022(211)8280 FAX 022(211)8281

名古屋営業所 〒450-6427 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号大名古屋ビルヂング27F
  TEL 052(561)8630 FAX 052(561)8650

大阪営業所 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目13番3号四ツ橋KFビル2F
  TEL 06(6534)7631 FAX 06(6534)7639

　神戸支所 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町7丁目1番16号神戸医療機器開発センター
  TEL 078(304)5722 FAX 078(304)5723

　倉敷支所 〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目
  TEL 086(447)4621 FAX 086(447)4618

　福山支所 〒721-0931 広島県福山市鋼管町1番地
  TEL 084(945)4137 FAX 084(945)3989

　九州支所 〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町１丁目35番地博多三井ビル2号館
  TEL 092(263)1461 FAX 092(263)1462

環境営業部  
 〒210-0855 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号
  TEL 044(322)6200 FAX 044(322)6528

東京営業所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目7番1号ＪＦＥ商事ビル
  TEL 03(5821)6811 FAX 03(3510)3469

千葉営業所 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1番地
  TEL 043(264)5212 FAX 043(264)5212

埼玉営業所 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目31番1号明治安田生命大宮吉敷町ビル5F
  TEL 048(643)3626 FAX 048(643)3626

横浜営業所 〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町2丁目1番地
  TEL 045(506)0910 FAX 045(506)0910

事業拠点

機能材料ソリューション本部 
 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1番地
  TEL 043(262)2188 FAX 043(262)2199

構造材料ソリューション本部 
 〒210-0855 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号
  TEL 044(322)6626 FAX 044(322)6528

分析ソリューション本部 
 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1番地
  TEL 043(262)4815 FAX 043(262)2199

計測・プロセスソリューション本部  
 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1番地
  TEL 043(262)4181 FAX 043(262)2665

知多ソリューション本部

 〒475-8611 愛知県半田市川崎町1丁目1番地 
  TEL 0569(24)2880 FAX 0569(24)2990

西日本ソリューション本部

倉　　　敷 〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目
  TEL 086(447)4621 FAX 086(447)4618

福　　　山 〒721-0931 広島県福山市鋼管町1番地
  TEL 084(945)4137 FAX 084(945)3989

ビジネスコンサルティング本部

東　　　京 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目7番1号ＪＦＥ商事ビル7F
  TEL 03(3510)3389 FAX 03(3510)3476

京　　　浜 〒210-0855 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号
  TEL 044(322)6429 FAX 044(322)6520

JFE事業部部門  

倉敷事業部 〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目 
  TEL 086(447)4621 FAX 086(447)4618

福山事業部 〒721-0931 広島県福山市鋼管町1番地 
  TEL 084(945)4137 FAX 084(945)3989

知的財産事業部 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目7番1号ＪＦＥ商事ビル6F 
  TEL 03(3510)3355 FAX 03(3510)3471



・Pbフリー化対応に伴う試作品評価

・実装部品の故障箇所特定と原因究明

・医療器具、材料の折損原因調査

・航空機用タービンブレードの損傷解析

LSI パッケージ内部の熱解析 コネクタ圧着時の応力解析

超高感度対応 ICP質量分析装置
ダイオキシン類の分析

CDケースの面歪測定

錠剤の2次元分光画像

印刷絵柄・文字検査装置のシステム構築例 錠剤内成分の分光スペクトル例

赤外線カメラによる応力解析 FIA システム プラスチック中有害成分分析用標準物質金属材料の出張分析サービス
（GreenFACT）

車体衝突に代表される高速変形時の材料挙動評価（高速引張試験・落重試験）

高速引張試験

　ひずみ速度＝10－3～ 103/sec

　　静的引張試験機、油圧サーボ試験機

　　ホプキンソンプレッシャーバー試験機

　温度：－196℃～400℃

落重試験：高速圧壊・圧縮試験
　落錘重量/衝突速度
　①10～140kg/Max.10m/sec
　②290～ 1000kg/Max.7m/sec
　※圧壊時の荷重 - 変位測定、高速ビデオ撮影解析
　　高速赤外線サーモビュアー撮影解析

J1C試験
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軟鋼板の引張り強さにおよぼすひずみ速度、試験温度の影響

応力集中箇所
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極低炭素軟鋼極低炭素軟鋼
環境分析・環境調査・アセスメント
・ダイオキシン類、アスベスト、環境負荷物質の分析

