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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

ホームページURL：https://www.h-techno.co.jp/training/

総合ガイドURL：https://www.h-techno.co.jp/training/data/guide.pdf

キャンセル規定

受講お申込みプロセス

1. 受講コースの選択

2. お申し込み

3. 受講

4. 受講料のお支払い

ホームページ 総合ガイド メールマガジン

ホームページ，総合ガイド，メールマガジン，パンフレットから受講するコースを選択してください。

お客様企業のニーズに適合したコースをご提案するカスタマイズ研修/出前研修（P.1参照）もあります。

パンフレット
お客様企業ニーズ

に合わせたコース

のご提案

ホームページ 申込書

ホームページからお申込みください。

必要事項をインプットし送信してください。 申込書に記入し，E-mailへの添付ファイル，

またはFAXでお送りください

申込責任者宛てにE-mailにて

「申込み完了メール」をお送りします。

申込責任者宛てにE-mailまたはFAXにて

「受講受付確認票」をお送りします。

（１）指定された日時・会場で受講ください。

（２）キャンセルの場合：申込締切日までにご連絡ください。

申込締切日の翌日以降のキャンセルはタイミングに応じてキャンセル料を頂きます。

（３）開催中止の場合があります。

開催最少人数を下回るなど止むを得ず中止する場合は，中止連絡を申込責任者に送付します。

（１）受講料のお支払いは受講後です。

研修日初日に請求書をお渡ししますので，受講後に当社指定口座にお振込ください。

（２）キャンセル料請求書は研修終了後にお送りします。

当社指定口座にお振込ください。

P.1参照

申込書によるお申込みも可能です。

受講予定の方がご都合が悪い場合は，代理の方が受講ください。代理の方もご都合がつかない場合は，

以下の通りキャンセル料を申し受けますので，ご了承ください。

キャンセル料

１）申込締切日翌日～研修８日（営業日）前：受講料の２０％

２）研修７日前（営業日）～研修日 ：受講料の１００％(全額）

ここで営業日とは，土日，祝祭日，休業日（8月13日～16日，12月29日～翌年1月4日）を除いた日です。
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・個別企業独自のニーズに対応した研修にできる

・社内の人材育成プロセスに直接リンクできる

・他社社員を気にすることなく深い議論ができる

・管理職層のOJT負担を軽減できる

　　　多忙化するプレーイングマネジャーに対応

・講師をお客様企業に出張させることで受講者の利便性が上がる

・機械製図コース

　　　入門（三角法を学ぶ），初級（JISを学ぶ），中級（図面が描ける）

・機械工学概論　

　　　金属＆非金属材料学，材料力学，機械要素学，機械加工学

・電子回路基礎講座

　　　電子回路素子，増幅回路，発振回路，変調・復調回路， パルス回路， 電源回路

・技術者のためのマーケティング技法

　　　商品・新機能の開発において数値化しにくい顧客の感性の見える化の理論と応用を習得

・技術者のためのプレゼンテーション構成力

　　　開発投資の意思決定，お客様への技術訴求に応用

・企業からのご要望を基に新設を検討

(株)ヒロテック様　：　テクニカルライティングセミナー

(株)東洋シート様　：　電子回路応用講座，電子回路基礎講座，EMC講座

西川ゴム工業(株)様　：　品質工学

日立オートモーティブシステムズ阪神(株)様　：　ロジカル・シンキング

マツダ(株)様　：　 新入社員指定研修・機械製図，　機械製図技能検定訓練，　工業英語-中級　

問題発見・問題解決の勘どころ，　プレゼンテーションのための視覚表現

商品企画・開発のための多変量解析，　相手の心に届くプレゼンテーション　

イノベーション入門，　幾何公差設計法（GD＆T)，

人材育成のためのコーチング技法

カスタマイズ/出前研修のお奨め

ねらい

講座例(ご検討用)

実績
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● 研修事業の使命，運営方針，研修による支援の体系

ページ

研修事業の使命

地域ものづくり企業の高度化支援

・技術力向上

商品企画力，開発力および生産効率の向上

・組織力向上

・新規事業への挑戦のための情報提供

・事業基盤の強化

運営方針

・地域の特色を反映した分野設定

・人材育成プロセスに整合し，シリーズ化した階層別講座

・受講者の満足度を講座内容等に継続的にフィードバック

・個別企業の独自のニーズに応じて内容設計するカスタマイズ/出前研修

研修による支援の体系

ものづくりの高度化

組織力向上技術力向上 新規事業へ

の挑戦

事業基盤

階

層

別

イノベーション

商品戦略

技術戦略

ビジネススキル

PCソフト活用技術

開発技術

生産技術・管理

品質管理

原価管理

環境影響評価

グローバル

ビジネス

組織開発

新入社員教育

3



広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

A1 New 顧客価値重視のイノベーション－日本製造業の生きる道－ 10 半日 20人 11,880円

A2
デザイン思考による新たな価値創造と商品化の新手法
－考え方・進め方「ワークショップ」－

11 2日 20人 24,840円

A3 イノベーション実現のための組織行動入門 11 1日 20人 15,120円

A4
イノベーション実践
－各自の課題について実現への道筋を描くワークショップ

11 １日＋2日 10人 34,560円

A5 New 商品企画書作成講座－基礎編－ 12 1日 20人 15,120円

A6 プロジェクト・リーダー養成講座－凝縮1日コース－ 12 1日 20人 15,120円

A7
生産初期から狙いの品質・納期・コストを実現する
新製品開発プロセスのあり方・すすめ方

12 1日 20人 15,120円

A8
ビジネスチャンス発掘から実行計画策定まで
成功する新製品・新事業開発の勘どころ

13 1日 20人 15,120円

A9 品質機能展開（ＱＦＤ） 13 1日 20人 15,120円

A10 自動車部品メーカーのための自動車開発システム入門 13 1日 20人 15,120円

A11
転換期にある自動車の環境、樹脂技術者に求められる知見と実
務とは

14 2日 20人 24,840円

Ａ12 知的財産経営入門－事業と知的財産の関係をーから学ぶ－ 14 1日 20人 15,120円

Ａ13 New 企業価値を高めるＣＳＲ（企業の社会的責任） 14 1日 20人 15,120円

Ｂ１ 中小企業の海外展開を成功させる実践的マネジメント 15 1日 20人 15,120円

Ｂ２ New グローバルで運用する「目で見る工場管理」 16 1日 20人 15,120円

Ｂ３ ものづくり企業のタイ国展開ワークショップ 16 1日 20人 15,120円

Ｂ４
メキシコ駐在・出張者のためのスペイン語コミュニケーション
入門－英語から入る－

16 1日 20人 15,120円

Ｂ５ 海外展開企業で必要な英語コミュニケーション 17 1日 20人 15,120円

Ｂ６ ビジネス・テクニカル英文ライティング－初級 17 2日 20人 24,840円

Ｂ７ ビジネス・テクニカル英文ライティング－中級 17 2日 20人 24,840円

Ｂ８
ビジネス・テクニカル英文ライティング－上級
－読み手のアクションを引き出せる英語実用文ライティング－

18 2日 20人 24,840円

C1 機械製図－入門（三角法を学ぶ） 20 3日 20人 34,560円

C2 機械製図－初級（ＪＩＳを学ぶ） 20 2日 20人 24,840円

C3 機械製図－中級（図面が描ける） 20 2日 20人 24,840円

C4 機械製図－技能検定2級レベル実技編　2日×2回 21 2日×2回 10人 52,920円

C5
幾何公差設計法（ＧＤ＆Ｔ）－国際的に通用する設計図面とす
るために－

21 3日 20人 34,560円

C6 心理学視点で使いやすいインタフェース設計と実践
－理論と実習（ラピットプロトタイピング/ホットモックアップ）で習得－

21 2日 15人 29,160円

C7
はじめての電気・電子回路
－(1)電流と電圧，ｷﾙﾋﾎｯﾌの法則，直流回路，電磁誘導，他

22 1日 20人 15,120円

C8
はじめての電気・電子回路
－(2)交流の基礎，交流回路，三相交流

22 1日 20人 15,120円

C9
はじめての電気・電子回路
－(3)半導体，簡単なトランジスタ増幅回路，他

22 1日 20人 15,120円

C10
電子回路設計のための基礎力養成講座
－(1)トランジスタ回路と等価回路，他

23 1日 20人 15,120円

C11
電子回路設計のための基礎力養成講座
－(2)バイアス回路，フィルター回路，他

23 1日 20人 15,120円

C12
電子回路設計のための基礎力養成講座
－(3)OPアンプ，積分回路，デジタル回路，他

23 1日 20人 15,120円

研修コース一覧（2018年4月～2019年3月）

分　　野
コー
ス№

研修コース名
掲載
ページ

定員 受講料

イノベーション
・経営戦略
・技術戦略

グローバル
ビジネス

日数

開発技術
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特記の外は、広島テクノプラザ会場で開催します。

延岡　健太郎（一橋大学）
31
金

佛圓　哲朗（香川大学）
20-21
木金

佐々木　圭太（㈱広島テクノプラザ）
2
火

吉田　利兵衛（YMR吉田経営研究所）
19
月

20-21
木金

清野　聡（岡山理科大学）
13
木

山田 洋史（マツダ㈱）
9
火

下脇　一晴（㈲品質経営）
3
水

吉田　利兵衛（YMR吉田経営研究所）
4
火

山田 洋史（マツダ㈱）
17
火

山下　肇
（アドバン・コンサルティング(同)）

22
火

大庭　敏之（大庭塾）
4-5
木金

森　匡輝（ＣＵＢＩＳ Ｐｒｏｊｅｃｔ）
15
火

角　和宏（マツダ㈱）
22
金

平見　尚隆（広島大学 特任教授）
28
月

川口　恭則（KEアシスト）
5
木

住田　千鶴子
（スミタ・トレーニング・センター＆コンサルタント）

5
月

平見　尚隆（広島大学 特任教授）
17
月

平見　尚隆（広島大学 特任教授）
21
火

山口　統平（コンサルタント）
14-15
木金

山口　統平（コンサルタント）
13-14
木金

中西　邦治（コンサルタント）
1-2
木金

中塚　博
（一級機械製図技能士・機械科職業訓練指導員）

28-30
月-水

中塚　博
（一級機械製図技能士・機械科職業訓練指導員）

2-3
月-火

中塚　博
（一級機械製図技能士・機械科職業訓練指導員）

30-31
木金

中塚　博
（一級機械製図技能士・機械科職業訓練指導員）

20-21
木金

22-23
月火

喜多　秀紀（喜多設計研究所）
6-8

水-金
5-7

水-金
16-18
水-金

井上　勝雄（広島国際大学）
25-26
月火

菅崎　英雄
（㈱広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター）

31
木

菅崎　英雄
（㈱広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター）

31
火

菅崎　英雄
（㈱広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター）

25
火

城迫　勝則
（㈱広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター）

14
月

城迫　勝則
（㈱広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター）

11
月

城迫　勝則
（㈱広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター）

9
月

７月 ８月 ９月 １０月講　　　　師 ４月 １月 ２月 ３月１１月 １２月５月 ６月

広島 福山
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研修コース一覧（2018年4月～2019年3月）

分　　野
コー
ス№

研修コース名
掲載
ページ

定員 受講料日数

C13
電子回路設計のための基礎力養成講座
－(4)OR，AND，NOTゲート，他

24 1日 20人 15,120円

C14
電子回路設計のための基礎力養成講座
－(5)AD・DA変換，デジタル無線通信，他

24 1日 20人 15,120円

C15 モーター・アクチュエーター駆動制御回路の基礎（実習付） 24 1日 20人 15,120円

C16 自動機械制御に必要なシーケンス制御基礎 25 3日 10人 41,040円

C17 ＥＭＣの基礎と応用－国際規格ＣＩＳＰＲ25 25 1日 20人 15,120円

C18 ＥＭＣとノイズ対策
－(1)3つの電磁気現象，電流とLとC，伝送路ノイズ対策，他

25 1日 20人 15,120円

C19 ＥＭＣとノイズ対策
－(2)コモンモードノイズ源対策，基板レイアウト，シールド，他

26 1日 20人 15,120円

C20 自動車のＥＭＣ実務 26 1日 20人 15,120円

C21 金属材料と加工技術 26 2日 20人 24,840円

C22 プラスチック－材料と成形技術（基礎講座） 27 2日 20人 24,840円

C23 プラスチック－材料と成形技術（中級講座） 27 2日 20人 24,840円

C24 機械・構造物用材料－疲労強度と疲労設計 27 2日 20人 24,840円

C25 機械・構造物用材料－腐食と環境脆性 28 2日 20人 24,840円

C26 機械・構造物の破損解析の要点－原因を突き止める－ 28 2日 20人 24,840円

C27 騒音・振動対策の基礎と事例 28 2日 20人 24,840円

C28 騒音・振動計測技術の基礎 29 2日 20人 24,840円

C29 多変量解析入門 29 2日 15人 29,160円

C30
100円ショップ商品もコスト低減案がサクサク出せる
VE応用セミナー

29 2日 20人 24,840円

C31
知的財産活用の実践１（演習付）
－特許情報を開発構想・発明に活かす－

30 1日 15人 17,280円

C32
知的財産活用の実践２（演習付）
－発明発掘と戦略的な知的財産登録－

30 1日 15人 17,280円

D1 ものづくり現場現実からの課題発掘力の強化 31 2日 15人 24,840円

D2 職長の監督技術ステップアップ 31 2日 15人 24,840円

D3
生産現場のムダ取り
－実践ＩＥ（Industrial Engineering）－

32 3日 15人 34,560円

Ｅ１ 統計解析手法 33 3日 15人 41,040円

Ｅ２ ＱＣ七つ道具・新ＱＣ七つ道具 33 3日 15人 41,040円

Ｅ３ 慢性不良の顕在化と改善シナリオ 34 1日 20人 15,120円

Ｅ４
経営者・管理者のためのＦＭＥＡ・品質工学概論
－市場クレームの完全な未然防止のために－

34 1日 20人 15,120円

Ｅ５ ＦＭＥＡ／ＦＴＡ 34 3日 20人 34,560円

Ｅ６ 実験計画法 35 2日 20人 24,840円

Ｅ７ 品質工学（タグチメソッド） 35 3日 20人 34,560円

Ｅ８ 車載部品の設計不具合を未然防止するＤＲＢＦＭ（演習付） 35 1日 20人 15,120円

Ｅ9 品質管理に役立つ材料分析 36 1日 20人 15,120円

品質管理

生産技術
・管理

開発技術

開発技術

6



広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

特記の外は、広島テクノプラザ会場で開催します。

７月 ８月 ９月 １０月講　　　　師 ４月 １月 ２月 ３月１１月 １２月５月 ６月

城迫　勝則
（㈱広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター）

28
火

城迫　勝則
（㈱広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター）

18
火

白石 秀樹（㈲コスモデザイン）
26
金

宇山　晃生（ライト電業㈱）
22-24
水-金

菅崎　英雄
（㈱広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター）

7
金

菅崎　英雄
（㈱広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター）

8
金

菅崎　英雄
（㈱広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター）

8
金

網本　徳茂（マツダ㈱）
30
金

日野　実（広島工業大学）
1-2
木金

草川　紀久（高分子環境情報研究所）
25-26
月火

草川　紀久（高分子環境情報研究所）
10-11
月火

江原　隆一郎（福岡大学材料技術研究所）
6-7
火水

江原　隆一郎（福岡大学材料技術研究所）
29-30
火水

江原　隆一郎（福岡大学材料技術研究所）
12-13
火水

佐野　潔（工学博士）
1-2
月火

石川　正臣（工学博士）
23-24
木金

井上　勝雄（広島国際大学）
3-4
月火

村上　哲朗（村上設計研究所）
19-20
木金

勝田　日出男（コンサルタント）
1
金

勝田　日出男（コンサルタント）
1
金

新宅　武昭（㈲Ｐ.Ｍ.Ｃ.経営研究所）
8-9
木金

新宅　武昭（㈲Ｐ.Ｍ.Ｃ.経営研究所）
15-16
月火

泉　旦茂
（工場経営コンサルティングFOUNTAIN）

19-21
水-金

石井　明弘（QCＣ上級指導士）
11-13
水-金

17-19
水-金

石井　明弘（QCＣ上級指導士）
16-18
水-金

26-28
水-金

9-11
水-金

川口　恭則（KEアシスト）
10
木

喜多　秀紀（喜多設計研究所）
2
月

12
火

喜多　秀紀（喜多設計研究所）
14-16
月-水

3-5
月-水

喜多　秀紀（喜多設計研究所）
2-3
木金

喜多　秀紀（喜多設計研究所）
5-7

月-水

山田　卓（㈱ワールドテック）
1
金

山田　洋史・三根生　晋（マツダ(株)）
2
金
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

研修コース一覧（2018年4月～2019年3月）

分　　野
コー
ス№

研修コース名
掲載
ページ

定員 受講料日数

原価管理 Ｆ１ 原価計算の進め方 37 2日 15人 24,840円

環境影響評価 Ｇ１ 最先端のＬＣＡ－基礎と最先端の応用を学ぶ－ 38 1日 20人 15,120円

Ｈ１ New ものづくり企業における新入社員ビジネス研修 39 1日 20人 15,120円

Ｈ２
新入社員を早くー人前の技術者にするための基礎講座
－技術者に必須の５つのスキル－

39 3日 20人 34,560円

I１ 若手技術者飛躍のための問題発見・問題解決の勘どころ 40 2日 20人 24,840円

I２ 中堅・幹部技術者のための革新課題の設定と解決の勘どころ 40 2日 20人 24,840円

I３ 相手の心に届くプレゼンテーション 41 1日 20人 15,120円

I４ プレゼンテーションのための視覚表現 41 2日 15人 29,160円

I５ クリティカル・シンキング－基礎編
－因果関係の推定，他人の評価，自分自身の省察，信念の分析－

41 1日 20人 15,120円

I６
クリティカル・シンキング－応用編
－メタ認知，問題解決，意思決定，２つの議論－

42 1日 20人 15,120円

J1
ファシリテーター養成講座
－成果が出る小集団/QCサークル活動のために－

43 1日 20人 15,120円

J2 人材育成のためのコーチング技法 43 1日 20人 15,120円

J3 New
生産性向上の基本ツール「自工程完結」
－事務・間接部門への適用を含む－

44 1日 20人 15,120円

K1
Ａｃｃｅｓｓ（2016）入門
－データを一元管理して定型業務を効率化－

45 3日 15人 41,040円

K2
Ａｃｃｅｓｓ（2016）　応用
－便利な機能を駆使して業務の質と効率を改善－

45 3日 15人 41,040円

K3
Ｅｘｃｅｌ（2016）実務
－便利な関数・機能を使いこなす一般応用編－

46 2日 15人 29,160円

K4
Ｅｘｃｅｌ（2016）応用
－面倒な操作を自動化するマクロVBA編－

46 2日 15人 29,160円

K5
Ｅｘｃｅｌ（2016）マスター
－ゼロから作るマクロVBA構築編－

46 1日 15人 17,280円

（注）講師の都合により研修内容及び実施月日は若干変更することがあります。講師は現時点で予定されている方ですが、変更もあります。

PCソフト活用

ビジネス
スキル

組織開発

新入社員教育
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

特記の外は、広島テクノプラザ会場で開催します。

７月 ８月 ９月 １０月講　　　　師 ４月 １月 ２月 ３月１１月 １２月５月 ６月

栗山　琢次・新宅　武昭
（㈲Ｐ.Ｍ.Ｃ.経営研究所）

4-5
月火

稲葉　敦（工学院大学）
20
火

常松　玲子（目白大学）
10
火

喜多秀紀（喜多設計研究所）
9-11
水-金

吉田　利兵衛（YMR吉田経営研究所）
24-25
木金

24-25
木金

吉田　利兵衛（YMR吉田経営研究所）
26-27
木金

常松　玲子（目白大学）
27
月

濱野　勝（レドリーパソコン教室）
7-8
木金

新田　茂樹（㈱広島テクノプラザ）
3
月

新田　茂樹（㈱広島テクノプラザ）
21
月

中川　政司（コンサルタント）
31
木

山本　紀道（㈱ルネサンス）
23
月

30
火

川口　恭則（KEアシスト）
21
木

土山　ゆかり（マンパワーグループ㈱）
23-25
水-金

10-12
水-金

土山　ゆかり（マンパワーグループ㈱）
4-6

水-金
12-14
水-金

土山　ゆかり（マンパワーグループ㈱）
13-14
水木

7-8
水木

土山　ゆかり（マンパワーグループ㈱）
29-30
水木

6-7
水木

土山　ゆかり（マンパワーグループ㈱）
12
水

6
水

福山

広島
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

● コース紹介　

会場：広島テクノプラザ 受講料：１１，８８０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 延岡　健太郎　　

一橋大学イノベーション研究センター長　教授

開催日：◆2018年8月31日（金）

(申込締切　2018年8月6日（月））

モノづくりを高い利益や付加価値に結びつ
けるために経営・仕事の改革に取り組んで
いる，またはこれから取り組みたい経営
者，幹部社員，担当者。

以下の内容で、参加者の皆さんと活発な意見交換と質疑応答をしながら講
義と討議を進めていきます。
１　ものづくりと価値づくり：価値づくり経営とは
２　イノベーション：統合的価値の創造＝機能的価値＋意味的価値
３　模倣をされない独自性：中核能力とコア技術
４　消費財の意味的価値：SEDAモデル（Science, Engineering, Design, Art）
  アップル、ダイソン、マツダ等の事例
５　生産財の意味的価値：ソリューション
  キーエンス、ディスコ、シスメックス等の事例

入門 初級 中級 上級

人

日本企業のイノベーション力は過去20年間にわたり停滞してい
ます。理由の一つは顧客価値の本質的な変化に対応できてい
な点が挙げられます。近年、技術やカタログ仕様で表せる機能
的価値に加えて、それらを超えて顧客が意味付ける意味的価
値が重要になっています。消費財で言えば、心を動かされるデ
ザインや、使って初めてわかる気持ち良い使い心地などです。
生産財であれば、顧客企業の利益や売上に実際に結びつくソ
リューション価値です。本セミナーでは、そのような視点も含め
て、顧客価値の高い商品開発イノベーションのあり方について
説明します。

