大阪開催

現場実務で役立つ・使える！

FT-IR測定・同定の実際と
アプリケーションテクニック
● 開催日時

●対

2019年 7月 4日（木）
10：00〜16：30

●会

場

日本能率協会 関西事務所 研修室

（大阪市・北区・梅田）

・ 研究開発部門、研究機関のご担当者、リーダーの方
象 ・ 企業等の分析部門、大学等の分析センター、公設試験センターの担当者、リーダー、等
・ その他、技術部門全般で本テーマにご関心のある方

赤外分光法は、その特徴からも主に有機化合物の化学構造や
高次構造の解析手段として研究、開発され、今日では研究・開発
だけでなく工場でのインライン評価などにも幅広く一般に使用
されています。近年になって、ATR法を初めとした様々な測定法
の開発や装置の改良等によって、従来困難であったような試料も
容易に測定が可能となり、今日においてはなくてはならない基本的
な測定手法としてその地位を確立しています。
ところが、実際のサンプルや問題に直面した場合、どのように
測定・解析を行っていくかに課題をお持ちの方は依然として多い

ようです。残念ながら、文献・教科書等では装置や測定法の原理
は詳細に解説するものの、そのアプリケーションとしての解説を
十分に行っているものは少ないと言わざるをえません。
本セミナーは、赤外分光法の詳細で専門的な原理ではなく、より
アプリケーション寄りの内容、実務での赤外分光法活用を中心と
しました。実際の分析操作やスペクトルの解 釈、実際の分析に
おいて対象とすることの多い異物や混合物、様々な試料や目的
への対応の方法、事例などについて、実務使用における測定技術や
応用技術、ノウハウを解説します。

セミナープログラム

10：00〜16：30（昼食 12：00〜13：00）

1．赤外分光法の基本原理と特徴

10．高次構造

2．代表的な測定法

11．結晶解析

透過法
ATR法のバリエーション
FTIR−ATRにおける測定深さ
ATR法における注意点
異常分散によるスペクトルへの影響
毒劇物としてのATR結晶（IRE）
拡散反射法
ガスセル
顕微赤外

3．赤外スペクトル
赤外スペクトルの概要
指紋領域の利用
スペクトルサーチ
代表的検索アルゴリズム
ヒットスコアの罠
スペクトルサーチのコツ
混合解析
系統分析

4．定量分析
検量線法

ピーク強度比法

全反射法（ATR）
ATR結晶（IRE）の特性
ATR補正
様々なATRアタッチメント
反射法
光音響分光法（PAS）
主な測定法のまとめ
ラマン分光法との対比

主な吸収帯
カルボニル基の判別
スペクトルデータベース
検索アルゴリズムの限界
検索結果の間違い例
差スペクトル
オープンライブラリ
帰属の考え方

内標準法

誤差要因

5．大気成分補正
6．測定条件
7．スペクトル処理
ベースライン補正
ピーク高さと面積

バルク
異物・微小部

フィルム
繊維

13．配向
14．水素結合
15．バルク（全体平均）分析
16．表面分析
17．深さ方向分析
断面の利用
傾斜面の例

ベースライン（ピーク強度）
自動処理の注意点

紛体
汚染・付着物

液体
黒色試料

精密斜め切削法
研磨法
角度変化法

18．温度変化測定
19．FTIRにおける注意点

ATRにおける 異常分散 ／ 試料変形の影響
試料の置き方の影響 ／ 押し圧の影響
KBrと試料との反応
KBr錠剤法の粉砕粒度の影響
表面研磨、偏光と試料傾斜による干渉縞抑制
プレスホルダーによる干渉縞抑制

20．事

8．混合物の解析
9．様々な試料

12．融解

例

フィルム上汚染
UV表面処理による構造変化の深さ方向解析
UV照射によるオレフィンの構造変化
UV照射による添加剤入りPVCの構造変化
ポリイミドの表面処理層の深さ方向分析
Pi／Cu／Si界面の解析
時間分解測定

21．
仮説思考による研究開発と問題解決
※プログラムは更新・変更になる事がありますので、予めご了承ください。

FT-IR測定・同定の実際とアプリケーションテクニック
講
紹

師
介

（敬称略）

奥村

本セミナーで習得できる知識

治樹

□ 赤外分光法の各種測定法

ジャパン・リサーチ・ラボ 代表

□ アタッチメント特徴と測定技術
□ 様々な試料・目的に合わせた測定法

東レ、パナソニック等にて材料開発や開発マネジメントに従事。その後、
化学系ベンチャー企業などを経て現在は、
ジャパン・リサーチ・ラボ代表と
して技術コンサルティング、人材育成を行う傍ら、大学での講義や中小
企業の育成事業等に携わっている。
博士（工学）