・大気、水質、土壌、臭気、騒音、振動計測、廃棄物

・音響、振動の計測、評価、対策技術

・工場、施設建設時の環境影響評価

翻訳・DTP・WEB制作・情報検索
・DTPによるカタログ、会社案内、技術資料等のメディア制作

・WEBの企画、制作、管理

・科学技術を中心とした各国語の翻訳サービス

知財調査・特許戦略・先行技術調査
・先行技術、特許情報調査

・特許マップ作成

・技術動向調査受託

教育・研修・システム構築
・知財研修

・ISO9001、14001、17025

　等の認証取得支援

・内部監査員養成セミナ

・IE、QC活動コンサルティング

土壌・地下水調査・特殊調査
・地歴調査、土壌調査、改良工事

・浄化対策提案

・DNA解析、コンポスト評価

・埋蔵文化財調査及び保存処理

省エネ・水処理技術調査
・工場、ビルの省エネルギー診断

・工場水処理設備のコンサルティング

・CO2削減コンサルティング

製造・検査支援
正確でタイムリーな
「みえる化」技術

調査・技術サービス支援
お客様視点の提案

オリジナル開発商品
・プラスチック成分分析用標準物質

・RoHS規制対応標準物質

オンサイト計測・分析サービス
・赤外線カメラによる応力分布測定サービス

・金属材料の出張分析サービス

・オンサイト土壌分析サービス（重金属類・VOC）

分光・画像検査システム機器販売
・印刷絵柄、文字検査装置

・膜厚分布測定装置

・医薬品分光検査装置

・有機EL,LED同時多点発光検査装置

・面歪パタン検査装置 -Surf TRiDY-

材料・製品の性能評価
・各種材料試験、材質調査

・化学分析による鋼種判定

・実稼動模擬試験による性能評価

・輸入材料の品質チェック

有機材料解析/フィルム評価
・混入異物同定

・有機材料事故品原因究明

・異種材料の密着性評価

・装飾用品のめっき材質評価、解析

材料強度・加工技術
・高速変形挙動解析、破壊力学解析

・遅れ破壊、水素脆化試験

・疲労強度、高温強度評価

・他社製品調査（自動車・家電製品・プリント基板）

・非破壊検査、余寿命診断

・材料選択、材料試作

大型構造物評価・溶接技術
・大型構造物試験（建築、土木、輸送機器）

・溶接継手性能評価、溶接構造物の安全性評価

・溶接施工技能検定試験

CAEソリューション
・汎用ソルバーを用いた数値解析

・実測、シミュレーション、検証の総合提案

・実測材料試験データによる数値解析

・解析結果の実験、検証の複合提案

腐食調査・防食技術
・各種腐食評価試験、促進試験、大気暴露試験

・電気化学試験

・耐食性材料、表面処理法選定試験

・腐食診断、余寿命診断、モニタリング技術

材料・製品の故障解析/不具合調査
・金属材料の不具合、事故原因究明

　破損、腐食、変質、劣化、変形

　強度、靭性、疲労、クリープ

　組織、表面性状

材料微細構造解析技術
・超高分解能STEMによるナノ構造解析

・極低加速電圧SEMによる表面形状観察

・FIB断面加工-TEMによる電池材料解析

・微細組織制御材料の構造解析

・多層皮膜の構造解析

・半導体素子の不純物拡散分布測定

・FPD関連モジュールの各種解析

研究・開発・設計支援
課題解決型調査

利用技術提案

極微量分析技術
・レーザーアブレーションICP質量分析による局所領域の微量分析

・高純度材料、電池材料の極微量不純物分析

・太陽電池用Si、半導体用Siの極微量分析

・極微量水素分析技術（遅れ破壊対応）

・規制対応有害物質分析（RoHS、REACH、JIG）

破面観察による破壊モードの解析

リチウムイオン二次電池正極材（LiMn2O4）の観察
（超高分解能 STEM）

ナノ粒子の内部構造観察事例（TEM） FE-EPMA と EBSD による元素分布解析

三次元 SEM による錫めっき鋼板の
表面形状測定事例

プリント基板の発熱解析

ナノスクラッチテストによる
フィルムの密着性評価

ゴム製品の亀裂発生原因調査事例 レーザー顕微鏡によるフィルム表面の
形状測定事例

ガス腐食試験設備 ACM センサーによる環境評価

定荷重 SSC 試験設備 塗装鋼管の光沢度の現地測定 レーザー溶接時の温度プロファイル測定
（光ファイバー温度計）

実大構造物の多軸載荷試験（テストベッド）

10MN 大型構造物試験機

定荷重クリープ試験設備 高温設備の余寿命診断 破壊に関する安全性評価（破壊靭性試験）

極微量水素分析装置 レーザーアブレーション ICP 質量分析装置 液体クロマトグラフ－タンデム型質量分析装置

実証設備製作・運転条件最適化 水処理のラボ実験 土壌中 VOC 等の濃度分布調査 BC1000 年古代オリエントの青銅剣調査

20nm20nm

EDXPt

Pt

有機系付着物の観察事例（ULV-SEM）
（無蒸着、加速電圧：100V）

燃料電池用触媒の観察事例（TEM）

20nm20nm

高分解能 - 走査型電子顕微鏡
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調査研究・市場調査
・中小企業製品開発支援

・地域連携型研究開発事業

・海外調査、技術評価

主要な調査分野

・環境技術

・材料技術、加工技術

・エネルギー技術

DyDy

10µm10µm
Grain MAP + Dy MAP

Mn

O
Li

・ HAADF像：重元素
(Mn)の特定可能

・ ABF像：軽元素
(Li,O)の特定可能

LiMn2O4の単位胞

1nm1nm

HAADFHAADF ABFABF

HAADFHAADF ABFABF

0.5nm0.5nm

海外調査ネットワーク



・Pbフリー化対応に伴う試作品評価

・実装部品の故障箇所特定と原因究明

・医療器具、材料の折損原因調査

・航空機用タービンブレードの損傷解析

LSI パッケージ内部の熱解析 コネクタ圧着時の応力解析

超高感度対応 ICP質量分析装置
ダイオキシン類の分析

CDケースの面歪測定

錠剤の2次元分光画像

印刷絵柄・文字検査装置のシステム構築例 錠剤内成分の分光スペクトル例

赤外線カメラによる応力解析 FIA システム プラスチック中有害成分分析用標準物質金属材料の出張分析サービス
（GreenFACT）

車体衝突に代表される高速変形時の材料挙動評価（高速引張試験・落重試験）

高速引張試験

　ひずみ速度＝10－3～ 103/sec

　　静的引張試験機、油圧サーボ試験機

　　ホプキンソンプレッシャーバー試験機

　温度：－196℃～400℃

落重試験：高速圧壊・圧縮試験
　落錘重量/衝突速度
　①10～140kg/Max.10m/sec
　②290～ 1000kg/Max.7m/sec
　※圧壊時の荷重 - 変位測定、高速ビデオ撮影解析
　　高速赤外線サーモビュアー撮影解析