プログラム

半日（13：00-17：00）

A1 顧客価値重視のイノベーション
－日本製造業の生きる道－

半日
コース

定員 20

A. イノベーション・経営戦略・技術戦略

Ａ3. イノベーション実現のための組織行動入門

A11. 転換期にある自動車の環境，樹脂技術者に

求められる知見と実務とは

A12. 知的財産経営入門
－事業と知的財産の関係を一から学ぶ－ A13. 企業価値を高めるCSR（企業の社会的責任）

Ａ1. 顧客価値重視のイノベーション
－日本製造業の生きる道－

A10. 自動車部品メ-カ-のための自動車開発システム入門

Ａ8. ビジネスチャンス発掘から実行計画策定まで

成功する新商品・新事業開発の勘どころ

Ａ7. 生産初期から狙いの品質・納期・コストを実現

する製品開発プロセスのあり方・すすめ方

Ａ9. 品質機能展開（QFD)

A6. プロジェクト・リーダー養成講座－凝縮1日コース－

A2. デザイン思考による新たな価値創造と商品化の新手法

－考え方・進め方「ワークショップ」－

A5. 商品企画書作成講座－基礎編－

Ａ4. イノベーション実践
－各自の課題について実現への道筋を描くワークショップ
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 佛圓　哲朗

香川大学自然生命科学系教授　Ph.D

対象：

開催日：◆2018年9月20日（木）～21日（金）

(申込締切　2018年8月29日（水））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 佐々木　圭太　　

㈱広島テクノプラザ　常務取締役

開催日：◆2018年10月2日（火）

(申込締切　2018年9月7日（金））

会場：広島テクノプラザ 受講料：３４，５６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 吉田　利兵衛　　

ＹＭＲ吉田経営研究所　所長

対象：

開催日：◆2018年11月19日(月）

　 2018年12月20日（木）～21日（金）

(申込締切　2018年10月29日（月））

A3 イノベーション実現のための組織行動入門 1日
コース

定員 20 人

イノベーションは知的な創造をもとに不確実な
条件下で事業化への挑戦が必要です。この実
現は多分に個人の能力に依存しているうえに、
組織として新しい行動が必要となります。本研
修では、この知的創造、事業化への挑戦の成
功度を上げるために役立つ思考と行動の枠組
み（フレームワーク）について基本的なものを学
んでいただきます。

プログラム

1日（9：30-16：30）
１． イノベーションとは何か
　　　 時代とともに変遷してきたイノベーションの姿

　　　 インベンション（発明）はイノベーションの一要素

２． 事業化へのステージ
　　　ステージ間にある障壁「魔の川」、「死の谷」、
　　　「ダーウィンの海」

　　　ハイテクとローテク、どちらも大切

＜＜ビジネスケース演習＞＞
３． マーケット戦略
　　　マーケット層順に各層に合わせた商品仕様を対

　 　　応

４． プロジェクトマネジメント
　　　プロジェクトとは
　　　管理とマネジメントの違い
　　　プロジェクトマネジャーの役割
５．研究開発テーマ発想のプロセス
　　　顧客ニーズ、技術シーズからのアプローチ

６．技術ロードマップ
　　未来時点の顧客価値を獲得するためのアクション

　　　プラン

７．イノベーションに求められる技術者像
　　　能力、志

ものづくり企業の中堅技術者、技術系
マネジメント

定員 20 人

アップル、ダイソンでは，アメリカのIDEO社が提唱した
「デザイン思考」により、商品の総合的な価値を高めて
います。この講座では、このデザイン思考の考え方を
学び、課題（例えば30年後のモビリティの姿は？）をも
とにグループワークでデザイン思考のステップ（①共感
②問題定義　③アイデア創造　④プロトタイプ　⑤テス
ト）に従って課題解決を行い、最後にグループでプレゼ
ンテーションをおこないます。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

1.システムデザイン概論
　・システムデザインの進め方
　　　（システム思考＆デザイン思考）
2.デザイン思考とは
　①デザイン思考の歴史と効果
　②デザイン思考プロセスのポイント
3.ワークショップの進め方
　①チーム編成と課題の確認
　②2日目の作戦会議とその内容発表

４．デザイン思考ワークショップ
　　第1ステップ：共感
　　第2ステップ：問題定義
　　第3ステップ：アイデア創造
　　第4ステップ：プロトタイプ
　　第5ステップ：テスト
５．最終プレゼンテーションものづくりを高い利益や付加価値に結

びつけるためにアイデア創出や仕事
の改革に取り組んでいる、あるいは今
から取り組みたい人。

受講者が実務の中で選定した課題について、
特設コーナーでの講師の個別指導等により、
「イノベーション実行プラン作成」を実践していた
だく。
効率的に進めるため、1日目と2日目の間に期
間を置き、課題解決に最適なフレームワークを
選定し、情報収集・分析を実践していただく

プログラム
1日目（11/19、9：30-16：30） ２日目（12/20、9：30-16：30） 3日目（12/21、9：30-16：30）

１　イノベーションの基本
　　変革したいこと、イノベーションの分野・
　　規模
２　イノベーション取り組みテーマの見える
　　化
　・イノベーションを志す課題
　・イノベーションにより創造される価値
　　　「社会的価値」と「社内的価値」の明確
　　　化
　・関連情報をスキャニング・整理・分析
　　　NETを活用し、競合、技術動向、
　　　市場ニーズ動向、社内知的資産調査
３　目標値の設定と仮説立案
　・将来のあるべき姿を描き、目標値設定
　・課題解決に最適のフレームワーク選定
　・イノベーションの仮説立案
　　　ビジネスモデル革新分析シート等で分
　　　析
※　宿題：必要情報収集・分析
　　（2日目に持参）

４　戦略方針の立案
　・仮説の検証
　　　情報収集結果を分析し、仮説を修正
　・あるべき姿を描く：社会的革新の目標設定
　　　技術・商品革新：競合優位性、経済性価値
　　　サービス革新：利便性革新と価値の定量化
　　　生産革新：QCT革新内容と価値の定量化
　・戦略方針の立案
　　　当イノベーションの最大の革新ポイント
　　　ターゲット市場と規模、売上目標の設定
　　　効率的開発戦略（技術導入、社外連携）
　　　受注から納入までのプロセス短期化戦略
　　　イノベーション実践に必要な資源投入

５　実行プランの作成
　　★「イノベーション実行プラン」の
　　　サマリー作成
　　　（A3×1枚にまとめる）
　　イノベーションテーマ
　　背景：社会的ニーズ、自社のニーズ、
　　最大の革新ポイント
　　現状：自社、競合他社の社会的ニーズ
　　対応状況
　　革新内容の特徴：商品・技術、プロセス
　　の特徴とメリット
　　売上・収益：市場規模、獲得シェア、
　　収益性
　　組織、リーダー
　　スケジュール
　　リスク、課題

イノベーションを志し，実行プランまで作成
したい方、
イノベーション入門を受講または
同等の知見をお持ちの方（分野：技術・商
品、サービス、プロセス）

人Ａ4 イノベーション実践
－各自の課題について実現への道筋を描くワークショップ－

3日
コース

定員 10

A2 デザイン思考による新たな価値創造と商品化の新手法
－考え方・進め方「ワークショップ」－

2日
コース
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 清野　聡

岡山理科大学経営学部教授

対象：

開催日：◆2018年12月13日（木）

(申込締切　2018年11月21日（水））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 山田 洋史

マツダ（株）　品質本部　主幹,　Ph.D.

対象：

開催日：◆2018年10月9日（火）

(申込締切　2018年9月13日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 下脇 一晴　　

(有) 品質経営 代表取締役

開催日：◆2018年10月3日（水）

(申込締切　2018年9月10日（月））

A7 1日
コース

生産初期から狙いの品質・納期・コストを実現する
新製品開発プロセスのあり方・すすめ方

20定員

経営トップ層、営業、設計、生産技
術、製造の担当者・管理者

　中小企業向けに構築したＴＱＭに準じた
トップダウンの”新製品開発のしくみ”の全
容と、活用・運用について事例を通じて修
得する。
　全社の周知を集め収益が得られ、かつ
短納期を実現するために“新製品管理の
しくみ”を提案する。

A5 商品企画書作成講座－基礎編－
1日

コース
定員

・プロジェクトマネジメントの概要を
把握したい方
・プロジェクトリーダを目指している
方

1.プロジェクトとプロジェクトマネジメント
2.立ち上げプロセス
3.計画プロセス
4.遂行プロセス
5.コントロールプロセス
6.終結プロセス

A6 プロジェクト・リーダー養成講座－凝縮1日コース－
1日

コース
定員 20 人

 本研修ではプロジェクトマネジメントの概要を理解
していただきます。プロジェクトマネジメントのガイ
ドとしてPMBOK(R) （プロジェクトマネジメント知識
体系ガイド）があります。  基本知識としてこのガイ
ドを理解し、それをベースにしてプロジェクト遂行
上の問題解決をはかったりコミュニケーションを取
ることで効率的に実践力をつけることができます。

プログラム
1日目（9：30-16：30）

人

1日（9：30-16：30）

プログラム

１．新製品開発の課題

　1)新製品立ち上がり時の状況(量産品)

　2)新製品立ち上がり時のロス

　3)納期遅延と投入資金(一品受注品)

　4)自動組立装置 企画～出荷段階の現状とねらう姿（事例）

　5)新製品が狙い通り行かない

２，新製品開発と企業の使命

　1)会社の２つの使命

　2)新製品開発の品質保証

　3)新製品開発の満たすべき品質

　4)５Ｑマネジメントシステム

３．新製品開発のねらい

　1)新製品開発の対象

　2)新製品開発の形態

　3)新製品開発のねらい

4，新製品開発管理のあるべき姿

　1)新製品開発を成功させるための要件

　2)ISO/TS 16949 の内容

　3)経営管理の概念（参考）

　4)トップ・ダウンによる製品開発を中心とした経営管理システム (1/7～7/7)

５，新製品開発管理のすすめ方（事例）

　1)JOB管理フロー（概要）

　2) JOB管理フロー1/2(引き合い～設計)

　3) JOB管理フロー２/2(生産準備～生産～出荷～検収)

　4)開発進捗ツール（作成方策と事例）

　　①要求品質展開表

　　②品質表

　　③機構展開表

　５)ＤＲ審査項目事例(市場調査・引き合い、見積、構想.・試作、設計、

　　 生産準備、製造品品質確認、販売準備、初期生産、顧客満足)

　６)ＤＲ審査資料、ＤＲ審査報告書各事例

６．新製品開発原価管理の進め方

７．新製品開発日程管理の進め方

【参考】Ⅰ

１．新製品ニーズ

２．新製品開発事例

【参考】Ⅱ

１．商品開発の変革

２．商品企画７つ道具「Ｐ７」

　・Ｐ７活用の効果的な商品分野

３．新商品企画「NeoP7」

20 人

 本研修では、商品企画書を書く上での基礎を理解してい
ただきます。どんなモノを作るかということが中心になると
思われがちですが、多面的視点で捉えて行く必要がありま
す。　実際に企業で企画書を策定しようとするとそれなりの
経験が必要です。今回、まずはこれから企画書を作ろうと
思われる初心者の方を対象に、全体像の概略を理解して
頂き、基礎的な知識の習得を行っていきます。　概略を理
解した上で、実際の業務に携わることで、より理解が深まっ
ていきます。

プログラム
1日目（9：30-16：30）

1　　商品開発プロセスと商品企画の位置付け
2　　外部環境の把握と自社の位置付け
3　　内部の事業環境の認識
4　　自社の課題と戦略
5　　価値の提案・商品コンセプト
6　　ハードウエアの構想
7　　商品開発日程
8　　ライフサイクル中の対策
9　　収益性
10　企画書作成の進め方

新商品開発など、新たな企画を立
案するにあたり、企画の基礎を学び
たいと思う人。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 吉田 利兵衛　　

YMR吉田経営研究所　所長

対象：

開催日：◆2018年12月4日（火）

(申込締切　2018年11月12日(月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 山田 洋史

マツダ（株）品質本部　主幹,　Ph.D.

対象：

開催日：◆2018年7月17日（火）

(申込締切　2018年6月25日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 山下　肇

アドバン・コンサルティング合同会社

対象：

開催日：◆2019年1月22日（火）

(申込締切　2018年12月21日（金））

「自社に価値のあるテーマの発掘・選定」・
「魅力ある事業戦略策定に向けた手法の
活用」・「経営トップの承認が得られる事業
計画書の作成」、及び、「リーダーシップ力
の発揮」を可能にすることを狙いとする。

ビジネスチャンス発掘から実行計画策定まで
成功する新製品・新事業開発の勘どころ

１．新商品開発システムとサプライヤーの関わり
２．商品開発プロセス革新の背景
　① 企業が生き残る条件
　② 明確な企業戦略の策定と実行
　　　経営計画と商品開発システム
　③ 経営計画を阻害する要因
３．商品開発の課題
　① 商品の競争力が低い
　② 商品開発の遅延
　③ 商品コストの未達
　④ 商品開発費がオーバーする
　⑤ 品質問題が起きる
４． 商品開発プロセス革新へのアプローチ
　① 生産現場のムダは？ 七つのムダ
　② 開発現場のムダとは？ 設計変更
　③ もっと大きなムダとは？

５． 商品開発プロセス革新とは
　① ムダの原因分析によるプロセス変更
　② IPO、判定基準の明確化
　③ 商品開発プロセスの原則 Decision Process
　④ Milestone/Next stageへの全社合意
　⑤ 開発の効率化
　　　　ITツールの活用、共通化、モジュール化、
　　　　試作の最小限化
　⑥ Knowledge base Engineering
　⑦ 新商品開発システムの概要/一括企画とは
６．サプライヤーとしての商品開発への対応
　① 開発の上流への魅力ある新技術の提案
　② 商品開発プロセスへのロバストな関与/設計
　　　変更の最小化
７．終わりに
（質疑）

自動車部品メーカーの企画・開発、
技術開発、設計、生産技術、品質保
証、製造技術、営業部門などの中
堅社員、若手マネージャー／リー
ダー候補

A10 自動車部品メーカーのための自動車開発システム入門 1日
コース

定員 20

1日目（9：30-16：30）

新技術・新商品開発，新規事業の
リーダー/メンバー

A8

プログラム

人

１． 新商品・新規事業開発の機会
　① テーマの発掘
　　　魅力的な機会とテーマを選択する方法

　② 競合優位性の確保
　　　顧客に提供する価値とビジョン・ミッション

　　　明確化

　③ 魅力ある事業構造作り
　　　ビジネスモデルの事例研究

２． 事業戦略作り
　① 戦略検討手順
　② 「SWOT分析」の活用
　　　自社の強みと事業方針の決定

　　　　　　　・・・事例研究

1日
コース

20定員

1日（9：30-16：30）
　③ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略（販売戦略）構築の要点
　　　　戦略のタイプと成功率、
　　　　ビジネスモデル検討テーブル
　　　　ﾗﾝﾁｪｽﾀｰ戦略を活用したシェア獲得
　　　　目標設定
　④ 市場調査の要領
　　 　調査構想の立て方と事例研究
　⑤ 製品開発計画
　　　ﾏｲﾙｽﾄｰﾝを設け目標達成度の見える化
  ⑥ 売上利益計画の策定
　　　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略と市場調査結果を数値化

　　　P/L表（損益計算書）で戦略をﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ

３． 事業計画書の作成
  　検討結果を事業計画書にまとめる要領

                                        ・・・事例研究

プログラム
1日目（9：30-16：30）

1. 品質と機能
2. 品質機能展開(QFD)とは
3. QFDの活用例（顧客要求の見える化、品質特性展開、部品特性展開、
　　　　　　　　　　　工程展開、業務展開）
4. QFD品質表作成のための７つのプロセス
5. QFDを活用した技術開発プロセス（TRIZや品質工学への活用）

人

このコースでは、
1　自動車メーカーの新商品開発システムが誕
　　生した背景とその概要を知り、
2　サプライヤーとして、各自動車メーカーと
    どのように関われば良いのかについて
    紹介し、各社の事業の向上に活かすこと
    を期待している。

プログラム

・新商品開発・研究開発・設計開発・品
質保証・製造・人財育成などの業務に
携わる方
・QFDの基礎的な知識や作成方法を習
得したい方

　品質機能展開（QFD：Quality Function Deployment）
は顧客が望む品質と技術特性を関連付ける有効な
ツールとして知られています。このツールを使ってお客
様や後工程の要求ならびに自業務との関連を見える
化することで、業務の目標や取り組むべき課題を明ら
かにすることができます。本研修では品質表の作成演
習を通して、機能と品質の見える化、品質表による機
能・実現手段の展開方法および課題の明確化方法を
学んでいただきます。

A9 品質機能展開（QFD） 1日
コース

定員 20 人
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 大庭　敏之　　

大庭塾

対象：

開催日：◆2018年10月4日（木）～5日（金）

(申込締切　2018年9月11日（火））

会場：広島テクノプラザ 受講料：15，120円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 森　匡輝

　CUBIS Project

対象：

開催日：◆2019年1月15日（火）

(申込締切　2018年12月14日（金））

会場：広島テクノプラザ 受講料：15，120円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 角　和宏

　マツダ（株）CSR・環境部　主幹,　Ph.D.

対象：

開催日：◆2019年2月22日（金）

(申込締切　2019年1月31日（木））

A13 企業価値を高めるＣＳＲ（企業の社会的責任） 1日
コース

定員 20 人

・企業の価値を、短期的視点だけでなく、長期的視点で高める
ため、CSRの取り組みが重要であるという認識が、近年高まって
きています。
・お客さまや株主/投資家に加え、さまざまなステークホルダー
の方から、信頼され評価される企業を目指すため、どのように
考え何をすべきか、CSRの取り組みについて、本研修ではわか
りやすくご説明します。
・加えて、具体的演習を講師と一緒に進めることで、企業の現場
で使える、実践的なイメージを、基礎から発展レベルまでつかん
でいただきます。

A11 転換期にある自動車の環境、樹脂技術者に求められる知見と実務とは

２日目（9：30-16：30）
① 今後の自動車と要求される高分子材料
　　　次世代車になったらプラスチックはどう
　　　変わる？
② 環境問題と自動車
    ・環境負荷物質で気をつけなければならな
　　　いこと
    ・地球温暖化と自動車用燃料
　　　「燃料電池車は本当に地球を救うのか？」
　　　　燃料電池車の問題点をクリヤーにしま
　　　　しょう！
 　 ・資源問題とリサイクル問題
 　 ・バイオと水問題

③ リコールを出さない材料選定
　   重大リコールはなぜ起こるのか
 　   リコールを防ぐための方策とは
④ 論理的に理解するとはどういうことか
    （なぜ同じ数値データでも人によって結果
     が異なるのか）
     簡単な事例をもとに色々な人の考え方を
     理解しよう。
     安易にExcelのデータを眺めていないか
     クリティカルな物の見方の大切さ。

材料、特に樹脂部品に携わる開
発者、及び広く樹脂、環境の今後
を考えたいという方。

(1)本講座の概要説明　　　　　　　　　　　　　　　　　9:30～9:45
(2)知財学習用ボードゲーム　　　　　　　　　　　　　　9:45～12:00
(3)知財戦略の実際　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13:00～14:00
(4)自社の状況分析と知財戦略の検討（演習）　　 14:00～15:45
(5)発表、質疑応答　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15:45～16:30

A12 知的財産経営入門－事業と知的財産の関係をーから学ぶ－
1日

コース
定員 20 人

プログラム
1日（9：30-16：30）

・自社の利益拡大に向けた知的財産の活用に興味のあ
る方
・特に、これまで知財を活用してこなかった中小企業の経
営者、企画・技術・営業部門の方
・知財経営を学ぶ新入社員研修としてもご活用いただけ
ます

　これから知的財産の活用を始めようという企業の
方々に、知的財産の活用を通じた、開発の効率化、営
業力強化、ブランド力の向上など、具体的な知財の活
用方法についてわかりやすく解説します。その後、自
社の状況を分析して、利益拡大に向けた知的財産の
有効活用の第一歩につながる知財活動のファーストス
テップをともに検討します。本講座では、事業と知的財
産との関係について、知財学習用ボードゲーム
「CUBIS」を使って体験していただきますので、楽しく、
直感的に理解することができます。

プログラム
1日（9：30-16：30）

１．CSRとは何か、なぜ必要か？
２．CSRで企業価値がどう高まるか？
３．CSRで取り組むべき課題は何か？
４．演習①　CSRの視点で取り組むべき課題を見つけて解決し、
　　　　　　　 企業価値向上につなげる演習を行います。
５．演習②　演習①の結果に基づき、議論を深め、実践的なイメージを
　　　　　　　 構築していただきます。
６．講評とまとめ

・社内のCSR取り組みを強化し、企業価値
向上に結びつけることに興味がある方
・CSRの取り組みを進めたい、あるいは、
進めていらっしゃるマネジメント～担当者
の方

2日
コース

定員 20 人

 材料屋として正しい理解をつかむための
現状の情報提供と、そのベースとなる環
境情報など広く情報の提供。また材料選
択の実務家としてリコールを出さないため
の材料の決め方の原則/基本を実際の事
例を論議することで考え方の基本につい
て学ぶ。

プログラム
1日目（9：30-16：30）

受講者は、演習で取り組みたい企業に関する資料(*)、

あるいは資料をダウンロードしたPCやスマホを持参ください。

(*)会社案内、CSR報告書/サステナビリティレポート、

アニュアルレポート、有価証券報告書など
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 平見　尚隆　　

広島大学　特任教授　

対象：

開催日：◆2019年1月28日（月）

(申込締切　2018年12月28日（金））

1日（9：30-16：30）
午前 　9:30 – 10:55　 企業経営の理論と実際 Ｉ (経営の不確定要素の排除）（講義）
     　 11:00 – 12:00　 事例研究 I（演習）
  　　　　　昼食休憩
午後  13:00 – 14:25　 企業経営の理論と実際 II (失敗しない業務プロセスの構築)（講義）
               Break
　　    14:30 – 15:30　 事例研究 II (演習)
               Break
      　15:35 – 16:30 　企業経営の理論と実際 III (持続可能なオペレーションの構築)
　　　　　　　　　　　　　　（講義/討議）

海外展開を既に実施または検討中の企
業のマネジメント並びにそのスタッフ。
また、将来海外赴任を予定または検討
中の方。

上級入門 初級 中級

人B1 中小企業の海外展開を成功させる実践的マネジメント 1日
コース

定員

　多くの海外展開企業が、日本で培われた会社
経営や業務遂行ノウハウをベースにマネジメン
トを実施し、問題を抱えている。企業理論をベー
スに実際の課題やその解決方法をメキシコへ
の展開を例にとり紹介します。演習を通じて、参
加者の意識改革を促し、生産性の高い海外展
開マネジメントの習得を目指します。