関連セミナー

詳しくは、セミナーID（半角数字）

ID：100671

確実に成果をうむ

実験の考え方と
記録・実験ノートの取り方
確実に結果を成果へと昇華させる開発を実現
するために必要な知識を、記録に重点を置いて
詳細に解説します。

お申込みについて

1

□ スペクトル処理・解釈の考え方
□ 混合物解析の実際の手順
□ 赤外分光法を用いた問題解決の手順

■
■
■
■
■
■
■

イントロダクション
実験ノート
実験の基本と心得と実験ノート
実験計画
研究開発のための思考
コミュニケーションと情報発信
仮説思考による研究開発と
問題解決

■
■
■
■
実験技術の技術継承における本質を理解し、 ■
発展的成長へつなげるための戦略を学べます。 ■
■
■

実験技術の可視化と
技術継承セミナー

で検索

ID：100673

暗黙知となっている実験技術の継承の具体的方法

技術継承と暗黙知
実験技術継承の目的、課題
継承を成功させる戦略
実験技術継承の実際
技術（ナレッジ）の可視化・情報化
情報の評価と解析
技術継承の方法（伝え方と教え方）
育成と継承

定員になり次第、申込受付を終了します。お早めにお申込みください。

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで
セミナーID（半角数字）

JMA （6ケタのID）

JMA 150937

2
スマートフォン
タブレットから

で検索

もしくは、https://school.jma.or.jp/
※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
JMAマネジメントスクールまでお電話（03-3434-6271）にてお問合せください。

参加料 （消費税抜） ※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。
一般社団法人日本能率協会法人会員
会

員

外

47,000円/1名
53,000円/1名

※テキスト（資料）費・昼食費が含まれております。
※法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
https://www.jma.or.jp/membership/

会員制度のご案内
小会は法人を対象とした会員制度を設けセミナー参加料割引をはじめ各種サービス
を提供しております。詳しくは関西事務所までお問合せください。

キャンセル規定
参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方もご都合がつか
ない場合は、下記の規定によりキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。
開催7日前(開催初日を含まず起算) 〜前々日････････････････参加料の30％
開催前日および当日････････････････････････････････････････参加料全額
（万一キャンセルの場合は必ずメールあるいはFAXでご連絡ください。）

ご注意
・参加申込規定はお申込ページにございますので、ご確認・同意の上、お申込くだ
さい。
・同業他社からのご参加はお断りする場合があります。
・参加者数が最少催行人数に達しない場合は、延期もしくは中止にさせていただく
場合がございます。

申込に関する問合せ先 参加証・請求書、キャンセル・変更 等

JMAマネジメントスクール

TEL：03（3434）6271

電話受付時間 月〜金曜日9:00〜17:00 ただし祝日を除く
メール：seminar@jma.or.jp FAX：03（3434）5505

企画に関する問合せ先 プログラム内容、講師派遣、会員入会 等
本研修は、各社に講師を派遣して社内研修として開催できます。
研修プログラムは、各社の希望に合わせてカスタマイズしますので、社内研修を
ご検討の方はお気軽にお問合せください。

一般社団法人日本能率協会 関西事務所
〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー 19階
TEL：06（4797）2050（代表）／メール：jma-kansai@jma.or.jp

これから求められる経営モデルの提唱

JMAが選ばれ続ける4つの理由
現場課題に

未開拓領域を花開かせる

KAIKA Awardsは、全社的な変革
運 動、経 営 理 念を 体 現する人づく
り、ダイバーシティ経営、新しいチャ
レンジを進めるプロジェクトなど、
人・組織の力を結集する様々な取り
組みを対象にした表彰制度です。

日本能率協会（JMA）は、企業経営の要である「ひと」の力を最大に
することを通じ、新たな経営・組織づくりに貢献します。
社長・役員向けプログラムのほか、次世代経営者・幹部育成のための
長期プログラム、役職別の能力開発研修、人事・教育、マーケティング
など専門領域のスキルアップ研修など年間2,000本以上の公開型研修を
開催しています。
また、企業・自治体・学校に向け、個別課題解決支援を行っています。

合わせた
1 プログラム内容

2

実践力のつく
演習

3 研修結果を
継続させる仕組み

4

多様な業界、
業種と交流