J1C試験
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極低炭素軟鋼極低炭素軟鋼
環境分析・環境調査・アセスメント
・ダイオキシン類、アスベスト、環境負荷物質の分析

・大気、水質、土壌、臭気、騒音、振動計測、廃棄物

・音響、振動の計測、評価、対策技術

・工場、施設建設時の環境影響評価

翻訳・DTP・WEB制作・情報検索
・DTPによるカタログ、会社案内、技術資料等のメディア制作

・WEBの企画、制作、管理

・科学技術を中心とした各国語の翻訳サービス

知財調査・特許戦略・先行技術調査
・先行技術、特許情報調査

・特許マップ作成

・技術動向調査受託

教育・研修・システム構築
・知財研修

・ISO9001、14001、17025

　等の認証取得支援

・内部監査員養成セミナ

・IE、QC活動コンサルティング

土壌・地下水調査・特殊調査
・地歴調査、土壌調査、改良工事

・浄化対策提案

・DNA解析、コンポスト評価

・埋蔵文化財調査及び保存処理

省エネ・水処理技術調査
・工場、ビルの省エネルギー診断

・工場水処理設備のコンサルティング

・CO2削減コンサルティング

製造・検査支援
正確でタイムリーな
「みえる化」技術

調査・技術サービス支援
お客様視点の提案

オリジナル開発商品
・プラスチック成分分析用標準物質

・RoHS規制対応標準物質

オンサイト計測・分析サービス
・赤外線カメラによる応力分布測定サービス

・金属材料の出張分析サービス

・オンサイト土壌分析サービス（重金属類・VOC）

分光・画像検査システム機器販売
・印刷絵柄、文字検査装置

・膜厚分布測定装置

・医薬品分光検査装置

・有機EL,LED同時多点発光検査装置

・面歪パタン検査装置 -Surf TRiDY-

材料・製品の性能評価
・各種材料試験、材質調査

・化学分析による鋼種判定

・実稼動模擬試験による性能評価

・輸入材料の品質チェック

有機材料解析/フィルム評価
・混入異物同定

・有機材料事故品原因究明

・異種材料の密着性評価

・装飾用品のめっき材質評価、解析

材料強度・加工技術
・高速変形挙動解析、破壊力学解析

・遅れ破壊、水素脆化試験

・疲労強度、高温強度評価

・他社製品調査（自動車・家電製品・プリント基板）

・非破壊検査、余寿命診断

・材料選択、材料試作

大型構造物評価・溶接技術
・大型構造物試験（建築、土木、輸送機器）

・溶接継手性能評価、溶接構造物の安全性評価

・溶接施工技能検定試験

CAEソリューション
・汎用ソルバーを用いた数値解析

・実測、シミュレーション、検証の総合提案

・実測材料試験データによる数値解析

・解析結果の実験、検証の複合提案

腐食調査・防食技術
・各種腐食評価試験、促進試験、大気暴露試験

・電気化学試験

・耐食性材料、表面処理法選定試験

・腐食診断、余寿命診断、モニタリング技術

材料・製品の故障解析/不具合調査
・金属材料の不具合、事故原因究明

　破損、腐食、変質、劣化、変形

　強度、靭性、疲労、クリープ

　組織、表面性状

材料微細構造解析技術
・超高分解能STEMによるナノ構造解析

・極低加速電圧SEMによる表面形状観察

・FIB断面加工-TEMによる電池材料解析

・微細組織制御材料の構造解析

・多層皮膜の構造解析

・半導体素子の不純物拡散分布測定

・FPD関連モジュールの各種解析

研究・開発・設計支援
課題解決型調査

利用技術提案

極微量分析技術
・レーザーアブレーションICP質量分析による局所領域の微量分析

・高純度材料、電池材料の極微量不純物分析

・太陽電池用Si、半導体用Siの極微量分析

・極微量水素分析技術（遅れ破壊対応）

・規制対応有害物質分析（RoHS、REACH、JIG）

破面観察による破壊モードの解析

リチウムイオン二次電池正極材（LiMn2O4）の観察
（超高分解能 STEM）

ナノ粒子の内部構造観察事例（TEM） FE-EPMA と EBSD による元素分布解析

三次元 SEM による錫めっき鋼板の
表面形状測定事例

プリント基板の発熱解析

ナノスクラッチテストによる
フィルムの密着性評価

ゴム製品の亀裂発生原因調査事例 レーザー顕微鏡によるフィルム表面の
形状測定事例

ガス腐食試験設備 ACM センサーによる環境評価

定荷重 SSC 試験設備 塗装鋼管の光沢度の現地測定 レーザー溶接時の温度プロファイル測定
（光ファイバー温度計）

実大構造物の多軸載荷試験（テストベッド）

10MN 大型構造物試験機

定荷重クリープ試験設備 高温設備の余寿命診断 破壊に関する安全性評価（破壊靭性試験）

極微量水素分析装置 レーザーアブレーション ICP 質量分析装置 液体クロマトグラフ－タンデム型質量分析装置

実証設備製作・運転条件最適化 水処理のラボ実験 土壌中 VOC 等の濃度分布調査 BC1000 年古代オリエントの青銅剣調査

20nm20nm

EDXPt

Pt

有機系付着物の観察事例（ULV-SEM）
（無蒸着、加速電圧：100V）

燃料電池用触媒の観察事例（TEM）
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高分解能 - 走査型電子顕微鏡
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調査研究・市場調査
・中小企業製品開発支援