プログラム

20

B. グローバルビジネス

講師がリーダーとなり中小企業診断協会の受託事業とし

て作成、中小企業診断協会会長賞を受賞した

「海外展開を行う中小企業のための実践的マニュアル」

をテキストとして利用します。

Ｂ4. メキシコ駐在・出張者のためのスペイン語

コミュニケーション入門 -英語から入る-

B6. ビジネス・テクニカル

英文ライティング

－初級

B2.グローバルで運用する「目で見る工場管理」

B3. ものづくり企業のタイ国展開ワークショップ

B1. 中小企業の海外展開を成功させる実践的

マネジメント

B5. 海外展開企業で必要な英語コミュニケーション

B7. ビジネス・テクニカル

英文ライティング

－中級

B8. ビジネス・テクニカル

英文ライティング

－上級

－読み手のアクション

を引き出せる英語実

用文ライティング－
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 川口　恭則　　

ＫＥアシスト

対象：

開催日：◆2018年7月5日（木）

(申込締切　2018年6月14日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 住田　千鶴子　　

ｽﾐﾀ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｾﾝﾀｰ&ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

対象：

開催日：◆20１8年11月5日（月）

(申込締切　2018年10月15日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 平見　尚隆　　

広島大学　特任教授　

対象：

開催日：◆2018年12月17日（月）

(申込締切　2018年11月26日（月））

B4 メキシコ駐在・出張者のためのスペイン語コミュニケーション入門
-英語から入る-

人定員 20

人定員 20

　日本の中堅企業は、急激に進むグローバル化への対応、発
展途上国との価格競争の激化等激変する経営環境の下、生き
残りをかけた競争にさらされ，海外事業展開を進めている。
  しかし実態を見てみると海外の多様な価値観が入り混じる異
文化の中で，従来の日本的指導方法の欠点も手伝い多くの企
業では現地工場への技術の移転に難渋している。　また、海外
進出したものの言葉の問題も手伝いノーハウの蓄積および水
平展開もままならず、技術の伝承面も危ぶまれる企業も存在す
る。
  今回、言葉に頼らない管理手法として実績のある「目で見る管
理」手法を学ぶ。

B3 ものづくり企業のタイ国展開ワークショップ

プログラム

20 人
1日

コース
定員

午前  9:30 – 10:00　 ひと言コミュニケーション
　     10:00 – 11:15   スペイン語を話す上で知っておくべきルール
 　    11:20 - 12:00   生活の中のスペイン語
  　　　 昼食休憩
午後 13:00 – 14:15   英語と比較しながら覚えよう I – 動詞, 名詞, 前置詞, 冠詞
　　　 14:15 – 14:45   シーン別会話 I （演習）
  　   14:50 – 16:00   英語と比較しながら覚えよう II – 形容詞, 副詞
　　　 16:00 – 16:30   シーン別会話 II （演習）

1日（9：30-16：30）

　ビジネスの世界では英語での業務はある程
度こなせるがスペイン語は全く初めて、或いは
少し勉強したがほとんど会話はできないといっ
た方多いのではないでしょいうか。少しでもスペ
イン語が話せるようになると、ビジネスでも生活
の色々な場面でもコミュニケーションに広がりが
でき、もっと会話できるようになりたいと思うもの
です。このコースをそのようなきっかけづくりの
場にしていただければと思います。

メキシコや中南米へ出張・海外赴任を予
定されている企業の社員、或いはその
帯同家族。職位は不問。中学～高校程
度の英語力

1日
コース

プログラム
1日（9：30-16：30）

B2 グローバルで運用する「目で見る工場管理」 1日
コース

　東南アジアで事業運営を行う以上、現地の人と
社会を理解することは必須です。
　本研修は、タイ国を事例として、現地の人・日本
人相互間のコミュニケーションのとりかた、しつけ、
教育のあり方を模索・実行し、課題を発見し解決
することを目的とする。

プログラム
1日（9：30-16：30）

１　東南アジア（タイ国を例に）と日本の環境と歴史
　① 異文化ギャップ
　② 地理的要素
　③ 類似点と相違点
２　国の違いから来る文化的側面と考え方
　① システム/学び方のスタイル/コミュニケーション
　　　の違い
　② 考え方の違い
　③ ビジネス・システム、社会構図の違い
３　現地社会と職場での主要な価値観
　① 一般的な価値観、忠誠心
　② 歴史的背景
　③ 宗教
　④ 国・人々・民族

４　ビジネスでの現地の人と日本人の相互理解
　① 現地の人が日本人にわかって欲しいポイント/
　　　逆に日本人がわかって欲しいポイント
　② 仕事での主要な価値観
　③ 仕事をする上での必要なこと
　④ 現地気質
５　現地社会で円滑に生活する知恵（マナー）
　① マナー（挨拶/丁寧語など）とその考え方
　② Ｄｏ'ｓ　＆　Ｄｏｎ'ｔ
６　グループ・ディスカッション（1グループ5～8名）
　① ケース・スタディー<ワークショップ>
　② Ｑ＆Ａ
　③ まとめと提案

東南アジアに事業展開を検討中，または
既に現地展開しているが人事労務問題な
どで困っている経営者・幹部・担当者

企業ＴＯＰ経営者、品質保証・開発・設計・生
産技術・製造部門長、上級管理職
海外への事業展開による人材育成、品質保
証、生産性向上活動に関心をお持ちの方

１．中堅企業が抱える現在の課題
　　1)市場・生産のグローバル化に伴う
　　　　現地生産要請
　　2)現地生産を阻む企業の事情

２．海外進出企業の実態
　　1)異質な文化の中での工場経営
　　2)日本人出向者が遭遇する幅広い
　　　　業務分野
　　3)徒弟制度で学んだ知識・技能を
　　　　形式知（言葉）で教えることの難しさ

３．キーとなるコミュニケーション問題
　　1)海外工場の現場で使われる言語は英
　　　 語？
　　2)言葉による意思伝達の効率は２０％以下

４．言葉に頼らないコミュニケーション
  　1)基本となる「現地現物」文化と異常管理
  　2)目で見る管理のあり方
  　3)5Sの重要性
  　4)標準化
  　5)図を活用した作業要領書

５．コミュニケーションスキル
　　1)ロジカルシンキングの進め
　　2)コーチングの活用

６．事例紹介
　　TPSにおける「目で見る管理」

受講者は、生活の中で目に触れたスペイン語を

書きとめ、持参して下さい。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 平見　尚隆　　

広島大学　特任教授　

対象：

開催日：◆2018年8月21日（火）

(申込締切　2018年7月25日(水））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 山口　統平 　

コンサルタント

対象：

開催日：◆2018年6月14日（木）～15日（金）

(申込締切　2018年5月24日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 山口　統平 　

コンサルタント

対象：

開催日：◆2018年9月13日（木）～14日（金）

(申込締切　2018年8月23日（木））

仕事のスピードが要求されるIT時代においては、
各人が英語で効果的なコミュニケーションをとって
いくことが益々重要になっている。本研修では最短
の努力で、楽しくコミュニケーション力を習得出来
る。基本的なポイントを押さえつつ、自分の考えを
的確に伝えるコミュニケーション術を身につけ、海
外ビジネスパートナーの信頼を勝ち取っていただ
く。

プログラム

  技術領域の英語の仕事、主にライティン
グ領域について（メール&レター交信・文書
作成・帳票類作成・社内ドキュメント英訳
など）、正確かつ簡潔な表現、誤解を招か
ない表現を学びます。

・辞書について
[受講者作品のレビュー・評価］
[用語]
・事前課題の検証と解説
・言葉の相性、専門的な表現
・One Word - One Meaning
・専門用語 (jargon)
・曖昧語を避ける
・口語と文語
[課題提示]　翌日のための宿題

プログラム

定員 人ビジネス・テクニカル英文ライティング－初級 2日
コース

海外企業と業務上のやり取りが
必要、あるいは海外赴任を予定さ
れている中小企業の社員

20 人

２日目（9：30-16：30）
[パラグラフの展開]
・事前課題　検証と解説
・One Paragraph – One Concept
・Topic Sentence
[メールとレター]　詳細は中級にて
・特に気を付けること
[工程表・管理帳票など]
・簡潔かつ、一定した表現
・英語にすると文字数が増えて
　収まらない場合
[参考書・辞書の紹介]

20

B5 海外展開企業で必要な英語コミュニケーション 1日
コース

定員

1日（9：30-16：30）
午前  9:30 – 10:55　 実務で本当に必要な会話とは（講義）
    　 11:00 – 12:00　 ひと言コミュニケーションの体得（演習）
  　　　　昼食休憩
午後 13:00 – 14:15　 英語の苦手領域の克服（講義）
             Break
　　　 14:20 – 15:30　 想いが伝わる英文の書き方（講義）
             Break
　     15:35 – 16:30　 効果的な実務文章の作成 (演習)

B7

B6

技術英語を使用する技術者・英
訳実務担当者・生産部門担当者

技術英語を使用する技術者・英
訳実務担当者・生産部門担当者

  技術領域の英語の仕事、主にライティング領域
について（レター作成・製品マニュアル・文書作成・
ドキュメント英訳など）、正確かつ簡潔な表現、ロジ
カルに説得できる表現を学びます。会社対会社の
公式レターを作成する際の留意点・ステップを学び
ます。英語業務を指示する管理者は、対外的に出
す文書の要件・チェックポイントが理解できる。

・レターとメールの意味
・実用文とは
・読者はだれか
・文書の基本構造
・文書のフォーマット
・目的＆標題
・結論
・本文
・注意すべき英語表現＆日本人の
　冒しやすい誤り
・その他　参考書、辞書

プログラム

[パラグラフの展開]
・事前課題　検証と解説
・One Paragraph – One Concept
・Topic Sentence
[演習]・「模範例」
[注意点・表現法]
・助動詞
・トーン・丁寧表現
・サイン
・PL関係表示
・実用文書文型の演習

定員
2日

コース
人20

1日目（9：30-16：30）

1日目（9：30-16：30）

ビジネス・テクニカル英文ライティング－中級

２日目（9：30-16：30）

受講者は、業務で作成した簡単な英文書類（レター，e-mail，マニュアル等

Ａ４ 1～2枚程度）を持参して下さい。

受講者の声

・日本人が陥りやすい所を中心にポイントを絞って説明して頂けたので，とても

役に立ちました。

・自身の資料に対して指導頂けたので，実務で役に立ち，助かりました。

受講者の声

・ビジネスに直結した内容で，自分に当てはまり非常に良かった。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 中西　邦治　　

コンサルタント

対象：

開催日：◆2018年11月1日（木）～2日（金）

(申込締切　2018年10月11日（木））

B8 ビジネス・テクニカル英文ライティング－上級
－読み手のアクションを引き出せる英語実用文ライティング－

2日
コース

20 人定員

技術部門、営業部門などで英文
作成、技術やビジネス領域の翻
訳をされている方、これらの業務
の指導やチェックを志向される方
（実用英語検定２級以上が目安）

グローバル実用文は特定の読者に読まれ、理解さ
れ、それに基づいたアクションをとってもらうことが
目的であり、そのためには文書の形式、構成、論
理性などグローバルに用いられるさまざまな決ま
りを遵守する必要があります。さらに、英語という
外国語で表現する難しさも加わります。これらにつ
いて体系的に学習し、併せて演習を行います。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

1 実用文に関するイントロダクション
2 読者は誰か
3 文書の基本構造（解説と実例）
冒頭部分/解説部分/添付書類
4 文書のフォーマット（解説と実例）
5 目的と表題の書き方（解説と実例）
6 結論の書き方（解説と実例）
7 解説文の書き方（解説と実例）
8 事前課題（宿題）の講評

9.本文（パラグラフ）の書き方（解説と実例）
　　考え方/注意点
10.事前課題（宿題）の講評
11.英文読解、英文書作成にかかわる注意事
項
　　用語/表現法/各種ルール/英文による
　　プレゼンテーション
12.総合演習
　　提示テーマによる英文報告書作成と講評

18



広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

入門 初級 上級中級

C. 開発技術

ＥＭＣとノイズ対策
C18. －(1)３つの電磁気現象，電流とLとC，伝送路ノイズ対策，他

C19. －(2)コモンモードノイズ源対策，基板レイアウト，シールド，他

C16. 自動機械制御に必要なシーケンス制御基礎

C28. 騒音・振動計測技術の基礎

C1. 機械製図－入門
（三角法を学ぶ）

機械・構造物用材料
C24. －疲労強度と疲労設計

C25. －腐食と環境脆性

電子回路設計のための基礎力養成講座
C10.  －(1)トランジスタ回路と等価回路，他

C11.  －(2)バイアス回路，フィルター回路，他

C12. －(3)OPアンプ，積分回路，デジタル回路，他

C13. －(4)OR,AND，NOTゲート，他

C14. －(5)AD・DA変換，デジタル無線通信，他

C17. EMCの基礎と応用-国際規格CISPR25

C27. 騒音・振動対策の基礎と事例

C20. 自動車のEMC実務

C2. 機械製図－初級
（ＪＩＳを学ぶ）

C3. 機械製図－中級
（図面が描ける）

C4. 機械製図－技能検

定

2級レベル実技編

はじめての電気・電子回路
C7. －(1)電流と電圧，キルヒホッフの法則，直流回路，他

C8. －(2)交流の基礎，交流回路，三相交流，他

C9. －(3)半導体，簡単なトランジスタ増幅回路，他

C21. 金属材料と加工技術

C30. 100円ショップ商品もコスト低減案がサクサク出せるＶＥ応用セミナー

C6. 心理学視点で使いやすいインタフェース設計と実践

-理論と実習（ラピットプロトタイピング/ホットモックアップ）で習得-

C5. 幾何公差設計法（ＧＤ＆Ｔ）

C15. モーター・アクチュエーター駆動制御回路の基礎（実習付）

知的財産活用の実践（演習付）
C31.  実践１－特許情報を開発構想・発明に活かす-

C32.  実践２－発明発掘と戦略的な知的財産登録

C22.  プラスチック－材料と成形技術（基礎講座）

C26. 機械・構造物の破壊解析の要点

C23. プラスチック－材料と成形技術（中級講座）

C29. 多変量解析入門
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：３４，５６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 中塚　博　　

一級機械製図技能士・機械科職業訓練指導員

対象：

開催日：◆2018年5月28日(月）～30日（水）

(申込締切　2018年5月7日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 中塚　博　　

一級機械製図技能士・機械科職業訓練指導員

対象：

開催日：◆2018年7月2日(月）～3日（火）

(申込締切　2018年6月11日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 中塚　博　　

一級機械製図技能士・機械科職業訓練指導員

対象：

開催日：◆2018年8月30日(木）～31日（金）

(申込締切　2018年8月3日（金））

C2 2日
コース機械製図－初級（JISを学ぶ） 人20定員

C1 機械製図－入門（三角法を学ぶ）
3日

コース
定員 20

1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30） 3日目（9：30-16：30）

① スケッチの説明と演習
② 等角投影法の説明と
    演習
③ 第三角法を理解する
④ 2次元図を見て、
    立体図を選ぶ
⑤ 平面図を見て、
    正面図と立体図を選ぶ

① 立体図を見て、2次元図
     を完成させる

① 2次元図を見て、
    立体図を描く
② 正確な等角投影図
     を描く

プログラム

人

新商品開発あるいは生産技術部門の
図面に関わる技術者

定員

マツダ株式会社との共同開発カリキュラム
です。機械製図の経験が少ない方や、そ
れに近い方が、部品など形のある物を、
JIS規格に基づいた図面に、どのようにし
て表すか？、を理解して頂く為のコースで
す。

２日目（9：30-16：30）

新商品開発あるいは生産技術部門の
図面に関わる技術者

① 図面の役目
② 製図の規格
③ 投影図の描き方
④ 第三角法を理解する
⑤ 理解を深める演習問題

  マツダ株式会社との共同開発カリキュラ
ムです。機械製図の経験が全く無い方
や、それに近い方が、部品など形のある
物を立体図や図面にどのようにして表す
か？、　第三角法とはどんなものか？、を
理解して頂く為のコースです。

マツダ株式会社との共同開発カリキュラム
です。機械製図の経験のある方が、立体
図や組み立て図を見て、部品図を描く技
術を理解して頂く為のコースです。

新商品開発あるいは生産技術部門の
図面に関わる技術者

２日目（9：30-16：30）1日目（9：30-16：30）

C3

1日目（9：30-16：30）
① 図示の工夫
② 寸法、記号の入れ方
③ 材料記号
④ 公差
⑤ 幾何公差
⑥ 表面性状
⑦ 機械要素の図示法
⑧ 理解を深める演習問題

プログラム

① 立体図を見てJIS規格に基づいた
　　正確な2次元図面を描く
② 簡単な組み立て図を見て、その中の
　　１部品の2次元図をJIS規格に
　　基づいて正確に描く
③ JIS規格の復習を兼ねる
④ 三角法の理解を深める図学
　　演習を行う

　より複雑な組み立て図を見て、その中
の
　１部品の2次元図をJIS規格に基づいて
　正確に描く

2日
コース

プログラム

人20機械製図－中級（図面が描ける）

受講者の声

・寸法の入れ方や，設計者としての考え方は役立ちました。

・実際に自分の手で作図する時間が多くあったので理解しやすかった。

受講者の声

・製図の基礎を教えてもらえ，業務に応用できる。

・全体的に図面を作成するために役立つものだった。

・臨機応変に対応して頂いて助かりました。

受講者の声

・２Dの図を３Dでとらえる事が役立ちました。

・全体的に応用できます。大変良い研修でした。

・平面図を立体的に見えるようにする描き方が苦手だったが，スムーズになった。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：５２，９２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 中塚　博　　

一級機械製図技能士・機械科職業訓練指導員

対象：

開催日：◆2018年9月20日(木）～21日（金）

　　　　　10月22日（月）～23日（火）

(申込締切　2018年8月29日（水））

会場： 受講料：３４，５６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 喜多　秀紀　　

喜多設計研究所

対象：

開催日：◆2018年6月6日（水）～8日(金）

(申込締切　2018年5月16日（水））

◆2018年9月5日（水）～7日(金）

(申込締切　2018年8月9日（木））

◆2019年1月16日（水）～18日(金）

(申込締切　2018年12月17日（月））

1月の研修時間のみ、10：30～17：30

会場：広島テクノプラザ 受講料：２９，１６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 井上　勝雄　　

広島国際大学 教授 博士（工学）

対象：

開催日：◆2019年2月25日（月）～26日(火）

(申込締切　2019年2月1日（金））

(1)幾何公差の必要性
(2)幾何公差の基本概念
(3)幾何公差に用いられる
　　用語と記号
(4)演習Ⅰ
(5)製図の基本原則
(6)ゲージ
(7)演習Ⅱ
(8)データムシステム
(9)演習Ⅲ
(10)基本寸法表示
(11)真直度・平面度・真円度・
　　円筒度
(12)平行度
(13)演習Ⅳ

(14)直角度・傾斜度・接平面
(15)演習Ⅴ
(16)位置度
(17)位置度の応用（バウンダリー）
(18)演習Ⅵ
(19)位置度の応用（浮動式ファス
　　　ナー）
(20)位置度の応用（固定式ファス
　　　ナー
(21)位置度の応用（突出公差）
(22)演習Ⅶ
(23)位置度の応用（同軸度・対称
　　　度）
(24)位置度の応用（複合公差）
(25)円周振れ・全振れ
(26)演習Ⅷ

(27)輪郭度
(28)輪郭度の応用（バウンダ
　　　リー）
(29)輪郭度の応用（複合公
　　　差）
(30)同軸度の総まとめ
(31)組み合わせ部品の公差
　　　解析
(32)マルＭとＲＦＳの見極め
(33)演習Ⅸ
(34)幾何公差の適用全プロセ
　　　スの事例
(35)演習Ⅹ
(36)幾何公差野より高度な適
　　　用事例
(37)演習ⅩⅠ

6月：RCC文化センター
9月：広島テクノプラザ
1月：福山市ものづくり交流館（エフピコRiM）

　ＩＳＯ製図規格に従った幾何公差を学ぶことによって、世界に
通用する図面とする事が出来ると共に、設計・製造の期間短縮
と工数削減が可能になります。なおISO製図規格とＡＳＭＥ（米
国機械学会）製図規格（フォード・ＧＭ・クライスラーのＢＩＧ３が
中心となり設定) ・ＪＩＳ製図規格とは幾何公差の部分は共通で
すから、ＡＳＭＥ・ＪＩＳを採用されている企業の皆さんにとっても
勉強される価値は同じです。

定員 20

プログラム

新商品開発あるいは生産技術・
製造部門の技術者、管理者

1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

幾何公差設計法（ＧＤ＆Ｔ）ー国際的に通用する設計図面とするためにー 3日
コース

C6 定員

人

心理学視点で使いやすいインタフェース設計と実践
－理論と実習（ラピットプロトタイピング/ホットモックアップ）で習得－

C5

15
2日

コース
人

3日目（9：30-16：30）

プログラム

８.　パワーポイントによる
　　ソフトウェアのラピッドプロトタイピング
　　手法の演習
９.　ホットモックによる
　　ハードウェアのラピッドプロトタイピング
　　手法の演習

２日目（9：30-16：30）
１.　開発のプロセス
２.　人間の認知と記憶
３.　人間の認知モデル
４.　操作用語による分類
５.　インタフェースデザイン設計手法
６.　ユーザビリティ評価手法
７.　次世代へのインタフェース技術

1日目（9：30-16：30）

商品企画，商品デザイナー，開発設計に
携わる方，商品評価に携わる方，最新の
インタフェースデザインの方法が知りたい
方

　製品やシステム、サービスの多機能化に伴
い、操作も複雑になりましたが、直感的に使え
て、わくわく楽しいインタフェースが求められて
います。開発設計者やデザイナーが学ぶべき
ポイント、つまり人の認知と記憶の理論を理
解、顧客の視点を加味した設計、評価により優
れたインタフェースを創造する方法を、ラピッド
プロトタイピング（講師監修）の演習も交えて習
得できます。

機械製図の国家技能検定２級実技を受験する場合、課題図の
立体形状がイメージ出来ないと、指定された２Ｄ図面を描く事が
出来ません。立体図はイメージ出来れば良く、立体図そのもの
を描く技能は必ずしも必要ではありません。
そこで、この講座は描く技能を使わずに立体イメージが出来る
様に訓練をします。
実際の試験問題を題材にして、パソコンを使い、どの様にしてイ
メージを作っていくか？の技能を習得します

機械製図の国家技能検定２級実技を受験しようとしてい
る方、または、そのレベルの
実技技能を身に付けようとしている方で、立体図のイメー
ジ作りが苦手な方が対象です。

