
講義 機器紹介

令和３年度京都市産業技術研究所　技術開発・プロセス管理研修

ICP質量分析装置ICP質量分析装置
機器活用セミナ－機器活用セミナ－

　（地独）京都市産業技術研究所では，中小企業が独自で保有することが困難な最先端の分析・測定機器を
設置し，企業からの依頼試験・分析などに活用しています。この度，京都市産業技術研究所を利用する多
くの企業の皆様に，「どのような機器があるのか」，「どのように活用するのか」を理解していただくため，「機
器活用セミナー」を開催します。
　本セミナーでは，初めて機器を使用される方から経験者まで幅広い方を対象に，講義および弊所保有機
器の紹介をWeb形式で行います。材料や製品に含まれる微量金属成分の測定にフォーカスして，「ICP質
量分析装置」を取り上げます。この装置により得られる測定結果は，材料や製品の開発，製造プロセスの
改善，品質向上に寄与することができます。

13：30～15：00 15：15～16：00
令和４年 ２月４日（金）

講義 機器紹介

13：30～15：00

「ICP質量分析法を用いた測定事例」
　１．定性分析，定量分析
　２．ナノ粒子粒径計測
　３．他の装置との連携計測
　　（価数分離，レーザーアブレーションなど）

「ICP質量分析法の基礎」
講師：アジレント・テクノロジー株式会社

　　　分光分析営業部門　
プロダクトスペシャリスト 村上　成紀　氏

「ICP質量分析装置Agilent 7900
の測定事例紹介」

講師：(地独)京都市産業技術研究所
　　　 金属系チーム 南　　秀明

講師：アジレント・テクノロジー株式会社
　　　分光分析営業部門　

アプリケーションエンジニア 尾形　洋昭　氏

日　　時日　　時

無料受 講 料受 講 料

主催主催／（地独（地独）京都市産業技術研究所京都市産業技術研究所
　　　　　　　　担当：　　　　　　　　担当：金属系チーム金属系チーム

共催／共催／京都先端技術研究会，京都ものづくり協力会京都先端技術研究会，京都ものづくり協力会

15：15～16：00

Zoomを用いたオンライン開催開催形式開催形式

オンライン：30名定　　員定　　員
（先着順，定員になり次第締め切ります。）

（質疑応答を含む）

（質疑応答を含む）

ICP質量分析装置は，令和2年度(公財）JKA機械
振興補助事業により導入・設置しました。

ICP質量分析装置を用いた微量金属成分の測定による，使用部材の
清浄度や安全性の評価法などの測定事例を紹介します。



※注意事項
･ 動画視聴，インターネット環境をご確認ください。セキュリティの設定や動作環境によってはご視聴いただけない場合がございます。

また，スピーカーなどのパソコン等の設定方法につきましては，システム，OSごとに異なりますので，事前にご確認をお願いします。

下記ホームページ内にある「テストミーティングに参加するには」などを事前にご確認いただいたうえで，お申し込みください。

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/115002262083（令和３年10月29日参照）

・申し込みされた方に，視聴用の招待URL等をメールにてご連絡申し上げます。セミナー開催日時に，視聴サイトにログインしてい

ただき，ご視聴ください。

　《注意》申し込みされた方の確認のため，Zoom接続時には必ず申込み時の接続時の名前をご使用ください。また，本セミナーは，ウェ

　　　 ビナー機能を利用しませんので，接続時の名前がZoom上に表示されます。あらかじめご了承ください。

・本セミナーで使用される資料や配信動画は著作物であり，録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止します。

・時間の都合上，セミナー当日はすべてのご質問に回答できない場合がございます。あらかじめご了承ください。内容に関する事で

質問事項がございましたら，事前に参加申込書のご質問，ご意見欄にご記入ください。

● 参加希望の⽅は，下記申込書にご記⼊の上，下記メールアドレス宛にお申込みください。
  ※申込書は当研究所のホームページ（http://tc-kyoto.or.jp/）からもダウンロードできます。
● １台の端末（１回線）で複数⼈受講される場合は，代表者の⽅がお申込みください。
● セミナーはZoomを⽤いたオンライン開催です。下記注意事項をよくお読みいただき，ご参加ください。

貴社・団体名

ご 住 所

〒

TEL FAX

E-mail

ふりがな

氏 名

ご質問，ご意見等

接続時の名前

申込⽅法

Ｅメール kikiseminar@tc-kyoto.or.jp

「ICP質量分析装置機器活用セミナー」参加申込書
令和４年
２月２日（水）

地方独立行政法人京都市産業技術研究所 担当：金属系チーム TEL.075-326-6100（代）お問合せ

所　　　　属
１台の端末で複数ご視聴

される場合のみ，人数を

ご記入ください。

今後，当研究所からの講習会や研修，催し物のご案内の送付

を希望される場合は，「希望」に○を付けてください。
希望（　　　），　不要（　　　　）

申込締切

■ご記入いただいた個人情報につきましては，京都市個人情報補助条例を遵守し，適切な運用を行います。

　また，本セミナー講師の方と情報を共有いたします。

人
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