・地域連携型研究開発事業

・海外調査、技術評価

主要な調査分野

・環境技術

・材料技術、加工技術

・エネルギー技術

DyDy

10µm10µm
Grain MAP + Dy MAP

Mn

O
Li

・ HAADF像：重元素
(Mn)の特定可能

・ ABF像：軽元素
(Li,O)の特定可能

LiMn2O4の単位胞

1nm1nm

HAADFHAADF ABFABF

HAADFHAADF ABFABF

0.5nm0.5nm

海外調査ネットワーク



・Pbフリー化対応に伴う試作品評価

・実装部品の故障箇所特定と原因究明

・医療器具、材料の折損原因調査

・航空機用タービンブレードの損傷解析

LSI パッケージ内部の熱解析 コネクタ圧着時の応力解析

超高感度対応 ICP質量分析装置
ダイオキシン類の分析

CDケースの面歪測定

錠剤の2次元分光画像

印刷絵柄・文字検査装置のシステム構築例 錠剤内成分の分光スペクトル例

赤外線カメラによる応力解析 FIA システム プラスチック中有害成分分析用標準物質金属材料の出張分析サービス
（GreenFACT）

車体衝突に代表される高速変形時の材料挙動評価（高速引張試験・落重試験）

高速引張試験

　ひずみ速度＝10－3～ 103/sec

　　静的引張試験機、油圧サーボ試験機

　　ホプキンソンプレッシャーバー試験機

　温度：－196℃～400℃

落重試験：高速圧壊・圧縮試験
　落錘重量/衝突速度
　①10～140kg/Max.10m/sec
　②290～ 1000kg/Max.7m/sec
　※圧壊時の荷重 - 変位測定、高速ビデオ撮影解析
　　高速赤外線サーモビュアー撮影解析

J1C試験
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極低炭素軟鋼極低炭素軟鋼
環境分析・環境調査・アセスメント
・ダイオキシン類、アスベスト、環境負荷物質の分析