プログラム
1日目（9/11、9：30-16：30） 2日目（9/12、9：30-16：30）

4日目（10/13、9：30-16：30）

① 機械製図国家技能検定試験の内容に
　　ついて
② 試験問題の読み取り方法
③ 形状理解（イメージ作成）の手順説明
④ 例題を使っての、手順確認

① 実際の試験問題を使ったイメージ作り
　　の訓練　1

① 実際の試験問題を使ったイメージ作り
　　の訓練　2

① 実際の試験問題を使ったイメージ作り
　　の訓練　3
② Ｑ＆Ａで復習

C4 機械製図－技能検定2級レベル実技編　2日×2回 4日
コース

定員 10 人

3日目（10/12、9：30-16：30）

受講者の声

・立体イメージづくりは,才能や感覚的なものだと思っていましたが，具体的に鍛

える方法を見て感心しました。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 菅崎　英雄　　

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2018年5月31日（木）

(申込締切　2018年5月10日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 菅崎　英雄　　

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2018年7月31日（火）

(申込締切　2018年7月9日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 菅崎　英雄　　

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2018年9月25日（火）

(申込締切　2018年8月31日（金））

初めて電気・電子回路に係る
仕事をする人，
電気・電子について最初から
勉強し直したい人

1日（9：30-16：30）

C8 はじめての電気・電子回路
－(2)交流の基礎，交流回路，三相交流，他

1日
コース

初めて電気・電子回路に係る仕事を
する機械設計者・技術者
初歩の基本から電気・電子回路を学
び直したい技術者
※高等学校程度の物理（電磁気学）
の知識が必要

C7 はじめての電気・電子回路
－(1)電流と電圧，キルヒホッフの法則，直流回路，電磁誘導，他

1日
コース

定員 20 人

電気・電子が専門外の人にも理解できる
よう電気・電子回路の原理と基本的な考
え方を分かり易いテキストを使って丁寧に
解説します。
電気・電子回路について基礎的な理解度
が増し，スキルアップが期待できます。

プログラム
1日（9：30-16：30）

① 電圧と電流
② 電気回路
③ 合成抵抗
④ キルヒホッフの法則
⑤ ホイートストンブリッジ
⑥ 直流回路
⑦電流が作る磁界
⑧磁気回路
⑨電磁力
⑩電磁誘導
⑪静電気とコンデンサー

① 半導体
② トランジスターを使った簡単な低周波増幅回路
③ トランジスター増幅器の諸特性
④ 電界効果トランジスター
⑤ 直流安定化電源

1日（9：30-16：30）

人

電気・電子が専門外の人にも理解できる
よう電気・電子回路の原理と基本的な考
え方を分かり易いテキストを使って丁寧に
解説します。
電気・電子回路について基礎的な理解度
が増し，スキルアップが期待できます。

プログラム

プログラム

20

初めて電気・電子回路に係る
仕事をする人，
電気・電子について最初から
勉強し直したい人

① 交流の基礎
② 交流回路
③ 複素数による交流の計算
④  三相交流

定員 20

これまであまり電気・電子に関係なかった
人が初めて電気・電子に関係することに
なった。あるいは，最初から電気・電子に
ついて勉強し直したい人達を対象にした
入門講座です。

C9 はじめての電気・電子回路
－(3)半導体，簡単なトランジスタ増幅回路，他

1日
コース

定員 人
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 城迫　勝則　

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2018年5月14日（月）

(申込締切　2018年4月18日（水））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 城迫　勝則　

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2018年6月11日（月）

(申込締切　2018年5月21日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 城迫　勝則　　

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2018年7月9日（月）

(申込締切　2018年6月18日（月））

電気・電子回路の設計・開発，EMC
対策，検査等に携わる方。電子回
路を学びたい方，興味のある方。

1日（9：30-16：30）

5.　MOS型FETの基本原理とスイッチング
6.　フィルター回路の基礎
7.　負帰還回路の基礎
8.　発振回路

1.　OPアンプの基本と実際
2.　OPアンプを使った非反転増幅回路，
　　反転増幅回路
3.　OPアンプ増幅回路の利得と周波数
     特性
4.　ボルテージ・フォロア回路

1.　エミッタ―接地，コレクタ接地，
　　ベース接地回路でのバイアス回路
2.　トランジスタ接合型FET基本原理
3.　接合型FETの等価回路と特性
4.　接合型FETの増幅回路

20

定員

定員

　電子回路技術は広範囲な分野や業種で必
要とされています。本講座の狙いは，短期間
で電子回路の理論と実務を理解し，基礎力
を養うことです。そのために現代の実用電子
回路設計で必要な項目や事象を，洗練され
た知識から現場ですぐに応用・活用できるよ
うに解説します。

人

5.　電流電圧変換回路
6.　積分回路
7.　論理決定動作をするデジタル回路
8.　デジタルICとデジタル回路
9.　論理和（OR)，論理積（AND），
　　論理否定（NOT)

C12

定員電子回路設計のための基礎力養成講座
－(1)トランジスタ回路と等価回路，他

　電子回路技術は広範囲な分野や業種で必
要とされています。本講座の狙いは，短期間
で電子回路の理論と実務を理解し，基礎力
を養うことです。そのために現代の実用電子
回路設計で必要な項目や事象を，洗練され
た知識から現場ですぐに応用・活用できるよ
うに解説します。

C11

6.　トランジスタ回路と等価回路
7.　エミッタ―接地，コレクタ接地，
　　ベース接地回路
8.　トランジスタとスイッチング
9.　トランジスタのバイアス回路

プログラム

電子回路設計のための基礎力養成講座
－(2)バイアス回路，フィルター回路，他

20
1日

コース

1.　正弦波の周波数，位相，回路特性
　　 評価
2.　半導体素子の基本
3.　ダイオードの種類と使用方法
4.　電圧・電流・電力の増幅作用
5.　トランジスタの概要と種類

20

プログラム

人

人

1日（9：30-16：30）

電気・電子回路の設計・開発，EMC対
策，検査等に携わる方。電子回路を
学びたい方，興味のある方。

1日
コース

1日
コース

プログラム

電子回路設計のための基礎力養成講座
－(3)OPアンプ，積分回路，デジタル回路，他

電気・電子回路の設計・開発，EMC対
策，検査等に携わる方。電子回路を
学びたい方，興味のある方。

　電子回路技術は広範囲な分野や業種で必
要とされています。本講座の狙いは，短期間
で電子回路の理論と実務を理解し，基礎力
を養うことです。そのために現代の実用電子
回路設計で必要な項目や事象を，洗練され
た知識から現場ですぐに応用・活用できるよ
うに解説します。

C10

1日（9：30-16：30）

受講者の声

・基礎から丁寧に学べてよかった。

・回路図を書いて，なぜそうなるのか丁寧に教えていただいた。

受講者の声

・各章ごとにポイントとなるところを押さえて説明頂き，理解の助けになった。

・テキストでカバーできていない内容も説明され,分かりやすかった。

受講者の声

・トランジスタのバイパス回路は分かり易くて良かったです。

・これまでトランジスタとMOS-FETは同じものだと思っていたが，違いが明確に

なった。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 城迫　勝則　　

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2018年8月28日（火）

(申込締切　2018年8月1日（水））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 城迫　勝則　　

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2018年9月18日（火）

(申込締切　2018年8月27日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：15，120円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 白石 秀樹

　有限会社コスモデザイン

対象：

開催日：◆2018年10月26日（金）

(申込締切　2018年10月4日（木））

電気・電子回路の設計・開発，EMC対
策，検査等に携わる方。電子回路を
学びたい方，興味のある方。

1.　デジタル信号処理の基本と考え方
2.　AD変換の原理と考え方
3.　DA変換の原理と考え方
4.　タイレクト・ディジタル・シンセサイザ
　　による信号発生
5.　フェーズ・ロックド・ループ（PLL)による
　　信号発生

1日（9：30-16：30）
プログラム

　電子回路技術は広範囲な分野や業種で必
要とされています。本講座の狙いは，短期間
で電子回路の理論と実務を理解し，基礎力
を養うことです。そのために現代の実用電子
回路設計で必要な項目や事象を，洗練され
た知識から現場ですぐに応用・活用できるよ
うに解説します。

6.　デジタル無線通信での
　　振幅変調（ASK変調）の動作原理
7.　デジタル無線通信での
　　周波数変調（FSK変調）の動作原理
8.　デジタル無線通信での
　　位相変調（PSK変調）の動作原理

6.　ワードとビットの相互変換エンコーダと
　　デコーダ
7.　マルチプレクサ，デマルチプレクサ
8.　フリップ・フロップの基本原理
9.　一番多く使われているDフリップ・
　　フロップ

電子回路設計のための基礎力養成講座
－(4)OR，AND，NOTゲート，他

1日（9：30-16：30）

20 人

C14

　電子回路技術は広範囲な分野や業種で必
要とされています。本講座の狙いは，短期間
で電子回路の理論と実務を理解し，基礎力
を養うことです。そのために現代の実用電子
回路設計で必要な項目や事象を，洗練され
た知識から現場ですぐに応用・活用できるよ
うに解説します。

C13

20

プログラム

定員

電子回路設計のための基礎力養成講座
－(5)AD・DA変換，デジタル無線通信，他

1.　OR,　AND，NOTゲート
2.　NOR,　NAND，EXORゲート
3.　正論理/負論理と論理変換
4.　論理圧縮とカルノー・マップ
5.　2進数，10進数，16進数と相互変換

電気・電子回路の設計・開発，EMC
対策，検査等に携わる方。電子回
路を学びたい方，興味のある方。

1日
コース

定員 人
1日

コース

 近年メカトロニクスの発展に伴い、モーター駆動回路
の設計技術が各分野や業種で必要とされています。
実際の現場ですぐに活用できるようモーター仕様書に
書かれている内容を理解し、最適な駆動回路を設計、
選定できるよう解説いたします。モーター,アクチュエー
ターをわかりやすく解説，DCモーターのスピードコント
ロール、ステッピングモーターの位置制御をArduino基
板とドライバー基板で実際に動かしながら、駆動回路
ハードの基礎を実習していただきます。

プログラム
1日（9：30-16：30）

1.モーターとは
　1-1モーターの構成要素
　1-2モーターの種類
　　① DCモーター
　　② ブラシレスDCモーター
　　③ 交流モーター
　　④ ステッピングモーター
　　⑤ ACサーボモーター
2．アクチュエーターとは
3．回転原理および特性の基礎
　3-1.各モーターの回転原理
　3-2.各モーターの特性比較
　3-3.モーター仕様書の見方
　　（N・ｍてなに？）
4．車載用モーターの実際
　・シートアジャスター
　・ESP、ABS等

5．モーター駆動回路の実際
　5-1.DCモーターPWM駆動回路
　　（スピードコントロール）
　　① PWM駆動の原理
　　② PWM周期の決め方
　　③ HブリッジPWM駆動回路
　　④ 動作実演と計算実習
　　　（モーター停止時driverは大丈夫？）
　5-2．ステッピングモーター
　　　駆動回路（位置制御）
　　① 駆動回路の原理
　　② 実際のコントローラー
　　　実演と計算演習
　5-3．交流３相誘導モーター
　　　インバーター制御概要
　5-4.ACサーボモーター駆動回路

モーター・アクチュエーター駆動回路
の開発に携わっている初心者の方，
興味のある方

C15 モーター・アクチュエーター駆動制御回路の基礎（実習付） 1日
コース

定員 20 人
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：４１，０４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 宇山　晃生　　

ライト電業(株)

対象：

開催日：◆2018年8月22日（水）～24日（金）

(申込締切　2018年7月26日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 菅崎　英雄　氏

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2018年12月7日（金）

(申込締切　2018年11月15日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 菅崎　英雄　　
(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2019年2月8日（金）

(申込締切　2019年1月18日（金））

① ＰＬＣのハード構成、
　 　Ｉ/Ｏ割付
② ＰＬＣの初期操作
③ ラダー図

1日目（9：30-16：30）

プログラム
1日（9：30-16：30）

① EMCは波の世界
② ノイズ対策の重要性と考え方
③ たった３つの電磁気現象からEMCを考える
④ 電流のLとCに対する様子と特性
⑤ 波を送る伝送路のノイズ対策

C18 ＥＭＣとノイズ対策
－(1)3つの電磁気現象，電流とLとC，伝送路ノイズ対策

1日
コース

定員

C16

20

自動機械制御に必要なシーケンス制御基礎 3日
コース

D17 ＥＭＣの基礎と応用－国際規格CISPR25 1日
コース

定員 20 人

　CISPR25は，自動車関連に向けたEMC規格で
あり，IECで策定され，多くの自動車メーカと関
連する部品メーカーにおいて広く適用されてい
ます。本講座は，CISPR25のVer.2，3，4につい
てわかりやすく解説します。
　CISPR25の測定方法，プロセス，条件，限度
値などが理解できるようになります。

プログラム
1日（9：30-16：30）

① CISPR25のEMCから見た分類と位置づけ
②放射エミッション
　　配置，条件，測定プロセス，限度値について
② 伝導エミッション
　　　配置，条件，測定プロセス，限度値について

ＥＭＣ関係者（設計、開発、対策、
検査等）

　ＰＬＣ（プログラマブル・ロジック・コントローラ）
のハード構成、入出力割付、基本回路の作成、
各種リレーとその他一部応用命令の使い方ま
でを、実習機器で習得します。
　研修終了時にはON/OFF信号レベルのプログ
ラミングができるようになります。

3日目（9：30-16：30）

プログラム

④ プログラミング実習
    （基本命令）
⑤ プログラミング実習
    （各種リレー）

人

⑥ コードの種類とＢＩＴ、
　 　ＣＨの考え方
⑦ 応用命令実習
   　まとめ、アンケート

２日目（9：30-16：30）

　現在，車載向け，民生向けとも電子制御ユニット化が増
加しています。ますます厳しくなっているEMC要件に適合し
なければ製品として完成しません。つまり，電気電子回路
を設計・製品化するにはEMCを避けて通れません。基本設
計段階からエミッションとイミュニティ双方を考慮しながら設
計する必要があります。
　本講座は，EMC対応するためのひつよな基礎的知識を習
得します。EMC対策の基礎的技術の更なるステップアップ
が期待できます

人10

ＥＭＣ関係者（設計、開発、対
策、検査等）

ＰＬＣを初めて扱う方。又は、今後ＰＬＣを活用
するために、プログラムを作成・修正などの
業務を通じてシーケンス制御をマスターした
い方。

定員

受講者の声

・シーケンスプログラムのリレーについて理解できた。

・メーカーさんが作った回路の意味を理解でき業務に応用できる。

・演習を重ねることで，より身につけることができて良かったです。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 菅崎　英雄　　
(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター

対象：

開催日：◆2019年3月8日（金）

(申込締切　2019年2月15日（金））

会場：広島テクノプラザ 受講料：15，120円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 網本　徳茂

マツダ(株)　電子開発部

対象：

開催日：◆2018年11月30日（金）
(申込締切　2018年11月8日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 日野　実　　

広島工業大学　教授　博士（工学）　

対象：

開催日：◆2018年11月1日（木）～2日(金）

(申込締切　2018年10月11日（木））

C20 自動車のEMC実務 1日
コース

C19

プログラム

プログラム

人

① コモンﾓｰﾄﾞノイズ源と対策
② 電子部品・プリント基板レイアウト
③ 電子機器をアンテナモデルで考える
④ シールドについて
⑤ ノイズを受けないようにするためには

新商品開発あるいは生産技術部
門の技術者、管理者

　信頼性の高い機械設計や材料開発の基礎と
なる金属材料の組織と機械特性や金属材料の
強化法並びにレーザ応用などの最新の加工技
術について解説するともに、有益なノウハウを
提供します。また、金属材料の破壊の種類とフ
ラクトグラフィーについても実際の破壊事例を
示しながら解説します。

C21 2日
コース

定員

定員 20 人

自動車電装品はの高機能化・集積化・統合化
が進む中で、EMCは重要な性能でありながらフ
ロントローディングが実現できず，最終性能確
認で手戻りが起きていることも否めません。
そこで、部品規格の背景や自動車メーカの考え
方を提供し、この手戻りをなくすヒントを得る。

プログラム
1日（9：30-16：30）

20 人

　現在，車載向け，民生向けとも電子制御ユニット化が増
加しています。ますます厳しくなっているEMC要件に適合し
なければ製品として完成しません。つまり，電気電子回路
を設計・製品化するにはEMCを避けて通れません。基本設
計段階からエミッションとイミュニティ双方を考慮しながら設
計する必要があります。
　本講座は，EMC対応するためのひつよな基礎的知識を習
得します。EMC対策の基礎的技術の更なるステップアップ
が期待できます

定員

1日（9：30-16：30）

５　金属材料の最新加工技術
　⑤-1　レーザ応用技術と異材接合
　⑤-2　金属材料への表面改質と
　　　　　応用事例
　⑤-3　塑性加工と熱処理技術
６　金属材料の破壊とフラクトグラフィー
　⑥-1　破壊の形態
　⑥-2　破面観察の手順
　⑥-3　破壊事例とトラブルシューティング

１　材料の歴史的変遷と金属材料の歴史
２　金属材料の組織と機械特性
　　(転位､変形機構､強化法等)
３　鉄鋼材料の種類とその特徴
４　非鉄金属材料の種類とその特徴
　④-1　アルミニウムおよびその合金
　④-2　銅およびその合金
　④-3　マグネシウムとその合金
　④-4　チタンとその合金
　④-5　その他の金属

20

1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

金属材料と加工技術

ＥＭＣ関係者（設計、開発、対
策、検査等）

ＥＭＣとノイズ対策
－(2)ｺﾓﾝﾓｰﾄﾞﾉｲｽﾞ源対策，基板ﾚｲｱｳﾄ，ｼｰﾙﾄﾞ

1日
コース

１． 自動車の電装品EMC性能への要求
２． 各種規格項目の背景
３． 規格項目毎にセットアップと測定上の注意点
４． 演習/グループワーク

※講座の中で、「dB」とか「コモンモードノイズ」といった話をしますので、
　 漠然とでも理解できていることが受講の前提条件となります。
　　（受講前にEMCについて予習することでも構いません）。
　 講座で使用する資料を事前にダウンロードしていただくこととなります。
　 詳細は、申込後に連絡します。

自動車の電装品開発の実務者

受講者の声

・グループセッションを交えた研修であり，EMCを取り巻く環境についての意見も

いろいろと聴くことができ，とても有益であった。

・規格の背景・目的を知ることができ，良かった。

受講者の声

・材料からの改善こそ大切であることが印象的でした。

・マグネシウム合金について，今まさに検討している最中であったので参考にな

りました。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 草川　紀久　　

高分子環境情報研究所　所長

対象：

開催日：◆2018年6月25日（月）～26日(火）

(申込締切　2018年6月4日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 草川　紀久　　

高分子環境情報研究所　所長

対象：

開催日：◆2018年9月10日（月）～11日(火）

(申込締切　2018年8月20日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８4０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 江原　隆一郎　　

福岡大学材料技術研究所　工学博士

対象：

開催日：◆2018年11月6日（火）～7日(水）

(申込締切　2018年10月16日（火））

２日目（9：30-16：30）
 1.疲労と設計のかかわり
 2.疲労現象と歴史的事故例
 3.構造材料の疲労強度
 4.疲労強度への影響因子
 5.疲労き裂進展特性
 6.疲労破面解析

 7.腐食疲労
 8.高温疲労と熱疲労
 9.低サイクル疲労
10.フレッテイング疲労
11.疲労強度設計

設計、製造、現場、研究などに従事す
るエンジニア

プログラム

応用プラスチック材料
1.プラスチックの基礎知識の復習
2.プラスチック材料の構造・種類・特徴
3.汎用プラスチックと汎用エンプラの復習
4.スーパーエンプラの種類と特徴
5.熱硬化性樹脂の種類と特徴
6.ポリマーアロイの種類と特徴

1.成形加工の基礎知識の復習
2.プラスチックの成形特性
3.スクリューを使用しない成形方法
4.一次加工技術（射出成形・押出成形・ブ
ロー成形技術）の復習
5.二次加工技術の種類と特徴
6.成形不良とその対策
　－２.押出成形方法
　－３.ブロー成形方法
３.プラスチックの成形不良とその対策

20 人

　中級講座では、プラスチックを使用する
ようになって３年程度以上のプラスチック
技術者や管理者の方々が､プラスチック材
料の基礎と応用技術の概要を把握して、
日常の業務に役立たせることを目的として
いる。

製造部門、生産技術部門、研究開発
部門の技術者、研究者、管理者等。
 （高校の化学、大学の教養課程程度
の化学の基礎知識は必要、2～3年以
上の実務経験）

定員 人20
2日

コース

C22

C23

1日目（9：30-16：30）

プラスチックの成形技術の基礎

１． プラスチック成形加工の基礎知識
２． 射出成形技術の基礎知識
３． 押出成形技術の基礎知識
４． ブロー成形技術の基礎知識
５． 二次加工技術の基礎知識
６． 試験・評価技術の基礎知識

プラスチック材料の基礎知識

1.高分子と高分子化学の基礎
2.熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂
3.汎用プラスチックの種類と特徴
4.高機能性樹脂の種類と特徴特殊エンプ
   ラ
5.汎用エンプラ
6.ポリマーアロイ

２日目（9：30-16：30）

プラスチック－材料と成形技術（中級講座）

定員

C24 機械・構造物用材料－疲労強度と疲労設計 2日
コース

定員

　機械・構造物の破損原因の約90%は疲
労によると言われています。構造材料の
疲労の本質を、演習を多用し理解すること
により設計、製造、研究、メンテナンスおよ
び寿命予測など確実にできるようになりま
す。

プログラム
1日目（9：30-16：30）

1日目（9：30-16：30）

2日
コース

２日目（9：30-16：30）

人

　基礎講座では、プラスチック材料を使用する
経験の少ない技術者や管理者の方々が、高分
子と高分子化学の基礎の理解を深めて、プラス
チック材料の概要を把握して、その応用に役だ
たせることを目的としている。

プログラム

プラスチック－材料と成形技術（基礎講座）

製造部門、生産技術部門、研究開発
部門の技術者、研究者、管理者等。
 （高校の化学、大学の教養課程程度
の化学の基礎知識は必要、2～3年以
上の実務経験）

20
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８4０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 江原　隆一郎　　

福岡大学材料技術研究所　工学博士

対象：

開催日：◆2019年1月29日（火）～30日(水）

(申込締切　2019年1月7日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８4０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 江原　隆一郎　　