・大気、水質、土壌、臭気、騒音、振動計測、廃棄物

・音響、振動の計測、評価、対策技術

・工場、施設建設時の環境影響評価

翻訳・DTP・WEB制作・情報検索
・DTPによるカタログ、会社案内、技術資料等のメディア制作

・WEBの企画、制作、管理

・科学技術を中心とした各国語の翻訳サービス

知財調査・特許戦略・先行技術調査
・先行技術、特許情報調査

・特許マップ作成

・技術動向調査受託

教育・研修・システム構築
・知財研修

・ISO9001、14001、17025

　等の認証取得支援

・内部監査員養成セミナ

・IE、QC活動コンサルティング

土壌・地下水調査・特殊調査
・地歴調査、土壌調査、改良工事

・浄化対策提案

・DNA解析、コンポスト評価

・埋蔵文化財調査及び保存処理

省エネ・水処理技術調査
・工場、ビルの省エネルギー診断

・工場水処理設備のコンサルティング

・CO2削減コンサルティング

製造・検査支援
正確でタイムリーな
「みえる化」技術

調査・技術サービス支援
お客様視点の提案

オリジナル開発商品
・プラスチック成分分析用標準物質

・RoHS規制対応標準物質

オンサイト計測・分析サービス
・赤外線カメラによる応力分布測定サービス

・金属材料の出張分析サービス

・オンサイト土壌分析サービス（重金属類・VOC）

分光・画像検査システム機器販売
・印刷絵柄、文字検査装置

・膜厚分布測定装置

・医薬品分光検査装置

・有機EL,LED同時多点発光検査装置

・面歪パタン検査装置 -Surf TRiDY-

材料・製品の性能評価
・各種材料試験、材質調査

・化学分析による鋼種判定

・実稼動模擬試験による性能評価

・輸入材料の品質チェック

有機材料解析/フィルム評価
・混入異物同定

・有機材料事故品原因究明

・異種材料の密着性評価

・装飾用品のめっき材質評価、解析

材料強度・加工技術
・高速変形挙動解析、破壊力学解析

・遅れ破壊、水素脆化試験

・疲労強度、高温強度評価

・他社製品調査（自動車・家電製品・プリント基板）

・非破壊検査、余寿命診断

・材料選択、材料試作

大型構造物評価・溶接技術
・大型構造物試験（建築、土木、輸送機器）

・溶接継手性能評価、溶接構造物の安全性評価

・溶接施工技能検定試験

CAEソリューション
・汎用ソルバーを用いた数値解析

・実測、シミュレーション、検証の総合提案

・実測材料試験データによる数値解析

・解析結果の実験、検証の複合提案

腐食調査・防食技術
・各種腐食評価試験、促進試験、大気暴露試験

・電気化学試験

・耐食性材料、表面処理法選定試験

・腐食診断、余寿命診断、モニタリング技術

材料・製品の故障解析/不具合調査
・金属材料の不具合、事故原因究明

　破損、腐食、変質、劣化、変形

　強度、靭性、疲労、クリープ

　組織、表面性状

材料微細構造解析技術
・超高分解能STEMによるナノ構造解析

・極低加速電圧SEMによる表面形状観察

・FIB断面加工-TEMによる電池材料解析

・微細組織制御材料の構造解析

・多層皮膜の構造解析

・半導体素子の不純物拡散分布測定

・FPD関連モジュールの各種解析

研究・開発・設計支援
課題解決型調査

利用技術提案

極微量分析技術
・レーザーアブレーションICP質量分析による局所領域の微量分析

・高純度材料、電池材料の極微量不純物分析

・太陽電池用Si、半導体用Siの極微量分析

・極微量水素分析技術（遅れ破壊対応）

・規制対応有害物質分析（RoHS、REACH、JIG）

破面観察による破壊モードの解析

リチウムイオン二次電池正極材（LiMn2O4）の観察
（超高分解能 STEM）

ナノ粒子の内部構造観察事例（TEM） FE-EPMA と EBSD による元素分布解析

三次元 SEM による錫めっき鋼板の
表面形状測定事例

プリント基板の発熱解析

ナノスクラッチテストによる
フィルムの密着性評価

ゴム製品の亀裂発生原因調査事例 レーザー顕微鏡によるフィルム表面の
形状測定事例

ガス腐食試験設備 ACM センサーによる環境評価

定荷重 SSC 試験設備 塗装鋼管の光沢度の現地測定 レーザー溶接時の温度プロファイル測定
（光ファイバー温度計）

実大構造物の多軸載荷試験（テストベッド）

10MN 大型構造物試験機

定荷重クリープ試験設備 高温設備の余寿命診断 破壊に関する安全性評価（破壊靭性試験）

極微量水素分析装置 レーザーアブレーション ICP 質量分析装置 液体クロマトグラフ－タンデム型質量分析装置

実証設備製作・運転条件最適化 水処理のラボ実験 土壌中 VOC 等の濃度分布調査 BC1000 年古代オリエントの青銅剣調査

20nm20nm

EDXPt

Pt

有機系付着物の観察事例（ULV-SEM）
（無蒸着、加速電圧：100V）

燃料電池用触媒の観察事例（TEM）

20nm20nm

高分解能 - 走査型電子顕微鏡
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調査研究・市場調査
・中小企業製品開発支援

・地域連携型研究開発事業

・海外調査、技術評価

主要な調査分野

・環境技術

・材料技術、加工技術

・エネルギー技術

DyDy

10µm10µm
Grain MAP + Dy MAP

Mn

O
Li

・ HAADF像：重元素
(Mn)の特定可能

・ ABF像：軽元素
(Li,O)の特定可能

LiMn2O4の単位胞

1nm1nm

HAADFHAADF ABFABF

HAADFHAADF ABFABF

0.5nm0.5nm

海外調査ネットワーク

・Pbフリー化対応に伴う試作品評価

・実装部品の故障箇所特定と原因究明

・医療器具、材料の折損原因調査

・航空機用タービンブレードの損傷解析

LSI パッケージ内部の熱解析 コネクタ圧着時の応力解析

超高感度対応 ICP質量分析装置
ダイオキシン類の分析

CDケースの面歪測定

錠剤の2次元分光画像

印刷絵柄・文字検査装置のシステム構築例 錠剤内成分の分光スペクトル例

赤外線カメラによる応力解析 FIA システム プラスチック中有害成分分析用標準物質金属材料の出張分析サービス
（GreenFACT）

車体衝突に代表される高速変形時の材料挙動評価（高速引張試験・落重試験）

高速引張試験

　ひずみ速度＝10－3～ 103/sec

　　静的引張試験機、油圧サーボ試験機

　　ホプキンソンプレッシャーバー試験機

　温度：－196℃～400℃

落重試験：高速圧壊・圧縮試験
　落錘重量/衝突速度
　①10～140kg/Max.10m/sec
　②290～ 1000kg/Max.7m/sec
　※圧壊時の荷重 - 変位測定、高速ビデオ撮影解析
　　高速赤外線サーモビュアー撮影解析

J1C試験
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極低炭素軟鋼極低炭素軟鋼
環境分析・環境調査・アセスメント
・ダイオキシン類、アスベスト、環境負荷物質の分析