福岡大学材料技術研究所　工学博士

対象：

開催日：◆2019年3月12日（火）～13日(水）

(申込締切　2019年2月19日（火））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 佐野　潔　　

工学博士

対象：

開催日：◆2018年10月1日（月）～2日(火）

(申込締切　2018年9月6日（木））

設計、製造、現場、研究などに従事す
るエンジニア

設計・開発技術者および騒音振
動業務従事者

C25 機械・構造物用材料－腐食と環境脆性評価 2日
コース

騒音・振動対策の基礎と事例

２日目（9：30-16：30）
1. 腐食,環境脆性の評価および損傷解析
2. 腐食のメカニズムと影響因子
3. 静腐食の評価と対策
4. 応力腐食割れのメカニズム、評価及び対策
5. 水素脆化のメカニズム、評価及び対策

6. 腐食疲労のメカニズムと特徴
7. 腐食疲労強度腐食疲労き裂進展速度への
　　影響因子と腐食疲労防止対策
8. エロージョン・コロージョンのメカニズム、
　　評価及び対策
9. 耐食材料開発事例

設計、製造、現場、研究などに従事す
るエンジニア

C26 機械・構造物の破損解析の要点－原因を突き止める－ 2日
コース

定員 20 人

　機械・構造物はさまざまな原因により破損します。破損解析技
術は破損原因の究明のみならず製品の改善,頼性向上および
新製品の開発に直結する極めて重要な技術です。本講座では
金属破損解析技術に関し,脆性破壊,疲労破壊,クリープ破壊,環
境脆化,摩耗など各種破損のメカニズム,解析方法および対策に
ついて豊富な破損事例を基に平易に解説します。さらに非破壊
検査,レポートの書き方などについてもていねいに説明します。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

1. 破損解析技術と設計
2. 歴史的破損事例からの教訓
3. 弾性変形,塑性変形および破壊力学の基礎
4. 金属材料とコーテイング
5. 構造材料の疲労破壊と対策
6. 構造材料のクリープ破壊と対策
7. 構造材料の環境破壊と対

8.フラクトグラフィ―
9.摩耗と対策
10.統計分析
11.欠陥とその検出法
12.検査と報告

２日目（9：30-16：30）
１　音と振動の基礎
２　騒音・振動の測定
３　騒音・振動防止技術の概要
４　騒音シミュレーション技術
５　騒音・振動対応の事例紹介
６　質疑、アドバイス

2日
コース

20 人

定員 20

C27

７　ケーススタディ：エアコンの騒音・振動
　⑦-１　圧縮機の騒音
　⑦-２　配管の振動
　⑦-３　送風機の騒音
　⑦-４　モータの騒音
８　質疑、アドバイス

プログラム
1日目（9：30-16：30）

　本研修では、前半に騒音・振動に関する基礎的な知
識や技術を紹介し、騒音・振動の解析や対策をする場
合の方法を分かりやすく解説します。後半は、ルーム
エアコンの事例を主に取り上げ、エアコンの騒音源で
ある圧縮機、送風機、モータについて発生要因別に解
析した結果を紹介し、その騒音低減方法について効果
が大きかった方法や勘所を解説し、騒音振動問題の奥
深さを理解して頂きます。

定員

人

　腐食損失は、国家GNPの数パーセントを占め
ると言われています。構造材料の腐食および応
力腐食割れ、水素脆性、腐食疲労、エロージョ
ン・コロージョンなどの環境脆性についてメカニ
ズム、特徴、評価法および対策について平易に
解説します。

プログラム
1日目（9：30-16：30）

受講者の声

・講師の実体験に基づいた話は大変興味深く，実験を行う際の取り組み方など

同じ実験を行う者として，非常に参考になった。。

・質問をする機会を何度も設けてもらい，疑問点をすぐに解決できる研修だった。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 石川　正臣　　

工学博士

対象：

開催日：◆2018年8月23日（木）～24日(金）

(申込締切　2018年7月27日（金））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２９，１６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

　

講師： 井上　勝雄　　

広島国際大学 教授 博士（工学）

対象：

開催日：◆2018年9月3日（月）～4日(火）

(申込締切　2018年8月7日（火））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 村上　哲朗　　

村上設計研究所

対象：

開催日：◆2018年7月19日（木）～20日(金）

(申込締切　2018年6月27日（水））

人

　新商品や新機能の開発は，顧客ニーズ
（感性）を捉えることが重要です。　数値化
しにくい顧客感性の見える化について，理
論とそれをどのように応用すればよいかを
習得します。Excelアドイン統計ソフトを用
いた解析演習，インターネットを用いた調
査演習を多用し，業務に活かせる内容で
す。製品評価にも適用できます。

騒音・振動計測を始めようとする技術者
騒音・振動に携わっている中堅技術者の
方で正式に計測技術を学びたい方

①音の性質(音圧、ｄＢ、自由／拡散音場，波長)
②騒音計
　　　騒音レベル、周波数重み付け特性(A,C)、
　　　時間重み付け特性(F,S)、等価騒音レベル、
　　　実効値
③周波数分析
　　　定比・定幅フィルタ、1・1/3オクターブ分析
④コンデンサマイクロホン
　　　構造、特性、種類、校正
⑤騒音測定の注意点
⑥騒音関連規格の解説

製品設計・評価、顧客評価分析，商品企
画・商品開発，新機能仕様/デザイン決
定、顧客ニーズの調査・分析をする方

C29 2日
コース

定員 15

プログラム
1日目（8/29、9：30-16：30） ２日目（9/19、9：30-16：30）

１.基礎統計：変数の種類、分散と相関
　　　　　　（演習問題）
２.相関分析：クラメール連関係数、相関比
　　　　　　　（演習問題）
３.推論と逆推論による多変量解析の考え方
４.重回帰分析と数量化理論Ⅰ類
　　　　　　　（演習問題）、他
５.コンジョイント分析（演習問題）
６.統計的検定（演習問題）

６.階層分析法・AHP　（演習問題）
７.主成分析と因子分析　（演習問題）
８.数量化理論Ⅲ類とコレスポンデス分析
　　　（演習問題）
９.クラスター分析（演習問題）
10.インターネット調査用紙の作成と実施
　　・トレンディングドットネット調査の入力方法
　　・ネット調査の実施と結果の考察

多変量解析入門

開発、生産技術、製造、VE/CR推
進部門の実務者、管理者

⑥　前日の要約と補足解説
⑦　技術標準へ優性遺伝させる方法
⑧　日常品（ﾊｻﾐ）を使った最高品造りの演習
　　　・個人演習（VE案の発掘）
　　　・ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習による成果拡大
　　　・勝つ戦略造り
⑨　受講者に合った使えそうなVE事例
　　　や考え方を20件以上解説
 　　　・工場現場の事例、開発段階の事例、
　　　　　良いﾓﾉ造りの考え方
⑩　VE活動に留まらず、ﾓﾉ造り全ての領域に
　　　広げた技術の在り方
 　　　・波及効果、応用技術、
　　　　　　世界Top技術の事例解説
⑪　まとめ

⑦振動の性質
　　　共振、強制振動、加速度、速度、変位
⑧加速度ピックアップ
　　　原理，感度、特性、取付け時の注意
⑨前置増幅器
　　　チャージ／電圧感度、機能
⑩FFT分析
　　　分析原理、平均、窓関数、分析時の注意
⑪振動測定機器
　　　力変換子、インピーダンスヘッド、
　　　インパクトハンマー等

プログラム

C28

人

　製品の品質向上・安全確保・環境保全上、騒
音・振動の計測・制御・防止は益々重要性を増
してきています。騒音・振動の基礎、正確な測
定データを得るための計測方法・テクニック、解
析手法などをわかりやすく解説します。

①　初めに（ｺｽﾄの機能、役割、活用法、
　　　収益等の解説）
②　VE概論（重要性、実施手順、管理）と
　　　効率的な取組
③　比較の考え方、実例の解説、
　　　業界最高品の造り方
④　ﾊﾞｯﾃﾘｰBRKTによる良い点（VE案）の
　　　発掘演習
　 　　・個人演習（VE案の発掘）
　 　　・ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習による成果拡大
⑤　上記の演習を踏まえてモノ造りの考え方
　　　解説

　VE理論を踏まえた上で、具体的事例中心に、
即、成果の出る手法を解説。100社以上の事例
から，受講者が活用できそうなVE案や考え方を
20件以上解説。自動車、船、飛行機、列車、家
電、建築、から、ﾓﾉ造りに役立つ技術や考え方
を解説、体験学習もあり誰でもVE推進ﾘｰﾀﾞｰに
なれます。

1日目（9：30-16：30）
プログラム

20 人

２日目（9：30-16：30）

C30 定員

1日目（9：30-16：30）

2日
コース

20100円ショップ商品もコスト低減案がサクサク出せるVE応用セミナー

騒音・振動計測技術の基礎 2日
コース

定員

２日目（9：30-16：30）

受講者の声

・加振，実走振動・音計測が実務に応用できる。

受講者の声

・数量化Ⅰ類などが業務に応用できる。

・社内評価を根本から検討する必要を感じた。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１７，２８０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 勝田　日出男

コンサルタント

対象：

開催日：◆2019年2月1日（金）

(申込締切　2019年1月10日（木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１７，２８０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 勝田　日出男

コンサルタント

対象：

開催日：◆2019年3月1日（金）

(申込締切　2019年2月7日（木））

　企業は、自社技術の独自性の確保とその向
上により得た技術的優位を守るために、法的手
段としての特許による武装が不可欠となりま
す。
　この講座は、企業をオンリーワン企業にする
ための知的財産活用を狙いとして、次を目標に
分かりやすく説明します。
・開発している技術から発明コンセプトを抽出
し、まとめあげるスキルの獲得
・まとめた発明を、弁理士に要領よく説明できる
論理構成に組み立てる

・開発実務者
・技術開発で発明をすることを期待されて
いる方

10：00～11：00 （2）開発技術を特許性ある発明理論として構築する方法論

C31 知的財産活用の実践１（演習付）
－特許情報を開発構想・発明に活かす－

1日
コース

定員 15 人

　企業は、自社技術の独自性の確保とその向
上により得た技術的優位を守るために、法的手
段としての特許による武装が不可欠となりま
す。
　この講座は、企業をオンリーワン企業にする
ための知的財産活用を狙いとして、次を目標に
分かりやすく説明します。
・特許情報を用いて開発構想を立て、ユニーク
技術の具体化に結びつけるプロセスをマスター
する。

プログラム

・開発実務者
・特許情報を活用した開発構想を策定したい人
・企業の技術マネジメント・開発企画に携わる人

1日目（9：30-16：30）
9：30～9：45 （1）本特許講座の狙い等　概要説明

9：45～10：45 （2）親事業者が将来必要とする技術の探索と予測

10：45～12：00 （3）特許検索システムＪ-ＰｌａｔＰａｔの概要と利用方法の説明

　　（グループに分かれてＰＣを操作しながら）

　　（各グループで演習課題に取り組む）

15；00～16：15

知的財産活用の実践２（演習付）
-発明発掘と戦略的な知的財産登録-

1日
コース

定員 15 人

11：00～12：00 （3）演習課題の設定

　　（グループ分けして）

　　　昼食休憩

13：00～14：00 （4）従来技術の特許調査

　　（Ｊ-ＰｌａｔＰａｔ利用）　（各グループで）

14：00～16：00 （5）発明理論の構築と発表知ろう作成

　　（グループ発表と講師コメント）

16：00～16：30 （6）質疑応答

　　　昼食休憩

1日目（9：30-16：30）
9：30～10：00 （1）発明展開手法の種類と方法

　　（作成：30分　発表：30分）

13：00～15：00 （4）演習（人工知能(ＡＩ)の活用問題）

プログラム

（5）開発構想書の作成とグループ発表

16：15～16：30 （6）参考情報の説明とＱ＆Ａ
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 新宅　武昭　　

(有)Ｐ．Ｍ．Ｃ．経営研究所　

対象：

開催日：◆2018年11月8日(木)～9日(金)

（申込締切　2018年10月18日(木)）

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 新宅　武昭　　

(有)Ｐ．Ｍ．Ｃ．経営研究所　

対象：

開催日：◆2018年10月15日(月)～16日(火)

（申込締切　2018年9月20日(木)）

入門 初級 中級 上級

人

人

生産現場の問題把握と解決により即効性のあ
るコストダウン･生産性向上を図る能力開発研
修です。この研修では現場現実からの問題把
握と成果に連鎖した重要改善策を見つけ出す
的確な手法を指導いたします。気になる現場
現実現象の把握(写真，絵，ｽｹｯﾁ等)から始
め､ステップ順に進め，着手すべき課題を決定
します｡

プログラム
1日目（9：30-16：30） 2日目（9：30-16：30）

① 導入
　　職場人心理に真因あるケースが多い。
　　その発見が鍵。
② 事実の把握の方法ステップ指導
　　・気になる現場､現実､現象を写真で捕える
　　・写真の撮り方とそのポイント･･実例で指導
　　　　(デジカメ)
③ 現象確認のやり方
　　　　･･･見える化･要因の集め方･･　演習-1
　　・ＫＪ法活用し写真から問題要因の見える
　　　化
　　・IE・VE・経費改善や６S・品質･マナーなど
　　　から改善事案が続々見えてきます

④ 原因探求･真因確定
　　　　・･･絵と図解で真因の見える化･･演習-2
　　・見えない所を診る (問題の見える化)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
　　・投資が少なく、効果が高い重要改善事項
　　　を特定します。
⑤ 　問題の核心と改善改革案を特定
　　　　　・･･ｸﾞﾙｰﾌﾟで策定発表・・演習-3
　　　改善の発見力と効果の見極め力の、能力
　　　開発確認
⑥ 　職場人の心理面から見えてくる
　　･問題発見とポイントを事例で解説
　　･学んだこと､気づいたこと、実行することの
　　　まとめ

現場の改革に前向きな、役員，管理
監督者，リーダー

D1 ものづくり現場現実からの課題発掘力の強化 2日
コース

定員 15

D2 職長の監督技術ステップアップ 2日
コース

定員 15

「職長さんの悩み」をキーワードに､人､設
備､コスト､管理､改善など多面から課題解
決の視点を豊富な事例やケースで解説し
ます。

プログラム
1日目（9：30-16：30） 2日目（9：30-16：30）

①　研修導入（中堅職長の監督技術）
②　人間理解・・職長(監督者)の悩み
　　　人、設備、コスト、管理、
③　問題をひも解く課題とは?
　　　全てに関わる職場人の心理
④　上級職長の監督技術、Ａ･人の心理
　　　演習：ケース・・三人の○○、他
　　　　　　　　マズローの□□□□□

⑤　上級職長の監督技術、Ｂ･組織の心理
  　　 演習：ケース・・△―△△実験･暗黙の
  　　 □□心理
⑥　ステップアップ職長の監督技術
 　　 演習：ケース　事例研究
  　　深層心理から見抜く組織の問題
⑦　監督技術アップで職場業績ﾀﾞﾝﾄﾂ向上、
　　  改善活動と生産性向上への活用事例
⑧学んだこと、実践することのまとめ

職長経験2～7年程度の方

D. 生産技術・管理

D2. 職長の監督技術ステップアップ

D3. 生産現場のムダ取り
－実践IE（ Industrial Engineering )－

D1. ものづくり現場現実からの課題発掘力の強化
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：３４，５６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　泉　 旦 茂　　

FOUNTAIN 代表

対象：

開催日：◆2018年9月19日（水）～21日(金）

(申込締切　2018年8月28日（火））

人D3 生産現場のムダ取り－実践IE（Industrial Engineering）－ 3日
コース

定員 15

　生産ラインは「人（作業者）」「もの（材料や製
品）」「設備」で構成されます。目標とする生産
数量を、「人」「もの」「設備」を最も効率の良い
組み合わせで生産する方法を見つけ出す「標
準作業の設計」を学び、生産現場に適用する
能力を養う研修です。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30） 3日目（9：30-16：30）

1  製造業を取り巻く環境とＩＥ
2  製造現場の改善とIE手法
  　（トヨタ生産方式における
　　　標準作業と作業改善）
3  標準作業の設計(基礎編)
　　　設計演習(1)
　　　　　　　　　ツールの作り方
　　　設計演習(2)
4  要素作業分析
　　(タイムスタディ)
　　（作業観測のやり方／
　　　ストップウオッチの使い方）

5  改善実習
　  （競技形式による懐中電灯の
　　 組立作業）
　・改善実習(ラウンド１)
　・改善実習(ラウンド２)
　・成績発表／表彰式

6   標準作業の設計（応用編）
7   標準作業による改善事例
8   ムダ取りの実践例
9   問題解決への取組み
10  まとめ 「標準作業概論」
11  標準作業の教え方

生産技術･生産担当の技術者及
び管理監督者、生産管理･原価管
理の担当者の皆さん

受講者の声

・自社の作業スピードと自動車業界のスピードの差を感じました。実例をたくさん

聴かせてもらい参考になりました。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：４１，０４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 石井　明弘　　

ＱＣ上級指導士

対象：

開催日：◆2018年4月11日（水）～13日（金）

(申込締切　2018年3月21日（水））

◆2018年10月17日（水）～19日（金）

(申込締切　2018年9月25日（火））

会場：広島テクノプラザ 受講料：４１，０４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 石井　明弘　　

ＱＣ上級指導士

対象：

開催日：◆2018年5月16日（水）～18日（金）

(申込締切　2018年4月20日（金））

◆2018年9月26日（水）～28日（金）

(申込締切　2018年9月3日（月））

◆2019年1月9日（水）～11日（金）

(申込締切　2018年12月11日（火））

入門 初級 中級 上級

E1 統計解析手法 3日
コース

定員 15 人

E2 ＱＣ七つ道具・新ＱＣ七つ道具 3日
コース

定員 15 人

　具体的なデータに基づいて仕事を計画
し、管理・改善を進めるための統計的方
法・統計解析手法の基礎（統計的な考え
方・必要性・種類・推定と検定・問題解析
法など）をパソコンも活用しながらの演習
を通じて習得できます。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30） 3日目（9：30-16：30）

①統計的考え方
②データの数値化
　　《例題演習》
③データの図式化
　　《例題演習》
④確率と分布
　　《例題演習》

⑤サンプルで全体を推測する
　　－推定と検定のはなし－
　　・母平均に関する推測
　　　（σ既知）
　　　　　《例題演習》
　　・母分散に関する推測
　　　　　《例題演習》
　　・母平均に関する推測
　　　（σ未知）
　　　　　《例題演習》

―前日の続き―
⑥２変数間の関係
　　・相関分析
　　　　　《例題演習》
　　・回帰分析
　　　　　《例題演習》
⑦計数値に関する推測
　　　　　《例題演習》研究開発・品質管理・生産技術・製造

検査等の担当で、統計的方法を日常
の仕事で使おうと考えている方。

　活用次第で問題の90%は解けるとも言われる「QC
七つ道具」、「新QC七つ道具」についての知識と活
用法を習得します。研修の進め方は，① パソコンを
適宜使用し、データ解析方法を身につけ，② ケース
スタディによる演習で理解を深めます。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30） 3日目（9：30-16：30）

①管理技術と問題解決
②ＱＣ七つ道具
　　（以下、各手法名の右肩
　　　に★を付記している
　　　ものは演習有）
　・グラフ ・パレート図 ★
　・チェックシート
　・特性要因図
　・散布図 ★
　・ヒストグラム ★
  ・管理図 ★

　・層別
③新ＱＣ七つ道具
　・親和図法★
　・連関図法★
　・系統図法★

・マトリックス図法★
・アロー・ダイアグラム法★
・ＰＤＰＣ法★
・マトリックス・データ解析法

 QCに関する教育をあまり受けたこと
がない方。今の仕事のやり方を改善
したいと思っている方。

E. 品質管理

受講者の声

・内容が具体的で仕事にすぐ実践できそうなものも多く，大変ためになりました。

QC検定時の勉強時よりも，より深い理解ができました。

受講者の声

・製品開発および改良等の推測に応用できる。

・現状はデータ取りをしていないが，これからデータを取って不良を分析したい。

E2. QC七つ道具・新QC七つ道具

E1. 統計解析手法

E6. 実験計画法

E7. 品質工学（タグチメソッド）

E5. FMEA/FTA

E4. 経営者・管理者のためのFMEA・品質工学概

論

E8.  車載部品の設計不具合を未然防止するDRBFM（演習付）

E3. 慢性不良の顕在化と改善シナリオ

E9. 品質管理に役立つ材料分析
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 川口　恭則

ＫＥアシスト

対象：

開催日：◆2018年5月10日（木）

(申込締切　2018年4月16日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 喜多　秀紀　　

喜多設計研究所

対象：

開催日：◆2018年7月2日（月）

(申込締切　2018年6月11日（月））

◆2019年2月12日（火）

(申込締切　2019年1月21日（月））

会場： 広島テクノプラザ 受講料：３４，５６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 喜多　秀紀　　

喜多設計研究所

対象：

開催日：◆2018年5月14日（月）～16日(水）

(申込締切　2018年4月18日（水））

◆2018年12月3日（月）～5日(水）

(申込締切　2018年11月9日（金））

E3 慢性不良の顕在化と改善シナリオ 1日
コース

定員 20 人

E4 経営者・管理者のためのFMEA・品質工学概論
－市場クレームの完全な未然防止のために－

1日
コース

定員 20 人

　本研修では，装置，機械などによる生産現場
の工程において慢性的に発生する不良を，
①原理図という形で原因，問題発生メカニズム
　  を明示する
②３現主義と共に事実で裏付けする
③原因を１問題⇒原因⇒対策方式で除去し，
　　ゼロ化を図る
ステップを踏んで不良ゼロ化の定着を目指す，
地道な草の根の活動を提案します。

プログラム
1日（9：30-16：30）

１　現在の慢性不良に対する現状理解と経営
　　者の認識
 　(1)一般的な企業の実態
 　(2)一般的な企業の品質に対する考え方
 　　・検査では100％の品質保証はできない。
 　(3)顧客の視点
 　(4)一般の企業が抱える課題と改善の方向
２　現在の品質保証
 　(1)新製品開発における品質造り込みの甘さ
 　(2)行き過ぎた分業体制と弱い品質監査体制
 　(3)弱い製造部門
 　(4)品質教育の軽視と結果としての弱い問題
　　　解決力
３　正しい品質保証のあり方
 　(1)品質保証と品質管理
 　　・T社の品質保証の基本的考え方

 　(2)品質保証のしくみ構築の基本的な考え方
 　(3)良品条件（設計条件・生産条件・製造条
　　　件）
 　(4)品質保証鳥瞰図
４　品質保証の管理ツール
 　(1)製造部門の維持管理
 　　・改善活動鳥瞰図
 　(2)目で見る管理
 　　・異常管理（目で見る管理と見える化）
 　(3)品質チェック・検査
 　　・基本は全数確認・全数検査
 　(4)スタッフ部門の役割と責任
 　(5）現地気質
５　問題解決力の更なる強化
 　（実習）品質保証のためのツールとその使い
　　方の理解