・大気、水質、土壌、臭気、騒音、振動計測、廃棄物

・音響、振動の計測、評価、対策技術

・工場、施設建設時の環境影響評価

翻訳・DTP・WEB制作・情報検索
・DTPによるカタログ、会社案内、技術資料等のメディア制作

・WEBの企画、制作、管理

・科学技術を中心とした各国語の翻訳サービス

知財調査・特許戦略・先行技術調査
・先行技術、特許情報調査

・特許マップ作成

・技術動向調査受託

教育・研修・システム構築
・知財研修

・ISO9001、14001、17025

　等の認証取得支援

・内部監査員養成セミナ

・IE、QC活動コンサルティング

土壌・地下水調査・特殊調査
・地歴調査、土壌調査、改良工事

・浄化対策提案

・DNA解析、コンポスト評価

・埋蔵文化財調査及び保存処理

省エネ・水処理技術調査
・工場、ビルの省エネルギー診断

・工場水処理設備のコンサルティング

・CO2削減コンサルティング

製造・検査支援
正確でタイムリーな
「みえる化」技術

調査・技術サービス支援
お客様視点の提案

オリジナル開発商品
・プラスチック成分分析用標準物質

・RoHS規制対応標準物質

オンサイト計測・分析サービス
・赤外線カメラによる応力分布測定サービス

・金属材料の出張分析サービス

・オンサイト土壌分析サービス（重金属類・VOC）

分光・画像検査システム機器販売
・印刷絵柄、文字検査装置

・膜厚分布測定装置

・医薬品分光検査装置

・有機EL,LED同時多点発光検査装置

・面歪パタン検査装置 -Surf TRiDY-

材料・製品の性能評価
・各種材料試験、材質調査

・化学分析による鋼種判定

・実稼動模擬試験による性能評価

・輸入材料の品質チェック

有機材料解析/フィルム評価
・混入異物同定

・有機材料事故品原因究明

・異種材料の密着性評価

・装飾用品のめっき材質評価、解析

材料強度・加工技術
・高速変形挙動解析、破壊力学解析

・遅れ破壊、水素脆化試験

・疲労強度、高温強度評価

・他社製品調査（自動車・家電製品・プリント基板）

・非破壊検査、余寿命診断

・材料選択、材料試作

大型構造物評価・溶接技術
・大型構造物試験（建築、土木、輸送機器）

・溶接継手性能評価、溶接構造物の安全性評価

・溶接施工技能検定試験

CAEソリューション
・汎用ソルバーを用いた数値解析

・実測、シミュレーション、検証の総合提案

・実測材料試験データによる数値解析

・解析結果の実験、検証の複合提案

腐食調査・防食技術
・各種腐食評価試験、促進試験、大気暴露試験

・電気化学試験

・耐食性材料、表面処理法選定試験

・腐食診断、余寿命診断、モニタリング技術

材料・製品の故障解析/不具合調査
・金属材料の不具合、事故原因究明

　破損、腐食、変質、劣化、変形

　強度、靭性、疲労、クリープ

　組織、表面性状

材料微細構造解析技術
・超高分解能STEMによるナノ構造解析

・極低加速電圧SEMによる表面形状観察

・FIB断面加工-TEMによる電池材料解析

・微細組織制御材料の構造解析

・多層皮膜の構造解析

・半導体素子の不純物拡散分布測定

・FPD関連モジュールの各種解析

研究・開発・設計支援
課題解決型調査

利用技術提案

極微量分析技術
・レーザーアブレーションICP質量分析による局所領域の微量分析

・高純度材料、電池材料の極微量不純物分析

・太陽電池用Si、半導体用Siの極微量分析

・極微量水素分析技術（遅れ破壊対応）

・規制対応有害物質分析（RoHS、REACH、JIG）

破面観察による破壊モードの解析

リチウムイオン二次電池正極材（LiMn2O4）の観察
（超高分解能 STEM）

ナノ粒子の内部構造観察事例（TEM） FE-EPMA と EBSD による元素分布解析

三次元 SEM による錫めっき鋼板の
表面形状測定事例

プリント基板の発熱解析

ナノスクラッチテストによる
フィルムの密着性評価

ゴム製品の亀裂発生原因調査事例 レーザー顕微鏡によるフィルム表面の
形状測定事例

ガス腐食試験設備 ACM センサーによる環境評価

定荷重 SSC 試験設備 塗装鋼管の光沢度の現地測定 レーザー溶接時の温度プロファイル測定
（光ファイバー温度計）

実大構造物の多軸載荷試験（テストベッド）

10MN 大型構造物試験機

定荷重クリープ試験設備 高温設備の余寿命診断 破壊に関する安全性評価（破壊靭性試験）

極微量水素分析装置 レーザーアブレーション ICP 質量分析装置 液体クロマトグラフ－タンデム型質量分析装置

実証設備製作・運転条件最適化 水処理のラボ実験 土壌中 VOC 等の濃度分布調査 BC1000 年古代オリエントの青銅剣調査
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有機系付着物の観察事例（ULV-SEM）
（無蒸着、加速電圧：100V）

燃料電池用触媒の観察事例（TEM）
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調査研究・市場調査
・中小企業製品開発支援

・地域連携型研究開発事業

・海外調査、技術評価

主要な調査分野

・環境技術

・材料技術、加工技術

・エネルギー技術

DyDy

10µm10µm
Grain MAP + Dy MAP

Mn

O
Li

・ HAADF像：重元素
(Mn)の特定可能

・ ABF像：軽元素
(Li,O)の特定可能

LiMn2O4の単位胞
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0.5nm0.5nm

海外調査ネットワーク



・Pbフリー化対応に伴う試作品評価

・実装部品の故障箇所特定と原因究明

・医療器具、材料の折損原因調査

・航空機用タービンブレードの損傷解析

LSI パッケージ内部の熱解析 コネクタ圧着時の応力解析

超高感度対応 ICP質量分析装置
ダイオキシン類の分析

CDケースの面歪測定

錠剤の2次元分光画像

印刷絵柄・文字検査装置のシステム構築例 錠剤内成分の分光スペクトル例

赤外線カメラによる応力解析 FIA システム プラスチック中有害成分分析用標準物質金属材料の出張分析サービス
（GreenFACT）

車体衝突に代表される高速変形時の材料挙動評価（高速引張試験・落重試験）

高速引張試験

　ひずみ速度＝10－3～ 103/sec

　　静的引張試験機、油圧サーボ試験機

　　ホプキンソンプレッシャーバー試験機

　温度：－196℃～400℃

落重試験：高速圧壊・圧縮試験
　落錘重量/衝突速度
　①10～140kg/Max.10m/sec
　②290～ 1000kg/Max.7m/sec
　※圧壊時の荷重 - 変位測定、高速ビデオ撮影解析
　　高速赤外線サーモビュアー撮影解析
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極低炭素軟鋼極低炭素軟鋼
環境分析・環境調査・アセスメント
・ダイオキシン類、アスベスト、環境負荷物質の分析