品質保証，検査担当経営幹部，管理
者，担当者

管理者の皆様に、「ＦＭＥＡ/ＦＴＡ」「実験計画
法」「品質工学（タグチメソッド）」の技術の合せ
技で市場クレームの発生を完璧に回避できる
事を理解して頂いた上で、これらの適切な適用
のアドバイスや、部下が適用した結果の、適切
な評価が出来きます。

プログラム
1日（9：30-16：30）

①はじめに（ＦＭＥＡ・タグチ式実験計画法・品質工学によるリスクマネジメント）
②ＦＭＥＡ概論
③ＦＭＥＡ事例
④タグチ式実験計画法概論
⑤タグチ式実験計画法事例
⑥品質工学（タグチメソッド）概論
⑦品質工学（タグチメソッド事例）
⑧おわりに（技術者の役割）

新商品開発あるいは生産技術・製造
部門のトップマネイジメントを含む管
理者

E5 ＦＭＥＡ／ＦＴＡ 3日
コース

定員 20 人

　「潜在的な不具合現象発生の未然防
止｣・「日常業務への適用（実務者レベ
ル）」・「実施結果の適切な評価（管理者レ
ベル）」を可能にします。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30） 3日目（9：30-16：30）

①ＦＭＥＡの必要性・位置付け
②設計ＦＭＥＡの手順
③機能展開の詳細手順
④設計ＦＴ展開の詳細手順
⑤懐中電灯を題材とした
　　機能展開演習
　⑤-１　基本機能の定義と
　　　　　下方展開
　⑤-２　一次機能の下方展開
　⑤-３　二次機能の下方展開

⑥懐中電灯を題材とした設計ＦＴ
　　展開演習
　⑥-１　電気回路のＦＴ展開
　⑥-２　押しボタンのＦＴ展開その１
　⑥-３　押しボタンのＦＴ展開その２
　⑥-４　押しボタンのＦＴ展開その３
　⑥-５　整光性のＦＴ展開

⑦工程ＦＭＥＡの手順
⑧工程ＦＭＥＡの事例
⑨懐中電灯を題材とした
　　工程ＦＴ展開演習
　⑨-１　電気回路の
　　　　　　　　ＦＴ展開その１
　⑨-２　電気回路の
　　　　　　　　ＦＴ展開その２
　⑨-３　スイッチのＦＴ展開
⑩まとめ

　新商品開発あるいは生産技術・製
造部門の技術者、管理者

受講者の声

・FMEA/FTAで効果を出す要素，直行表の活用は自社の製品開発に活かすこと

ができそうです。

・FMEAについては，別の研修を何度か受けており，もやもやした感じがありまし

たが,今回は少し全体像が見えた気がします。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 喜多　秀紀　　

喜多設計研究所

対象：

開催日：◆2018年8月2日（木）～3日(金）

(申込締切　2018年7月11日（水））

会場：広島テクノプラザ 受講料：３４，５６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 喜多　秀紀　　

喜多設計研究所

対象：

開催日：◆2018年11月5日（月）～7日(水）

(申込締切　2018年10月15日（月））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 山田　卓

(株)ワールドテック

対象：

開催日：◆2018年6月1日（金）

(申込締切　2018年5月11日（金））

E6 実験計画法 2日
コース

定員 20 人

E7 品質工学（タグチメソッド） 3日
コース

定員 20 人

　製造段階や市場において予期しない不
具合が発生しないよう量産バラツキに対
する基本的考え方を身につけると共に、
対象とする現象に対して、「どのような要
因のバラツキがどの程度影響を与えてい
るのか」を、開発プロセス･量産準備段階
で、実行可能な実験で効率的に見つける
方法論を学びます。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

① 量産企業における実験のあり方
② 直交表の役割
③ 伝統的実験計画法とタグチ式実験計画法
　　の違い
④ タグチ式実験計画法の詳細手順
　　　（データ変換・ＳＮ比・要因効果図）
⑤ 事例演習Ⅰ
　　　（扇風機タイマーの組立実験）
　　　タグチ式実験計画法を使った実験結果をもとに、
　　　扇風機タイマーの各構成部品が、タイマーの精
　　　度にどの程度影響するのか、その度合いを明ら
　　　かにする。

⑥ 事例演習Ⅱ
　　（穴あけ加工精度）
　　　工作機械用精密部品に対する穴あけ加工精度
　　　を改善する方法をタグチ式実験計画法で見出し
　　　その改善度合いを予測する。
⑦ 事例演習Ⅲ
　　　（よく回るコマ）
　　　厚紙・おでん用の串・硬貨を材料にして、出来る
　　　だけ良く回るコマを、タグチ式実験計画法を使っ
　　　て実際に作り、チーム毎にコマの回転維持時間
　　　を競い合う。

新商品開発あるいは生産技術・
製造部門の技術者、管理者

E8 車載部品の設計不具合を未然防止するDRBFM（演習付） 1日
コース

定員 20 人

　量産の不良や市場クレームを10～20％
削減でなく、一気に1/10にするため，バラ
ツキに影響されない最適な設計諸元や製
造条件を求める必要があります。そのた
めに仕事のやり方を品質工学的アプロー
チで革新する方法を体験学習します。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30） 3日目（9：30-16：30）

①タグチ式実験計画法の復習
　　　品質工学への橋渡しとして
　　　タグチ式実験計画法を復習
　　　する。
②品質工学の位置付け開発
　　　開始から量産までの全社
　　　活動において品質工学が
　　　どのような役割を果たすの
　　　かを明らかにする。
③従来のアプローチとの違い
　　　アーク溶接を例に従来の
　　　アプローチと品質工学的
　　　アプローチとの違いを明ら
　　　かにする。
④品質工学の基本的考え方

⑤パラメーター設計の具体的
　　プロセスⅠ
　　⑤-1　バラツキの評価尺度
　　　　　　　（ＳＮ比）
　　⑤-2　バラツキの評価方法
　　⑤-3　バラツキに影響されない
　　　　　　設計or製造パラメーター
　　　　　　の決定方法
⑥品質工学を使った問題解決の
　　事例紹介Ⅰ
　　　空冷式インタークーラーの
　　　気流音（市場クレーム）の
　　　解決事例を紹介する。
⑦品質工学的アプローチ事例演習Ⅰ
　　コピー機の原稿自動送り装置を題
　　材に品質工学的アプローチの要で
　　ある基本機能と誤差因子を明らか
　　にする。

⑧パラメーター設計の具体的
　　プロセスⅡ
⑦-1　標準SN比方式
⑦-2　SN比の計算方法
⑨品質工学を使った問題解決の
　　事例紹介Ⅱ
　　テーラードブランク工法・
　　エンジンマウント系における
　　２つの適用事例を紹介する。
⑩品質工学による技術革新
　　の進め方
⑪品質工学的アプローチ事例
　　演習Ⅱ
　　印刷機能付きのホワイト
　　ボードを題材に基本機能と誤
　　差因子を明らかにする。
⑫まとめ

新商品開発あるいは生産技術・
製造部門の技術者、管理者

　設計プロセスの良品条件が不足している新規
部分・変更部分・変化部分に対して効果的な設
計活動を行うために工夫されたDRBFM(Design
Review Based on Failure Mode)について学習
し、DRBFMをコアにしたチームの総智・総力を
注いだ取組みが設計不備を未然防止するため
の‘有効な手段’であることを理解していただく。
　そしてDRBFMの詳細な手法や勘所を詳説と
演習を通して体得頂く。

プログラム
1日（9：30-16：30）

Ⅰ.講義  「未然防止の手段としてのDRBFM」
 　　―潜在的な設計問題の発見と解決のための活動の考え方
　
Ⅱ.DRBFM手法詳説と演習
　1. 新製品実現プロジェクトにおける設計プロセスの改善の考え方
　2. DRBFMの特徴
　3. DRBFMを詳説と演習で習得する

Ⅲ.DRBFMの勘所まとめ
い
　方

　る設計部門の管理者または担当者

受講者の声

・実験を効率よくするために応用できそう。

・要因の追及の方法が業務に使える。

・最適条件の検証で，コマを使った実習は分かりやすかった。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 山田 洋史，　　三根生　晋

マツダ(株)品質保証部，技術研究所

対象：

開催日：◆2018年11月2日（金）

(申込締切　2018年10月12日（金））

人

　ものづくりに取り組み、製品の品質確保、品質
向上を目指した活動を進めるためには、取り扱
う素材・材料の情報を得て、正しく理解しておく
ことが求められます。
　製品開発の課題や品質問題の解決に取り組
む上で基礎となる「品質管理」の全般的な考え
方と、取り組みに新たな視点を与えてくれる分
析方法、結果の解釈方法について、分析事例
を交えてご紹介します。

プログラム
1日（9：30-16：30）

  9:30～10:20 　品質管理について（管理ポイント、課題・問題解決の進め方）
10:30～11:20 　品質管理と材料分析（問題点をつかむ、素材の特徴を調べる）
11:30～12:00 　分析技術説明（走査電子顕微鏡、赤外分光装置を中心に
　　　　　　　分析手法を知る）
13:00～13:40 　適用事例紹介（どんなことに使えるのか）
13:50～16:00 　実習・設備見学（装置を操作・材料分析してみる）
  　 　 　　　　　　その場で分析結果についてワイガヤする
16:00～16:30 　質疑応答・品質向上や品質管理のための材料

分析について具体的な内容や適用事
例を知りたい方
・材料分析装置を使って実際にサンプ
ルを分析してみたい方

E9 品質管理に役立つ材料分析 1日
コース

定員 20

当日はサンプルをご持参下さい。講師と分析結果について個別に打合せる場を設けます。

受講者の声

・実際の測定機器に触れることが出来，これまで外部依頼していた内容が具体

的にどのようなことをしていたか理解できました。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 栗山　琢次　　，　新宅　武昭　　

(有)Ｐ.Ｍ.Ｃ.経営研究所

対象：

開催日：◆2018年6月4日（月）～5日(火）

(申込締切　2018年5月14日（月））

入門 初級 中級 上級

F1 原価計算の進め方 2日
コース

定員 15 人

　経営と原価管理の視点、企業会計と原
価の理解、生産性と付加価値、損益分岐
点分析、職場での原価管理の進め方など
について、練習問題、演習など交えて原
価管理・改善の基礎を習得できます。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

[1]研修概要
　　①経営への参画と考え方
[2]経営への参画
　　②管理監督者の理解･変革職場経営
　　③管理視点の切り替え
[3]会計基本
　　④経営参画のため会計と財務諸表
　　⑤科目と費目(損益計算書、製造原価)
　　⑥利益と原価、原価管理･･‥演習-1
[4]仕組みが解れば見えてくる‥原価の定義､構成
　　⑦経営参画のための構造分析･･‥演習-2
　　⑧理解を深める･生産性と付加価値

[5]儲ける仕組みと仕掛け
　　⑨損益分岐点と評価･･‥演習-3
　　⑩職場での原価管理と原単位管理
　　⑪経営と原価管理の視点方針から
　　　　　　　　　改善指標への落とし込み方
[5ハーフコストダウン企画･･ＩＥ･ＶＥ･･‥演習-4
　　⑫原価を狂わす固定費
　　⑬原価改善の事例
　　⑭事例に基づく原価改善､ＧＷ演習-5・発表
　　⑮研修で学んだこと､実践することのまとめ

　製造部門の管理監督者、リーダー、
及び候補、生技、購買部門の管理
者、及び候補

F. 原価管理

携行品：電卓

F1. 原価計算の進め方

受講者の声

・原価には思った以上に多くの費用が無いっており，製品単価を落とすためには，

費用の洗い出しが必要と認識することができた。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 稲葉　敦

　　　　　

対象：

開催日：◆2018年11月20日(火)

(申込締切　2018年10月30日（火））

入門 初級 中級 上級

G1 最先端のLCA－基礎と最先端の応用を学ぶ－ 1日
コース

定員 20 人

　LCAの基本的な応用方法として、エコデザ
イン、環境効率、製品のカーボンフットプリン
ト（CFP）などを紹介します。さらに、最近話題
になっているSCOPE3、組織のLCA、環境
フットプリント、ホットスポット分析、削減貢献
量評価などについて解説します。

プログラム
1日（9：30-16：30）

1.　 LCAとは？
2.　 LCAの国際標準規格と実施方法
3.　 LCAの応用
4.　 最近の動向
5.1. 製品から組織へ
5.2. GHGから様々な環境影響へ

工学院大学　教授　工学博士

環境を考慮した製品開発、環境マネジメン
ト（ISO14001）、CSR担当者など

G１. 最先端のLCA－基礎と最先端の応用を学ぶ－

G. 環境影響評価

38



広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 常松　玲子　　

目白大学　教授

対象： 新入社員

開催日：◆2018年4月10日（火）

(申込締切　2018年3月20日（火））

会場：広島テクノプラザ 受講料：３４，５６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 喜多　秀紀　　

喜多設計研究所

対象：

開催日：◆2018年5月9日(水）～11日（金）

(申込締切　2018年4月13日（水））

入門 初級 中級 上級

H1 ものづくり企業における新入社員ビジネス研修 1日
コース

定員 20 人

　ものづくり企業ではOJTに組み込みにくい、ビ
ジネスマナー＆スキル研修です。技術系の現
場で求められる心構えの意識づけからスタート
し、次のステップとして安全なモノづくりのため
のコミュニケーション力などビジネスマナーの基
本を押さえます。そして、日々の業務で活用で
きるビジネススキル研修に進みます。
　当研修は座学だけではなく、ロールプレイング
も導入した実践的なカリキュラムで、「知ってい
る」から「できる」レベルを目指します。

プログラム
1日（9：30-16：30）

H2 新入社員を早くー人前の技術者にするための基礎講座
　-技術者に必須の５つのスキル-

3日
コース

定員 20 人

Ⅰ　組織人としての基礎コミュニケーションスキル
　　1　採用選考にあたっての重視点
　　2　新人として
　　3　コミュニケーションスキルの基礎
　　4　部下力

Ⅱ　ビジネスマナーの基本
　　1　安心感を与える表情
　　2　感じの良い態度
　　3　ビジネスシーンでの身だしなみ
　　4　あいさつ
　　5　ことば遣い

Ⅲ　ビジネススキル
　　1　電話応対
　　2　ビジネス文書
　　3　メール
　　4　席次
　　5　名刺交換

Ⅳ　総括

新入社員が出来るだけ早く一人前の実務をこなせる様になって欲し
い。そのためにOJTでの色々な施策が十分な効果を上げる事が出来
るだけの基礎的スキルを新入社員に身に付けさせる事をねらいとしま
す。①先輩の教える内容が良く理解できる。②先輩を見よう見まねで
学ぶ際にその内容が良く理解できる。③技術標準・業務標準を使って
の教育が良く理解できる。④技術標準・業務標準を自学自習する際に
その内容が良く理解できる。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30） 3日目（9：30-16：30）

１　学校で学んだ基礎知識の復習
　（１）物理（力学）の基礎知識
　（２）材料力学の基礎知識
　（３）演習
２　ロジカルでシスティマティックな
　　　考え方
　　実務においてロジカルでシス
　　ティマティックに考えるとは
　　具体的にどうする事なのか
　（１）仕事をシステムとして捉えた
　　　　時の仕事の構造
　（２）課題（目的）を達成する為の
　　　　対策立案の手段としての
　　　　機能展開
　（３）演習

　（４）問題（不具合現象）を解決する為
　　　　の原因追及の為の手段としての
　　　　ＦＴ(Fault Tree）展開
 　(５)演習
３　実務的文書の書き方
　　実務においては「目的」と「結論」を
　　冒頭に書くのが必須である等の
　　知識
　(１)文章の書き方の基本
　(２)メール・報告書の書き方
　(３)技術標準の作成方法
　(４)演習
４　統計的なものの観方の基礎

４　統計的なものの観方の基礎
　　バラツキという概念の理解と
　　それへの対処方法
　(１)度数分布表・度数分布曲線
　(２) ヒストグラム・標準偏差
　(４)偏差値・工程能力指数・
　　　相関係数
　(５)演習
５　製造会社における実務とは
　　企業の目的とその達成手段の
　　理解
　(１)企画から製造までの全プロ
　　　セス
　(２)開発活動・量産＆量産準備
　(３)市場不具合改善・業務プロ
　　　セスの進化

①2018年度の技術系新入社員
②2017年度以前の入社でも、研修プログ
ラムに示した基礎的なスキルを身に付け
ているとはいえないので、受講させた方が
良いと思われる技術系社員

H. 新入社員教育

H2．新入社員を早く一人前の技術者にするための

基礎講座
－技術者に必要な５つのスキル－

H1．ものづくり企業のための新入社員ビジネス研修
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場： 5月：RCC文化センター 受講料：２４，８４０円

1月：広島テクノプラザ (税込） テキスト代が含まれています。

講師： 吉田 利兵衛　　

YMR吉田経営研究所　所長

対象：

開催日：◆2018年5月24日（木）～25日（金）

(申込締切　2018年5月1日（火））
◆2019年1月24日（木）～25日（金）
(申込締切　2018年12月26日（水））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２４，８４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 吉田 利兵衛　　

YMR吉田経営研究所　所長

対象：

開催日：◆2018年7月26日（木）～27日（金）

(申込締切　2018年7月4日（水））

入門 初級 中級 上級

I 1 若手技術者飛躍のための問題発見・問題解決の勘どころ 2日
コース

定員 20 人

人

　「環境変化の中での積極的問題発見力
の強化」・「自ら目標を設定し解決策へ導く
考え方の修得」・「自業務への適用」を可
能にすることを狙いとする。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

はじめに
・ポジティブ思考で取り組む
・キャリアと3つの専門能力・・・自分の立ち位置を確認する
１． 問題とは何か・・・あるべき姿の描き方
　① 問題発見力とあるべき姿を描く訓練
　② 変化する環境と従来法（PDCAなど）の活用と課題
２． 問題のタイプと分析
　① 問題の３つのタイプ
　② 環境分析の武器：「SWOT分析」：送風機メーカーの事例
３． 問題発見・問題解決の手順
４． 真の問題・原因の追究・・・もれなく、重なりなく考える
　　「ロジックツリー」と「フレームワーク」の徹底活用
５． 活用頻度の高い「フレームワーク」と事例研究
　① 工程管理のフレームワーク：機械加工業の「不良率低減」
　② 商品開発のフレームワーク：「ビジネスモデル」の検討

　③ 収益構造改善検討のフレームワーク　Ｐ／Ｌ表型分析：
　　　自動車部品製造業の「生産性改善」
　④ 商品開発・コスト開発のフレームワーク：「機能分析」
６． 問題解決の基本思考
　① 3つの勘どころ：必ず解決策はある
　② 事例研究「トラックボデーメーカーの生産性改善」
７． 問題発見・問題解決活動の効率化
　① 検討手順
　② ツールを活用した解決策立案
　③ 事例研究「自動車メーカーの品質イメージ改善」
８． 自社・自業務のあるべき姿を描こう
　① 自社・自業務の見える化：SWOT分析し強味と機会を明確
　　　化
　② あるべき姿を描く：目標を設定し問題・課題を明確化
　③ 問題解決に向けた自業務の取り組み方針を決定する
まとめ

商品企画・開発、技術開発、設
計、生産技術、品質保証、製造技
術、営業部門の若手技術者

I 2 中堅・幹部技術者のための革新課題の設定と解決の勘どころ 2日
コース

定員 20

「環境変化の中で、変革の芽発見力の強
化」、「情報収集・分析をもとに革新課題を
導く手法の修得」、「効率的に問題解決を
図る手法の修得」を可能にすることを狙と
する。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

はじめに
・会社の実務を動かす中堅・幹部社員の役割
１． 中堅・幹部技術者の仕事
　① 重要な4つの仕事
　② 各部門/現場リーダーは現場の経営者の任務を負う
　③ 情報収集・分析と情報配りが人を動かす
　④ 環境変化への適応／不適応と組織の硬直化
２． 問題のタイプと積極的情報収集・分析
　① 問題の３タイプと問題発見力（気づき）
　② 環境分析（SWOT分析）による問題点の検討
　③ 事例研究：産業機器メーカーの海外品との競合対応
　　　革新課題を設定し、解決に向けた全社的取組み
３． 問題発見・解決の基本
　① 問題発見、問題解決の手順
　② 真の問題の追究
　　　ロジックツリー、フレームワークの活用

４．フレームワーを活用した事例研究
　①工程管理・・不良率低減の根本解決
　②新商品開発・・顧客に価値を届ける新ビジネスモデの創出
　③競合との優位性評価・・P/L票（損益計算書）から定量評価
　④機能分析・・VE手法を発展させた新たな商品/コスト開発
５．効率的課題解決に向けた考え方
　①基本思考
　　　ポジティブ思考、顧客価値に立ち戻る、早期アクション
　②データ採取による定量評価を基本とした革新課題への取
　　 組
　　　事例研究：車両架装メーカーの収益改善
　③課題解決の効率化
　　　事例研究：自動車メーカーの品質イメージ改善
まとめ

商品企画・開発、技術開発、設計、
生産技術、品質保証、製造技術、営
業部門の中堅社員、若手マネー
ジャー／リーダー及びその候補

I. ビジネススキル

I1. 若手技術者飛躍のための問題発見・問題解決の

勘どころ

I3. 相手の心に届くプレゼンテーション

I2. 中堅・幹部技術者のための革新課題の設定と

解決の勘どころ

I4. プレゼンテーションのための視覚表現

I5. クリティカル・シンキング－基礎編

I6. クリティカル・シンキング－応用編
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 常松　玲子　　

目白大学　教授

対象：

開催日：◆2018年8月27日（月）

(申込締切　2018年7月31日（火））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２９，１６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　 濱野　勝　　

レドリーパソコン教室

対象：

開催日：◆2018年6月7日(木)～8日(金)

(申込締切　2018年5月17日(木））

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　　新田　茂樹
(株)広島テクノプラザ

対象：

開催日：◆2018年12月3日(月)

（申込締切　2018年11月9日(金)）

人I 3 相手の心に届くプレゼンテーション 1日
コース

定員 20

人

プレゼンテーションで最も重要な要素のひとつ
「視覚的表現方法」を「デザイン＆レイアウト」と
「構成」の角度からとらえます。「名画で学ぶ構
図論」や「レイアウト構造」，「色使い」，「グラフ」
などの実習を通じて習得できます。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