・大気、水質、土壌、臭気、騒音、振動計測、廃棄物

・音響、振動の計測、評価、対策技術

・工場、施設建設時の環境影響評価

翻訳・DTP・WEB制作・情報検索
・DTPによるカタログ、会社案内、技術資料等のメディア制作

・WEBの企画、制作、管理

・科学技術を中心とした各国語の翻訳サービス

知財調査・特許戦略・先行技術調査
・先行技術、特許情報調査

・特許マップ作成

・技術動向調査受託

教育・研修・システム構築
・知財研修

・ISO9001、14001、17025

　等の認証取得支援

・内部監査員養成セミナ

・IE、QC活動コンサルティング

土壌・地下水調査・特殊調査
・地歴調査、土壌調査、改良工事

・浄化対策提案

・DNA解析、コンポスト評価

・埋蔵文化財調査及び保存処理

省エネ・水処理技術調査
・工場、ビルの省エネルギー診断

・工場水処理設備のコンサルティング

・CO2削減コンサルティング

製造・検査支援
正確でタイムリーな
「みえる化」技術

調査・技術サービス支援
お客様視点の提案

オリジナル開発商品
・プラスチック成分分析用標準物質

・RoHS規制対応標準物質

オンサイト計測・分析サービス
・赤外線カメラによる応力分布測定サービス

・金属材料の出張分析サービス

・オンサイト土壌分析サービス（重金属類・VOC）

分光・画像検査システム機器販売
・印刷絵柄、文字検査装置

・膜厚分布測定装置

・医薬品分光検査装置

・有機EL,LED同時多点発光検査装置

・面歪パタン検査装置 -Surf TRiDY-

材料・製品の性能評価
・各種材料試験、材質調査

・化学分析による鋼種判定

・実稼動模擬試験による性能評価

・輸入材料の品質チェック

有機材料解析/フィルム評価
・混入異物同定

・有機材料事故品原因究明

・異種材料の密着性評価

・装飾用品のめっき材質評価、解析

材料強度・加工技術
・高速変形挙動解析、破壊力学解析

・遅れ破壊、水素脆化試験

・疲労強度、高温強度評価

・他社製品調査（自動車・家電製品・プリント基板）

・非破壊検査、余寿命診断

・材料選択、材料試作

大型構造物評価・溶接技術
・大型構造物試験（建築、土木、輸送機器）

・溶接継手性能評価、溶接構造物の安全性評価

・溶接施工技能検定試験

CAEソリューション
・汎用ソルバーを用いた数値解析

・実測、シミュレーション、検証の総合提案

・実測材料試験データによる数値解析

・解析結果の実験、検証の複合提案

腐食調査・防食技術
・各種腐食評価試験、促進試験、大気暴露試験

・電気化学試験

・耐食性材料、表面処理法選定試験

・腐食診断、余寿命診断、モニタリング技術

材料・製品の故障解析/不具合調査
・金属材料の不具合、事故原因究明

　破損、腐食、変質、劣化、変形

　強度、靭性、疲労、クリープ

　組織、表面性状

材料微細構造解析技術
・超高分解能STEMによるナノ構造解析

・極低加速電圧SEMによる表面形状観察

・FIB断面加工-TEMによる電池材料解析

・微細組織制御材料の構造解析

・多層皮膜の構造解析

・半導体素子の不純物拡散分布測定

・FPD関連モジュールの各種解析

研究・開発・設計支援
課題解決型調査

利用技術提案

極微量分析技術
・レーザーアブレーションICP質量分析による局所領域の微量分析

・高純度材料、電池材料の極微量不純物分析

・太陽電池用Si、半導体用Siの極微量分析

・極微量水素分析技術（遅れ破壊対応）

・規制対応有害物質分析（RoHS、REACH、JIG）

破面観察による破壊モードの解析

リチウムイオン二次電池正極材（LiMn2O4）の観察
（超高分解能 STEM）

ナノ粒子の内部構造観察事例（TEM） FE-EPMA と EBSD による元素分布解析

三次元 SEM による錫めっき鋼板の
表面形状測定事例

プリント基板の発熱解析

ナノスクラッチテストによる
フィルムの密着性評価

ゴム製品の亀裂発生原因調査事例 レーザー顕微鏡によるフィルム表面の
形状測定事例

ガス腐食試験設備 ACM センサーによる環境評価

定荷重 SSC 試験設備 塗装鋼管の光沢度の現地測定 レーザー溶接時の温度プロファイル測定
（光ファイバー温度計）

実大構造物の多軸載荷試験（テストベッド）

10MN 大型構造物試験機

定荷重クリープ試験設備 高温設備の余寿命診断 破壊に関する安全性評価（破壊靭性試験）

極微量水素分析装置 レーザーアブレーション ICP 質量分析装置 液体クロマトグラフ－タンデム型質量分析装置

実証設備製作・運転条件最適化 水処理のラボ実験 土壌中 VOC 等の濃度分布調査 BC1000 年古代オリエントの青銅剣調査
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有機系付着物の観察事例（ULV-SEM）
（無蒸着、加速電圧：100V）

燃料電池用触媒の観察事例（TEM）
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調査研究・市場調査
・中小企業製品開発支援

・地域連携型研究開発事業

・海外調査、技術評価

主要な調査分野

・環境技術

・材料技術、加工技術

・エネルギー技術

DyDy

10µm10µm
Grain MAP + Dy MAP

Mn

O
Li

・ HAADF像：重元素
(Mn)の特定可能

・ ABF像：軽元素
(Li,O)の特定可能

LiMn2O4の単位胞
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HAADFHAADF ABFABF

0.5nm0.5nm

海外調査ネットワーク

・Pbフリー化対応に伴う試作品評価

・実装部品の故障箇所特定と原因究明

・医療器具、材料の折損原因調査

・航空機用タービンブレードの損傷解析

LSI パッケージ内部の熱解析 コネクタ圧着時の応力解析

超高感度対応 ICP質量分析装置
ダイオキシン類の分析

CDケースの面歪測定

錠剤の2次元分光画像

印刷絵柄・文字検査装置のシステム構築例 錠剤内成分の分光スペクトル例

赤外線カメラによる応力解析 FIA システム プラスチック中有害成分分析用標準物質金属材料の出張分析サービス
（GreenFACT）

車体衝突に代表される高速変形時の材料挙動評価（高速引張試験・落重試験）

高速引張試験

　ひずみ速度＝10－3～ 103/sec

　　静的引張試験機、油圧サーボ試験機

　　ホプキンソンプレッシャーバー試験機

　温度：－196℃～400℃

落重試験：高速圧壊・圧縮試験
　落錘重量/衝突速度
　①10～140kg/Max.10m/sec
　②290～ 1000kg/Max.7m/sec
　※圧壊時の荷重 - 変位測定、高速ビデオ撮影解析
　　高速赤外線サーモビュアー撮影解析
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極低炭素軟鋼極低炭素軟鋼
環境分析・環境調査・アセスメント
・ダイオキシン類、アスベスト、環境負荷物質の分析