＜プレゼンテーション概念とレイアウト＞
　　プレゼンテーション概念／名画で学ぶ構図論(黄金
分割と黄金点、中心線の法則、視線誘導等)／構成要
素の割付／三分の二法／ベーシックパターン(モンドリ
アンのレイアウトパターン)
＜レイアウト実習＞
　　レイアウト構造／色使い／相関配色
＜グラフ実習＞
　　効果的表現法／ダイナミック(動的)グラフ
＜フォント実習＞
　　フォント使い／メリハリ／フォントカラー
＜プレゼンテーション構成＞
　　ストーリーとコマ割／ベーシックパターン

＜プレゼンテーション制作＞
　　前日の復習と理解度確認/
　　重要点の質疑応答
＜課題制作＞
　　配布課題・資料等で
　　各自、プレゼンテーション制作
＜発表/意見交換/質疑応答等＞

投資家，顧客，上司への説明，説得
のためプレゼンテーションする機会の
ある方

I 4 プレゼンテーションのための視覚表現

　相手（聴き手）の立場になって一方通行に
ならない、相手を納得させるプレゼンテーショ
ンスキルが身につきます。
　心理学理論に基づき、当研修は自己分析
からスタートし、論理構成、具体的な資料準
備や発表スキルへと進めていきます。

プログラム
1日（9：30-16：30）

１. 自分自身の行動パターン分析
２. プレゼンテーションの基本構成
３. 論理＆内容組立のポイント
４. 資料準備のポイント
５. 視覚情報の印象効果と活用
６. 聴覚情報の印象効果と活用
７. プレゼンテーションでの基本的なビジネスマナー

プレゼンテーションスキルをより一
層向上させたい方

2日
コース

定員 15

1日
コース

定員 20クリティカル・シンキング－基礎編
－因果関係の推定，他人の評価，自分自身の省察，信念の分析－

人I 5

1日（9：30-16：30）

　本研修の目的は，人が陥りやすい思考の偏り
や先入観を自覚した上で，それを脱却して論理
的な思考方法を身に付けることにより生産的な
意思決定と解決行動ができるようになることで
す。
　正しい判断を行うために「因果関係の推定」，
「他人の評価」，「自分自身の省察」，「信念の
分析」を題材にしています。

プログラム

１　なぜクリティカル・シンキングが必要か？
　①不確実な環境，危機時に陥りやすい認知の
　　 偏り
　②クリティカル・シンキングと
　　 　　ロジカル・シンキング
２　因果関係の推定
　①原因の種類
　②因果関係を決定する規準
　③陥りやすい誤った推論
　④演習
３　他人の評価
　①内的原因と外的原因
　②原因の重要性の推論
　③陥りやすい誤った推論
　④演習

４　自分自身の省察
　①自己欺瞞，良い面と悪い面
　②認知的不協和
　③常識だと思っていることが正しいのか
　④演習
５　信念の分析
　①体験の強烈さ
　②確率判断の偏り
　③間違った信念は強化される
　④演習
６．まとめ

・情報を的確に取捨選択し，正しい判断をし
たい方
・複雑な問題・課題を前に悩むばかりで解決
に向けた取り組みが難しいと感じている方
・意思決定に自信が持てず実行に移れない
方

受講者の声

・黄金比率，モンドリアンパターンなど、写真のレイアウトの考え方が役立つ。
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師：　　新田　茂樹
(株)広島テクノプラザ

対象：

開催日：◆2019年1月21日(月)

（申込締切　2018年12月20日(木)）

クリティカル・シンキング－応用編
－メタ認知，問題解決，意思決定，２つの議論－

1日
コース

定員 20

1日（9：30-16：30）

　本研修の目的は，人が陥りやすい思考の偏り
や先入観を自覚した上で，それを脱却して論理
的な思考方法を身に付けることにより生産的な
意思決定と解決行動ができるようになることで
す。
　正しい判断を行うために基礎編をベースにし
て「メタ認知」，「問題解決」，「意思決定」，その
ための「議論」を題材にしています。

プログラム

１　基礎編の振り返り
　　因果関係の推定，他人の評価，
　　自分自身の省察，信念の分析
２　メタ認知
　①自分は何を知っているのか
　②何を学ぶべきか
　③充分理解したかを知る
　④演習
３　問題を解決する
　①問題とは何か
　②効果的な問題解決法
　③陥りやすい誤り
　④演習

4　意思決定をする
　①意思決定モデル
　②陥りやすい誤り
　③意思決定が誤りだと分かったとき
　④演習
５　２つの議論
　①議論とは何か
　②演繹的議論と帰納的議論
　③議論の誤り
　④演習
６．まとめ

・情報を的確に取捨選択し，正しい判断をし
たい方
・複雑な問題・課題を前に悩むばかりで解決
に向けた取り組みが難しいと感じている方
・意思決定に自信が持てず実行に移れない
方

人I 6
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 中川　政司　　

対象：

開催日：◆2019年1月31日（木）

(申込締切　2019年1月9日(水)）

会場： 広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

福山市ものづくり交流館（エフピコRiM） (税込） テキスト代が含まれています。

講師： 山本　紀道　　

(株)ルネサンス 代表取締役

対象：

開催日：◆2018年4月23日（月）

(申込締切　2018年4月2日(月)）

◆2018年10月30日（月）

(申込締切　2018年10月9日(火)）

10月の研修時間は10：30～17：30

入門 初級 中級 上級

J 1 ファシリテーター養成講座
－成果が出る小集団/QCサークル活動のために－

1日
コース

定員 20 人

①企業の上位の方針や目的の理解②自分の成
果、あるべき業務プロセスをに具体化③具体的に
したあるべき業務プロセスを自分でやることとして
「わくわく感や当事者意識」レベルまで納得するこ
とが「腹落ち」である。
　この「腹落ち」となるためのコミュニケーションの
営み(ファシリテーション)を理解することを目的とす
る。

プログラム
1日（9：30-16：30）

はじめに
　①自ら戦略的思考で行動，②考える組織，③ ファシ
リテーター型リーダー
1.小集団活動(TPM改善)推進手順
　(1) TPMサークルリーダー会の進め方
　(2) サークルリーダー会で困ったこと
　(3) 課長/工場長が陥りがちなこと
　(4) サークルリーダーの原理
2 .ファシリテーションスキルを用いた進め方
　 (1) 傾聴の必要性
　　 1) 傾聴とは相手を理解しようと心で聴くこと
　　 2) 話の語尾を繰り返して復唱する
　　 3) 話のキーワードを復唱する
　　4) 話を自分で整理して返す
　　5) 聞いているとき聴き手の判断や評価を与えない
　　6) ミラー効果/ミラーリング

3 .ブレーンストーミングの考え方
　(1) ブレーンストーミングとは
　(2) 4つの基本ルール
　(3) 禁句集
4.ファシリテーションの理論
　(1) ファシリテートとファシリテーター
　(2)John Deweyの教育論
　(3) リーダーシップのあり方
　(4) 集団規範の重要性
　(5)ファシリテーターの７つ道具
5.ロールプレイング演習 （1グループ5～7名）
　(1) ケース・スタディー
　(2) Ｑ＆Ａ
　(3) グループ毎報告, まとめ

業務変革をリードできるファシリ
テーター型リーダーを目指すス
タッフ
管理・監督者,およびその候補

1日（9：30-16：30）
１　優れたコーチング能力について学ぶ
２　動機付けについて学ぶ
３　コーチングスキルについて（ロールプレイング）
　①　傾聴のスキル
　②　フィードバック
　③　質問のスキル
　④　承認
　⑤　ペーシング
４　コーチング実習
　①　コーチング基本実習
　②　目標面談コーチング応用実習

製造現場の管理・監督者、間接部
門のリーダー～幹部社員

10月：

人

4月：

　講師が模範演技をし、これを参考にし
て、受講生はロールプレイングを実践し、
部下育成のやり方の実体験を通じて習得
いただく内容の研修です。

プログラム

J 2 人材育成のためのコーチング技法 1日
コース

定員 20

J. 組織開発

J2. 人材育成のためのコーチング技法

J1. ファシリテーター養成講座
- 成果が出る小集団/QCサークル活動のために -

J3. 生産性向上の基本

ツール「自工程完結」
－事務・間接部門への

適用を含む－
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広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

会場：広島テクノプラザ 受講料：１５，１２０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 川口　恭則　　

ＫＥアシスト　

対象：

開催日：◆2019年2月21日(木)

（申込締切　2019年1月30日(水)）

人

　日本の製造業の生産性は高く、トヨタ生産方式を筆
頭に世界的にも認められているが、事務・間接部門の
生産性は低く、企業としての総合力が今一つ伸びない
原因となっている。この研修では、この問題に正面から
取り組み、トヨタ自動車において開発された“自工程完
結”(JKK)と５回のなぜをベースにした合理的な問題解
決手法を学ぶことにより、合理的かつ的確な業務のす
すめ方のできるマネジメントへの脱皮の手がかりをつ
かむ。

プログラム
1日（9：30-16：30） 2日目（9：30-16：30）

１　やり直しの多い事務管理職場の仕事
　1) 一回では通らない書類
　2) 検図に頼る設計品質保証
　3) 働いた時間で評価される勤務評価
２　現在の仕事のすすめ方
　1) 忘れ去られた日本的経営管理(ＴＱＣ (ＴＱＭ))の
良
　　　さ
　　　・ＩＳＯ９００１(英国),マルコムボルドリッジ賞(米国)
　　　　は日本のＴＱＭの研究から生まれたもの
　　　・短期の結果重視、プロセス管理軽視の風潮
　　　・トップマネジメントの弱体化（長中期戦略、人材
育
　　　　成）
　2)　ＩＴ活用研究の遅れ

３　マネジメント品質の善し悪しが企業の将来を左右
す
　　る
　1) ＴＱＣ (ＴＱＭ)の復権のすすめ
　　 ・日本経営品質賞・マルコムボルドリッジ賞との対
　　　　比
　2) 自工程完結(ＪＫＫ)による各部門の仕事の品質保
　　　証
　3)　源流管理の徹底
４　自工程完結の理解
　1) 製造現場のおける自工程完結マネジメントのしく
み
　2) 事務職場における自工程完結マネジメントの理解
５　問題解決
　1）問題解決にはカタが有る
　2) 自工程完結ができる職場の問題解決は早くて正
確
　3)　５回の何故の正しいすすめ方
６　実習

企業ＴＯＰ経営者、海外・国内事業所
幹部社員・候補者、
工場管理・間接部門管理職、事務職
場の生産性向上に興味のある方

J 3 生産性向上の基本ツール「自工程完結」
－事務・間接部門への適用を含む－

1日
コース

定員 20
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会場：広島テクノプラザ 受講料：４１，０４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 土山　ゆかり　　

マンパワーグループ(株)

対象：

開催日：◆2018年5月23日(水)～25日(金)

（申込締切　2018年4月27日(金)）

◆2018年10月10日(水)～12日(金)

（申込締切　2018年9月14日(金)）

会場：広島テクノプラザ 受講料：４１，０４０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 土山　ゆかり　　

マンパワーグループ(株)

対象：

開催日：◆2018年7月4日（水）～6日（金）

(申込締切　2018年6月13日（水））

◆2018年12月12日(水)～14日(金)

(申込締切　2018年11月20日(火))

入門 初級 中級 上級

K1 Ａｃｃｅｓｓ（2016）入門
－データを一元管理して定型業務を効率化－

3日
コース

定員 15 人

人

データベース技術を学んで、様々な管理業務のデータ
を効率よく正確に管理、活用しましょう！
本研修では、マイクロソフト社のデータベースソフト「Ａｃ
ｃｅｓｓ２０１６」を用いて、データベースの概念、作成方
法、操作・活用技術を習得していただきます。既存のＡ
ｃｃｅｓｓ資産を、理解して有効活用したい方、新しくＡｃｃ
ｅｓｓの利用を検討している方にお勧めです。

プログラム
1日目（9：30-16：30） 2日目（9：30～16：30） 3日目（9：30～16：30）

１．データベース概要
２．Ａｃｃｅｓｓの基本操作
３．データベースとテーブルの作
　　成
４．クエリの作成
問題演習

５．クエリの活用１
６．フォームの作成と編集
問題演習

７．クエリの活用２
８．レポートの作成と編集
問題演習

データベースを活用し管理資料の作成，報告書の
作成をしたい方
パソコンの基本操作（文字入力・マウス操作）が可
能な方
※データベースに関する予備知識は、特に必要あ
りません。

K2 Ａｃｃｅｓｓ（2016）応用
－便利な機能を駆使して業務の質と効率を改善－

3日
コース

定員 15

より高度なデータベース技術を学び、様々な業
務データの加工・分析、作業の省力化を実現し
ましょう！
本研修は、マイクロソフト社のデータベースソフ
ト「Ａｃｃｅｓｓ２０１６」を用いて、データベースの効
果的な活用技術を学ぶ応用編です。「Ａｃｃｅｓ
ｓ」のリレーションシップ、アクションクエリ、マク
ロ（プログラミングレスで行う定型業務の自動
化）等の機能を習得していただきます。

プログラム
1日目（9：30-16：30） 2日目（9：30～16：30） 3日目（9：30～16：30）

１．データベースの設計
２．リレーションシップの作成
３．クエリの活用
　　アクションクエリ
　　データの集計
問題演習

４．フォームの作成
　　メイン・サブフォームの作
成
　　演算コントロールの活用
５．レポートの作成
　　グループ集計レポートの
　　作成
　　メイン・サブレポートの作
成

６．マクロ
７．Ａｃｃｅｓｓの便利な活用法
問題演習

データの管理・分析業務に携わる方、データの効率
的な入力・加工技術を学びたい方
※「Ａｃｃｅｓｓ-入門（２０１６）」を受講された方。又
は、同等のレベルの方
※プログラミングに関する予備知識は、特に必要あ
りません。

K. PCソフト活用

K1. Access（2016）入門
－データを一元管理して定型作業を効率化－

K2. Access（2016）応用
－便利な機能を駆使して業務の質と効率を改善－

K3. Exce（2016）l実務
－便利な関数・機能を使

いこなす一般応用編－

K4. Excel（2016）応用
－面倒な操作を自動化する

マクロＶＢＡ編－

K5. Excel（2016）マスター
－ゼロから作る マクロVBA

構築編－

全日程、パソコン演習となります。

データの持ち帰りできますので、ウイルスチェック済のＵＳＢメモリやメモリカー

ドをご持参ください。 ＝質疑応答は随時行います。＝

業務上の課題をお持ちの方は、受講申込書にご記入いただくか、休憩時間にご相談

ください。

受講者の声

・テンポ良く，分かり易く進めてもらえたので，全くの初心者でもついていけた。

全日程、パソコン演習となります。

データの持ち帰りできますので、ウイルスチェック済のＵＳＢメモリやメモリカー

ドをご持参ください。 ＝質疑応答は随時行います。＝

業務上の課題をお持ちの方は、受講申込書にご記入いただくか、休憩時間にご相談

ください。
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会場：広島テクノプラザ 受講料：２９，１６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 土山　ゆかり　　

マンパワーグループ(株)

対象：

開催日 ◆2018年6月13日（水）～14日（木）

（申込締切　2018年5月23日（水））

◆2018年11月7日（水）～8日（木）

（申込締切　2018年10月17日（水））

会場：広島テクノプラザ 受講料：２９，１６０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 土山　ゆかり　　

マンパワーグループ(株)

対象：

開催日 ◆2018年8月29日(水)～30日(木)

（申込締切　2018年8月2日(木)）

◆2019年2月6日(水)～7日(木)

（申込締切　2019年1月16日(水)）

会場：広島テクノプラザ 受講料：１７，２８０円

(税込） テキスト代が含まれています。

講師： 土山　ゆかり　　

マンパワーグループ(株)

対象：

開催日 ◆2018年9月12日(水)

（申込締切　2018年8月22日(水)）

◆2019年3月6日(水)

（申込締切　2019年2月13日(水)）

人K3 Ｅｘｃｅｌ（2016）実務
－便利な関数・機能を使いこなす一般応用編－

2日
コース

定員 15

表計算ソフト「Ｅｘｃｅｌ」を、業務に合わせ十分に
使いこなすための応用研修です。
高度で効率的な機能を使いこなせるよう、応用
的な作業例を用いて、便利な関数、表・
グラフ作成、効率的な集計処理・自動化などの
マクロ機能を習得していただきます。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

１．関数の利用
　　（ROUND、RANK、IF、IFのネスト、
　　　VLOOKUP他）
２．表作成の応用
　　(条件付き書式、ユーザー定義、
　　　入力規則他）
３．グラフの活用
　　（複合グラフ、
　　　補助縦棒グラフ付き円グラフ他）

４．グラフィックの利用
　　（SmartArtグラフィック、図形他）
５．データベースの活用
　　（集計、テーブル変換他）
６．ピボットテーブル／グラフの作成
７．マクロの作成
　　（マクロ作成、実行、削除）
８．便利な機能
　　（ブック間の集計、クイック分析、諸設定他）

管理資料の作成、報告書の作成など計算を伴う業
務にかかわる方。「Ｅｘｃｅｌ」の基本操作（ΣオートＳ
ＵＭ機能の利用程度）が可能な方
※マクロ、プログラミングに関する予備知識は、特
に必要ありません。

K4 Ｅｘｃｅｌ（2016）応用
－面倒な操作を自動化するマクロＶＢＡ編－

2日
コース

定員 15 人

Eｘｃｅｌの基本機能をマスターされた方を対象
に、マクロやプログラミング言語「ＶＢＡ」を習得
して頂きます。定期的に何度も繰り返し行う操
作や、チェック作業、データの振り分けなどをマ
クロで自動化することで、日常業務をさらに効
率よく行う技術が身に付きます。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

１．マクロ／ＶＢＡの基礎知識
２．マクロの作成
３．マクロの編集
４．デバッグ
５．モジュールとプロシージャ

６．変数と制御構造
７．販売管理プログラムの作成
８．サンプルプログラムの解説
９．総合演習

管理資料の作成、報告書の作成など計算を伴う業
務にかかわる方
※「Ｅｘｃｅｌ」の基礎レベルが習得済みの方
※マクロ、プログラミングに関する予備知識は、特
に必要ありません。

管理資料の作成、報告書の作成など計算
を伴う業務にかかわる方
※「Ｅｘｃｅｌ実務活用」受講済みの方
※ご自身でマクロの開発を行いたいが、
　　処理フローや変数設定などに不安の
　　ある方

K5 Ｅｘｃｅｌ（2016）マスター
－ゼロから作るマクロＶＢＡ構築編－

1日
コース

定員 15 人

Eｘｃｅｌのマクロやプログラミング言語「ＶＢＡ」の
基本操作をマスターされた方を対象に、具体的
な処理フロー（手順）の作成や、変数の設定方
法など、プログラミングの技術を習得して頂きま
す。「マクロを習ったが、自分で作ろうとするとう
まくいかない」そんな悩みを解決する講座です。

プログラム
1日目（9：30-16：30） ２日目（9：30-16：30）

１．条件判定・繰り返し処理の復習
２．セルの操作
３．ブック・シートの操作
４．演習

全日程、パソコン演習となります。

データの持ち帰りできますので、ウイルスチェック済のＵＳＢメモリ

やメモリカードをご持参ください。 ＝質疑応答は随時行います。＝

業務上の課題をお持ちの方は、受講申込書にご記入いただくか、

休憩時間にご相談ください。

可能な範囲でサンプルプログラムを作成、演習課題の題材にすること

で、実務でご利用いただけます。

受講者の声

・VBA独特の表記に対する苦手意識を和らげてくれる内容で，分かりやすかったです。

全日程、パソコン演習となります。

データの持ち帰りできますので、ウイルスチェック済のＵＳＢメモリやメモリカー

ドをご持参ください。 ＝質疑応答は随時行います。＝

業務上の課題をお持ちの方は、受講申込書にご記入いただくか、休憩時間にご相談

ください。

全日程、パソコン演習となります。

データの持ち帰りできますので、ウイルスチェック済のＵＳＢメモリ

やメモリカードをご持参ください。 ＝質疑応答は随時行います。＝

業務上の課題をお持ちの方は、受講申込書にご記入いただくか、

休憩時間にご相談ください。

可能な範囲でサンプルプログラムを作成、演習課題の題材にすること

で、実務でご利用いただけます。
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● 広島テクノプラザ研修施設

● 研修助成金制度の紹介

当社の研修を受講すると、次の補助金の助成を受けることもできます。

◆ 「東広島市ものづくり技術高度化研修事業」（東広島市）

◆ 「福山市経営力強化人材育成事業補助金」（福山市）

● 宿泊ガイド

宿泊室がありますのでご利用ください。

研修を受講される方には、宿泊料金の割引特典があります。

◆ 宿泊施設： 広島テクノプラザ（東広島市鏡山三丁目13-26）

シングルルームのみ（詳しくはホームページをご参照ください）

◆ 宿泊料金： Ｓ1（13.1㎡） 24室 ：通常料金 1泊 4,320円→【 1泊 3,240円】

Ｓ2（19.7㎡）  3室 ：通常料金 1泊 5,400円→【 1泊 4,320円】

◆ 手 　　 続： ホームページの『研修申込フォーム』に宿泊希望日・部屋タイプをご記入ください。

「受講申込書」でお申込みの場合には，当該申込書に宿泊希望日・部屋タイプをご記入ください。

注意 ： 電話，インターネット宿泊サイトからの申込みは割引対象外とします。

割引特典の適用は，研修当日及びその前日です。

パソコン：15台＋講師用1台

レストラン ニューテクノ 営業時間・・・・11：00～15：00（ランチ）

℡：082-424-2400 定休日・・・・土曜・日曜・祝祭日・8月13日～16日・12月29日～１月4日
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受 講 申 込 書 
株式会社 広島テクノプラザ 行                           年  月  日申込               

          E-mail： kensyu-m(at)h-techno.co.jp  (at)を＠に変換し、添付ファイルにてお送りください。 

          FAX ： 082-420-0501 

１ 受付終了後、広島テクノプラザから申込責任者に《研修受講受付確認票》を送付します。  

２ 受講料の支払：研修初日に請求書をお渡ししますので、当社指定口座にお振込ください。 

３ キャンセルの場合：申込締切日までにご連絡ください。 

              キャンセル料（研修開始日を基点とした営業日で示し、受講料に対する％で示す） 

              ▲20％【申込締切日翌日～8日前】   ▲100％【7日前～開始日、あるいは連絡が無かった場合】 

！ 開催中止の場合があります。 

 開催最小人数を下回るなど止むを得ず中止する場合《開催中止決定連絡》を申込責任者に送付します。 

研修コース 
 
 

開催日：    年  月  日( )～  日（ ） 

会 社 名  

所 在 地 
〒 
 

TEL：  

FAX：  

(フリガナ) 

申込責任者 

(           ) 

 
所 属： 

役職名： 

E-mail（必ずご記入ください） ： 

  今後、研修案内のメール配信を希望 □する  □しない 

 

(フリガナ) 

受講者名 
所      属 役  職  名 

※1 

宿泊希望日・部屋タイプをご

記入ください 

※2 
夕食弁当
希望日に
○を記入 

(       ) 

 

  
Ｓ1 ・ Ｓ2 

(    泊) 

月   日  

月   日  

E-mail  月   日  

今後、研修案内のメール配信を希望 □する  □しない 月   日  

(       ) 

 

  
Ｓ1 ・ Ｓ2 

(    泊) 

月   日  

月   日  

E-mail  月   日  

今後、研修案内のメール配信を希望 □する  □しない 月   日  

(       ) 

 

  
Ｓ1 ・ Ｓ2 

(    泊) 

月   日  

月   日  

E-mail  月   日  

今後、研修案内のメール配信を希望 □する  □しない 月   日  

(       ) 

 

  
Ｓ1 ・ Ｓ2 

(    泊) 

月   日  

月   日  

E-mail  月   日  

今後、研修案内のメール配信を希望  □する □しない 月   日  

 

※１ 研修を受講される方で広島テクノプラザの宿泊室をご利用の場合には、宿泊料金の割引特典があります。 

     割引特典の適用は、研修当日及びその前日です。 

・Ｓ１（ シングル 13.1㎡） 通常料金  1泊 4,320円 → 1泊 3,240円 （24室） 

・Ｓ２（ シングル 19.1㎡） 通常料金  1泊 5,400円 → 1泊 4,320円 （ 3室） 

！ 電話およびインターネット宿泊サイトからの申込は、割引対象外とします。 

※２ １個800円 

支払いは現金でお願いします。 

夕食弁当の食事時間は18時～20時

です。 

！ 土日祝日の注文はできません。 

 

ＨＴＰ 
使用欄 

受付簿 D.B. 宿泊 夕食 確認票 ＣＸＬ  
       

変 更        



広島テクノプラザ　ものづくり人材育成研修　総合ガイド

● 広島テクノプラザ研修講師一覧 50音順/敬称略

網本　徳茂　 江原　隆一郎　

石井　明弘　 大庭　敏之

石川　正臣　 勝田　日出男

泉　 旦 茂 角　和宏

稲葉　敦 川口　恭則

井上　勝雄 喜多　秀紀

宇山　晃生 草川　紀久
高分子環境情報研究所　所長
三菱レイヨン（株）に約20年、デュポン・ジャパン
（株）に約10年勤務し、プラスチック材料の開発
研究・市場開発に従事したあと、高分子環境情
報研究所を主宰し現在に至る。著書：「よくわか
るプラスチックリサイクル」草川紀久著（工業調
査会、㈱ジービー）、「自動車と高分子材料」草
川紀久監修（シーエムシー出版） その他プラス
チックに関する著書多数。

ライト電業(株)広島支店
システムエンジニア

マツダ(株)　電子開発部　電子実研グループ。
自動車メーカーにて約30年EMC業務に従事し，
ほぼ総ての車種の開発を経験してきました。
ここで得られた知見を、電装部品メーカーでの
開発に役立て頂き，電装品メーカーと自動車
メーカーのWin-Winの関係強化を図りたいと考
えています。

ＱＣ上級指導士。
自動車メーカーで、生産技術、生産企画、品質
保証などに関わり、全社の品質管理教育を多
数実践。社外では、（一財）日本規格協会広島
支部の講師会メンバーとして多数のセミナー講
師を担当。また、（一財）日本科学技術連盟の
QCサークル本部では長年にわたり、本部認定
指導員及び「QCサークル」誌の編集委員を歴
任。

工学博士
計測器メーカでは振動・騒音計測関連の測定
技術の研究、並びに測定に関する教育に従
事。現在、関西大学非常勤講師。主な著書（共
著）：「モーダル解析入門」(オーム社1987.10)
「機械騒音ハンドブック」(産業図書1991.10)「騒
音レベル測定マニュアル」((社)日本環境測定
分析協会1998.12)他

福岡大学材料技術研究所　工学博士
九州工業大学、コネテイカツト州立大学、香川大
学、広島工業大学、三菱重工業(株)において約50
年にわたり構造材料の疲労、環境脆性および耐
食材料の開発に関する研究に従事。基礎のみな
らず現場での問題に詳しい。論文、解説記事、著
書(分担執筆)など多数。日本機会学会フェロー、
腐食防食学会名誉会員。

マツダ(株)CSR・環境部　主幹,　Ph.D.
マツダ(株)にて、技術研究・商品戦略企画・
経営企画等に従事したのち、現在は、CSR
全般/社会貢献、および、それに関する社内
外啓発等について、戦略策定と実行に従
事。
東京大学大学院（修士）、英エジンバラ大学
大学院（M.Phil.）、広島大学大学院（Ph.D.）

工場経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞFOUNTAIN 代表
自動車メーカーで、鋳造工程から総組立工程
までの全ての生産現場、さらに外注会社の生
産現場の改善指導あたった経歴を持つ。現在
は海外企業の技術指導を行うとともに、独立行
政法人から中小企業の経営支援を委嘱され、
１０年近く指導支援を行っている。

大庭塾　代表
自動車メーカー（日産自動車材料技術部）で、
樹脂部品の開発、リサイクル等環境問題、品
質問題を担当。退職後は，2014年に高分子学
会などで基調講演、IPFなど展示会で企画、講
演等多数。執筆もプラスチックエージ、Polyfile、
化学経済、工業材料など。

コンサルタント
(1) マツダ(株)知的財産部で発明発掘と出願実務，技
術研究所で研究マネジメントと発明発掘活動に従事。
自動車の構造技術，材料技術，エレクトロニクス技術
まで広く担当。マツダが誇るロータリーエンジンの主
要技術を多数特許化した。
(2)科学技術庁傘下の中国科学技術情報研究会の会
長職を歴任。
(3)現在は，個人・企業の知的財産マネジメントのコン
サルタントをしている。

ＫＥアシスト
　トヨタ自動車(株)生産技術、生産調査室、元
町工場、トヨタ海外出向者育成部門ＧＰＣ主査
としてグローバル人材育成制度構築、出向者・
現地人管理監督者指導，国内中堅精密機械
メーカー転籍　品質管理部長・工場長歴任。
中部産業連盟上席主任コンサルタントとして国
内企業,メキシコ自動車部品メーカー等多数指
導。

喜多設計研究所　代表
自動車メーカーで設計・開発管理・技術者教育
を歴任。機械・電機・化学など多種・多数の
製造企業から委託を受け、技術研修講師・実
務課題のコンサルティングなどの豊富な経験を
積んでいます。広島テクノプラザの研修では、
全国から受講の申込みがあります。

広島国際大学 教授 博士（工学）
（心理科学部　大学院感性デザイン学専攻/コ
ミュニケーション心理学科）・三菱電機(株)デザ
イン研究所インタフェースデザイン部長を経て
現職。・著書：インタフェースデザインの教科書
（丸善出版）ほか多数。・セミナー/講演会/研
修：わくわく感のための商品企画とインタフェー
スデザイン（東京）ほか多数。

工学院大学　教授　工学博士
 1981年東京大学化学工学博士課程修了。同
年、公害資源研究所（現・産業技術総合研究
所）入所。1984年より米国商務省標準局火災
研究所、1989年よりオーストリア国際応用シス
テム研究所、客員研究員。2001年より産業技
術総合研究所ライフサイクルアセスメント研究
センター長。また、2005年より東京大学人工物
工学研究センター教授。2009年４月より現職。
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栗山　琢次 菅崎　英雄

佐々木　圭太 住田　千鶴子

佐野　潔　 清野　聡

城迫　勝則 土山　ゆかり

白石 秀樹 常松　玲子

下脇 一晴　 中川　政司

新宅　武昭　 中塚　博

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター
京都大学電気工学科卒業後，大手家電メー
カーにて低周波、高周波、電力増幅、電源、送
受信機など全般にわたりアナログ回路、デジタ
ル回路の設計に携わる。さらに、ＥＭＣ対策、
デジタル放送など最先端技術の導入、技術者
教育に従事。現在は、広島テクノプラザのＥＭ
Ｃセンターで、多くの企業へ技術指導を行って
いる。

ｽﾐﾀ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｾﾝﾀｰ&ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
 ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
元労働省管轄海外職業訓練協（OVTA）国際ア
ドバイサー
グローバル人材育成センターアドバイザー
日･タイ･英 　国際会議通訳/翻訳家
クロス･カルチャー･マネージメント社講師
在タイ日系企業コンサルタント

(株)広島テクノプラザ　ＥＭＣセンター
芝浦工業大学工学部通信工学科卒業後，大手家
電メーカーにてアナログ回路設計、デジタル回路
設計，ソフトウエア開発に携わり、様々な電化製品
の商品開発を経験する。また，海外設計会社に
て，現地技術者への技術指導を行う。定年退職後
には，設計会社にて回路設計，ソフトウエア開発
に携わる。現在は、広島テクノプラザのＥＭＣセン
ターで、多くの企業へ技術指導を行っている。

大阪電気通信大学客員研究員　工学博士
家電メーカー（パナソニック㈱）でエアコン関連
の低騒音化および高効率化のための要素技
術開発に従事。
ブリュエル・ケアー・ジャパン講師、東京都立産
業技術センター講師、パナソニック（株）
技術研修講師、騒音・振動コンサルタント業務
等の豊富な経験を持つ。

岡山理科大学経営学部教授　博士（マネジメン
ト）
自動車メーカーにおいて商品企画、市場戦略
企画などの業務に従事したのち、岡山理科大
学教授に就任。
研究課題は、製造業における価値共創マーケ
ティングの適用。
広島大学で博士号取得。

 自動車部品会社で営業、部品設計、３ヶ国（日
本，タイ，中国）の工場で生産工程管理、
5S/TPM活動での業務改善、工場営業、職長
など管理監督者の人材育成をおこなってきた。
 ひろしま産業振興機構イノベーションインストラ
クター 「企業改善指導」ひろしま農業経営者学
校 講師 「生産工程管理」、広島県農林水産局
ビジネスブレイン 「農場5S指導」,広島大学大学
院 客員講師　「アジアビジネス事情」

(有)ＰＭＣ経営研究所　専任講師　中小企業診
断士
自動車メーカーで、購買取引先工程改善、人
材育成支援に取り組む。その後、地域中小企
業に対して経営診断、ものづくり改善、ISO認
証、人材育成（原価改善、生産管理、IE）支援
に携わる｡　中小企業診断士として「IEマン養成
講座」、「生産管理セミナー」講師もするなど活
躍中。

(株)広島テクノプラザ　常務取締役
　自動車メーカーで材料技術開発の実務・マ
ネージメント、技術研究所の研究企画、車両安
全技術の戦略策定に従事。また、国の産業ク
ラスター計画推進に参画。東京工業大学およ
び広島大学非常勤講師の経験あり。現在、広
島テクノプラザで技術領域の事業統括。大阪
大学理学部化学科卒、山口大学大学院技術
経営修士（専門職）。自動車技術会フェロー。

(有)品質経営 代表取締役　シニアコンサルタン
ト
自動車メーカーの関連会社において“ＫＫＤ”の
製品つくりを、トップダウンで革新的な“しくみ”
再構築・運用し、その後中小企業向けに”トップ
ダウンの新製品開発のしくみ”としてコンサル
ティングを通じて中小企業に展開している。

目白大学 　教授
専門：キャリア教育。著書：「キャリアデザインへ
の挑戦」（共著）経営書院他。資格：経団連キャ
リア・アドバイザー、パフォーマンスカウンセ
ラー、他。セミナー／講演会／研修プレゼン
テーション、コミュニケーション、キャリアデザイ
ン、就職支援関連、新入社員、女性再就職、ビ
ジネス・医療マナー、資格取得関連　他

マンパワーグループ株式会社
コンピュータメーカーのシステムエンジニアとし
て、顧客・販売会社を対象とした技術支援・技
術教育業務、基幹業務パッケージソフトの拡販
業務に従事。現在は、企業・官公庁向けパソコ
ン研修・コンプライアンス研修、各種教育機関
における情報処理技術講座、職業訓練校での
キャリア育成教育を行っている。

一級機械製図技能士・機械科職業訓練指導員
自動車メーカーで、設計業務を長年担当。また、
機械製図について、技術者教育を担当。
マツダ株式会社　社員研修「機械製図」講師。

(有)ＰＭＣ経営研究所　代表取締役
人事院式監督者研修指導者登録№c-5382
号。大手企業の製造部門で、現場職長や自動
化省力化装置開発設計、関係会社の再建・管
理監督者教育に取り組む。品質管理日本代表
FＱＣＴ海外派遣団員，全銀協会の財務検定指
導委員､広島産業振興機構の企業アドバイ
ザーを歴任。科学技術庁長官表彰受賞（創意
工夫改善）。

(有)コスモデザイン
 長年、医療機器用無線通信ユニット、スイッチン
グ電源、モーター駆動回路の回路設計、プリント
基板実装設計、量産まで電子制御ボード開発の
現場業務を経験してきました。
本講座を通じ、現場で困ったときすぐに役立つ情
報、ノウハウをお伝えできたらたいへん光栄です。
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中西　邦治 三根生　晋

新田　茂樹 村上　哲朗

延岡 健太郎 森　匡輝

濱野　勝 山口　統平

日野　実 山下　肇

平見　尚隆 山田　卓

佛圓　哲朗 山田　洋史

村上設計研究所
自動車メーカーで、設計、開発、VE推進を歴
任。自動車情報事典（大車林、三栄書房）共同
執筆。中国一円および東京の企業にﾓﾉ造り＆
VE指導、大学で技術系講師

(株)広島テクノプラザ
　造船会社で船体設計，自動車メーカで基本設計
/商品の安全技術・環境技術のコーポレート戦略
策定に従事。日本中型造船工業会委員，日本自
動車工業会委員，自動車技術会関西支部委員を
歴任。R&DManagement学会,SAE,日本行動計量
学会に所属し，技術経営，環境管理の講演・論文
多数。著書（翻訳）「人生の行き先を知らなければ
行くべきところには行けない(D. P. Campbell)」

広島工業大学　教授　博士（工学）
川崎重工業にて航空機関連の材料研究に従
事し、その後岡山県工業技術センターに24年
間勤務。金属材料に関する地域企業の技術的
な支援やものづくりに直結した研究を行い、現
在、広島工業大学にて材料力学講座を担当。
金属材料の高機能化に関する研究論文、解説
論文、著書　など約250編。金属関連の多数の
学協会の役員を歴任。

マツダ(株)　技術研究所　アシスタント・マネジャー
長崎大学大学院 （博士前期課程）修了後、セラ
ミックメーカでシックスシグマを活用した製品開発
業務を経て現在に至る。金属および無機材料の
分析業務に従事。現在は、材料の微細構造を分
析するために大型放射光施設での分析実験、後
進の育成に取り組んでいる。

マツダ(株)　品質保証部　主幹,　Ph.D.
シックスシグマ・マスターブラックベルトとして全社品質
革新活動を推進、ブラックベルトやグリーンベルトを多
数養成。QFD、TRIZ、品質工学を活用したプロジェクト
を指導。現在は材料分析の視点から品質開発活動に
従事。東京工業大学大学院修士、米イリノイ大学大
学院博士。PMP(Project Management Professional)
(2005～2008年)。JQA(日本経営品質賞)認定セルフ
アセッサー(2006～2008年)。品質工学会会員。

　香川大学自然生命科学系教授　（MIT　Ph.D）
自動車メーカーにおいて振動騒音解析技術、車両
制御技術、衝突防止技術、
電動化技術、次世代商品の企画などに従事した
のち、香川大学教授に就任。
研究課題は、デザイン思考に基づく商品の「統合
的価値＝機能的価値＋意味的価値」の最大化。
マサチューセッツ工科大学（MIT）で博士号（Ph.D）
取得。

コンサルタント
自動車ﾒｰｶｰ、部品ﾒｰｶｰ、総合商社にて生産
技術、海外進出計画、現地会社運営、営業支
援に従事した。その後、中小企業基盤整備機
構アドバイザ、技術翻訳業務を経験。
語学スキル領域では、TEP（科学・工業英語検
定試験）１級、通訳案内士試験（英語）、実用英
語検定試験１級のほか、独語技能検定試験２
級など。

㈱ワールドテック 技術部長

載用電子機器の設計、設計プロセス管理などに従
事。

門にて技術支援および新製品実現のプロジェクトマネ
ジメントの支援。

る DRBFM による設計品質向上入門｣ を共著(2013年
日刊工業新聞社)。

アドバン・コンサルティング合同会社 代表
自動車メーカーで技術開発に携わり、いくつか
の世界初技術の開発。新商品開発や世界の
環境安全法規対応などの分野で部長職を担
う。さらに全社の商品開発プロセス革新に取り
組む。退職後は３年間米国の大手自動車メー
カーで、テクニカルアドバイザーとして業務革新
を指導。現在は(独)中小機構 中国本部で、中
小企業の新事業を支援中。

広島大学　特任教授　（ケンブリッジ大学　Ph.D）
　早稲田大学大学院（理工学部）修了後，日米自
動車メーカーにて研究開発・企画業務に従事。海
外での業務歴10年超（アメリカ/イギリス/ドイツ）。
メキシコにおいては，現地法人のマネジメントも経
験。ケンブリッジ英語検定プロフィシエンシーレベ
ル（CPE），スペイン語検定試験（DELE）B1，CFP,
中小企業診断士。著書「企業で必要な英語コミュ
ニケーション力を身につける」（ベレ出版）。

コンサルタント
日・米の自動車会社・コンポーネント製造会社
勤務中に設計・企画・製造・品質・営業支援と
広範な実務経験を持つ、駐米歴１３年。技術領
域（機械工学）を背景として、英語力を武器に
欧・米・アジアの各社と多彩な実務を経験。工
業英語については早稲田大学の特別セミ
ナー、科学工業英語（篠田義明氏）を受講して
TEP2級を取得。実用英語TOEIC:925

CUBIS Project代表，弁理士
　シャープ株式会社にて、音響機器、液晶ＴＶ、スマート
フォン等の商品開発、要素技術開発に従事する傍ら弁理
士試験に合格。その後、知的財産部門に異動し、知的財
産の取得活用及び技術者、新入社員向けの知財研修等
を担当。 現在は、広島市内の特許事務所にて企業・大学
等の特許出願、権利化業務に従事している。また、中小・
ベンチャー企業を対象とした知財コンサルティングや、知
財初級者に知財の有用性、活用方法をわかりやすく解説
する研修・セミナーに注力している。

レドリーパソコン教室
広告代理店で長くアートディレクターを務めた
あと、フリーランスとして首都圏で活動。その
後、外資系ソフトウェアメーカーで営業戦略(セ
ミナー開発、テキスト開発)を担当。広島帰郷
後、デジタルイメージングに特化した講座を中
心に展開。広島経済大学メディア情報学科非
常勤講師(DTP/デザインレイアウト)、NHK文化
センター広島教室講師を歴任。

一橋大学イノベーション研究センター長　教授
大阪大学工学部卒業後，マツダ(株)にて商品企画業務に
従事。MITスローン経営大学院Ph.D.（経営学）ならびに神
戸大学　博士（経営学）取得。神戸大学教授，一橋大学イ
ノベーション研究センター長　教授を歴任。研究領域は，
国際企業の技術・商品開発における戦略と組織。著書
は，『価値づくり経営の論理』（2011年），『MOT（技術経
営）入門』（2006年），『製品開発の知識』（2002年）など多
数。 Academy of Management Meeting, Best Paper賞，日
経・経済図書文化賞など国内外で受賞。
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山本　紀道 吉田　利兵衛
㈱ルネサンス　代表取締役　 社会保険労務士,
中小企業大学校講師，中小企業基盤整備機
構/東京商工会議所/広島商工会議所/広島県
/広島市等の経営支援アドバイザー。200社を
超える大手・中堅・中小企業の人事コンサル
ティング実績。シンプルでわかりやすく、その実
効性は定評があり、また、コーチングを使った
経営教育は、即現場で実践できるので、講師と
して高い評価を得ている。

YMR吉田経営研究所　所長
自動車メーカーの設計開発部門で約30年間、
商品力・性能改善研究、コスト開発、品質改善
等の開発課題解決に取り組む。1999年、経営
コンサル業を起業し、製造業を主に、新商品開
発・新規事業展開、収益改善（問題発見・問題
解決、生産性改善）等を支援。100社余の改善
支援実績を有す。
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● 研修会場のご案内

〒739-0046
広島県東広島市鏡山三丁目13番26号
電話　082（420）0500　

【 電車・新幹線でお越しのお客様へ 】
・山陽本線

JR西条駅で下車 ⇒ バス 7番のりば

 ⇒ JRバス 西条線 

「水源地前」バス停で下車

（広島国際大学、広・呉駅方面行き）

・山陽新幹線

JR東広島駅で下車

 ⇒ タクシーで約10分

【 車でお越しのお客様へ 】
・山陽自動車道　西条ICから車で約15分

無料駐車場有り　120台収容可

〒730-0015
広島市中区橋本町5-11
電話　082（263）8600

【 電車・新幹線でお越しのお客様へ 】
・JR広島駅南口より徒歩約10分

・広島銀山町電停より徒歩約5分

【 車でお越しのお客様へ 】
・有料駐車場有（2Ｆ～5Ｆ自走式、高さ2ｍ） 

  会議室ご利用の方は駐車場割引有

・EV充電器設置（5F駐車場）※有料

・駐輪場有※有料

〒720-0067 　
福山市西町1-1-1 エフピコRiM7F
電話　084（923）1191

【 電車・新幹線でお越しのお客様へ 】
・山陽新幹線・山陽本線・福塩線

 ⇒  福山駅から徒歩5分

【 車でお越しのお客様へ 】
・山陽自動車道 福山東I.C.から20分

・有料駐車場有り

第1・第2・第3駐車場 総収容台数1,200台

車いす対応 13台（第一駐車場）

東広島会場 広島テクノプラザ

交通案内

広島会場 RCC文化センター

福山会場 福山ものづくり交流館（エフピコRiM７F）予定

交通案内

交通案内

RCC文化ｾﾝﾀｰ
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問合せ先

株式会社　広島テクノプラザ

研修部：新田，平谷

電話　082（420）0500　
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