・大気、水質、土壌、臭気、騒音、振動計測、廃棄物

・音響、振動の計測、評価、対策技術

・工場、施設建設時の環境影響評価

翻訳・DTP・WEB制作・情報検索
・DTPによるカタログ、会社案内、技術資料等のメディア制作

・WEBの企画、制作、管理

・科学技術を中心とした各国語の翻訳サービス

知財調査・特許戦略・先行技術調査
・先行技術、特許情報調査

・特許マップ作成

・技術動向調査受託

教育・研修・システム構築
・知財研修

・ISO9001、14001、17025

　等の認証取得支援

・内部監査員養成セミナ

・IE、QC活動コンサルティング

土壌・地下水調査・特殊調査
・地歴調査、土壌調査、改良工事

・浄化対策提案

・DNA解析、コンポスト評価

・埋蔵文化財調査及び保存処理

省エネ・水処理技術調査
・工場、ビルの省エネルギー診断

・工場水処理設備のコンサルティング

・CO2削減コンサルティング

製造・検査支援
正確でタイムリーな
「みえる化」技術

調査・技術サービス支援
お客様視点の提案

オリジナル開発商品
・プラスチック成分分析用標準物質

・RoHS規制対応標準物質

オンサイト計測・分析サービス
・赤外線カメラによる応力分布測定サービス

・金属材料の出張分析サービス

・オンサイト土壌分析サービス（重金属類・VOC）

分光・画像検査システム機器販売
・印刷絵柄、文字検査装置

・膜厚分布測定装置

・医薬品分光検査装置

・有機EL,LED同時多点発光検査装置

・面歪パタン検査装置 -Surf TRiDY-

材料・製品の性能評価
・各種材料試験、材質調査

・化学分析による鋼種判定

・実稼動模擬試験による性能評価

・輸入材料の品質チェック

有機材料解析/フィルム評価
・混入異物同定

・有機材料事故品原因究明

・異種材料の密着性評価

・装飾用品のめっき材質評価、解析

材料強度・加工技術
・高速変形挙動解析、破壊力学解析

・遅れ破壊、水素脆化試験

・疲労強度、高温強度評価

・他社製品調査（自動車・家電製品・プリント基板）

・非破壊検査、余寿命診断

・材料選択、材料試作

大型構造物評価・溶接技術
・大型構造物試験（建築、土木、輸送機器）

・溶接継手性能評価、溶接構造物の安全性評価

・溶接施工技能検定試験

CAEソリューション
・汎用ソルバーを用いた数値解析

・実測、シミュレーション、検証の総合提案

・実測材料試験データによる数値解析

・解析結果の実験、検証の複合提案

腐食調査・防食技術
・各種腐食評価試験、促進試験、大気暴露試験

・電気化学試験

・耐食性材料、表面処理法選定試験

・腐食診断、余寿命診断、モニタリング技術

材料・製品の故障解析/不具合調査
・金属材料の不具合、事故原因究明

　破損、腐食、変質、劣化、変形

　強度、靭性、疲労、クリープ

　組織、表面性状

材料微細構造解析技術
・超高分解能STEMによるナノ構造解析

・極低加速電圧SEMによる表面形状観察

・FIB断面加工-TEMによる電池材料解析

・微細組織制御材料の構造解析

・多層皮膜の構造解析

・半導体素子の不純物拡散分布測定

・FPD関連モジュールの各種解析

研究・開発・設計支援
課題解決型調査

利用技術提案

極微量分析技術
・レーザーアブレーションICP質量分析による局所領域の微量分析

・高純度材料、電池材料の極微量不純物分析

・太陽電池用Si、半導体用Siの極微量分析

・極微量水素分析技術（遅れ破壊対応）

・規制対応有害物質分析（RoHS、REACH、JIG）

破面観察による破壊モードの解析

リチウムイオン二次電池正極材（LiMn2O4）の観察
（超高分解能 STEM）

ナノ粒子の内部構造観察事例（TEM） FE-EPMA と EBSD による元素分布解析

三次元 SEM による錫めっき鋼板の
表面形状測定事例

プリント基板の発熱解析

ナノスクラッチテストによる
フィルムの密着性評価

ゴム製品の亀裂発生原因調査事例 レーザー顕微鏡によるフィルム表面の
形状測定事例

ガス腐食試験設備 ACM センサーによる環境評価

定荷重 SSC 試験設備 塗装鋼管の光沢度の現地測定 レーザー溶接時の温度プロファイル測定
（光ファイバー温度計）

実大構造物の多軸載荷試験（テストベッド）

10MN 大型構造物試験機

定荷重クリープ試験設備 高温設備の余寿命診断 破壊に関する安全性評価（破壊靭性試験）

極微量水素分析装置 レーザーアブレーション ICP 質量分析装置 液体クロマトグラフ－タンデム型質量分析装置

実証設備製作・運転条件最適化 水処理のラボ実験 土壌中 VOC 等の濃度分布調査 BC1000 年古代オリエントの青銅剣調査
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有機系付着物の観察事例（ULV-SEM）
（無蒸着、加速電圧：100V）

燃料電池用触媒の観察事例（TEM）
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高分解能 - 走査型電子顕微鏡
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調査研究・市場調査
・中小企業製品開発支援

・地域連携型研究開発事業

・海外調査、技術評価

主要な調査分野

・環境技術

・材料技術、加工技術

・エネルギー技術
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・ HAADF像：重元素
(Mn)の特定可能

・ ABF像：軽元素
(Li,O)の特定可能

LiMn2O4の単位胞
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