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参加費無料

大学等研究交流サロン

レジリエント(※)な
　建築構造と新しい付加価値を持った
　　　　　構造システムの提案
～耐震安全性の限界とこれからの構造安全性を考える～

無料相談開催中 ( 要予約）発明（第４火曜日）技術（毎週金曜日）海外進出（随時）

◆ 日 時

場 所◆

項　　　　　目 内　　　　　容

EMCとは EMCに関する計測量、電磁波の性質と特性インピーダンス、ノイズの種類・伝搬

ノーマルモードノイズとコモンモード
ノイズ

ノーマルモードノイズ・コモンモードノイズの発生とその大きさ・モード変換

クロックパルスの周波数スペクトラ
ム

矩形波・台形波のスペクトラムの計算値と実測値、DUTYを変えたときのスペクトラムの大きさ、スペクトラムレベル
を下げる方法

デジタル回路から発生するノイズと
その対策

デジタル回路から発生するノイズ、電源ライン(パターン)への対策、GNDに対数する対策、パスコンの効果

ノイズ低減実習 ダンピング抵抗による効果、パスコンの最適値を決める、コモンモードノイズの測定

プリント基板とパターンの特性イン
ピーダンス

プリント基板の構造、プリントパターンの特性インピーダンス、インピーダンスマッチング、回路の高速化に向けての
対策

プリント基板を接続するケーブル ケーブルの種類とノイズに対する効果、同軸ケーブルの構造、特性インピーダンスの使い方

ノイズ対策部品の使い方 フェライトコアの特性と最適な使い方、EMIフィルターの使い方、電源ラインフィルターの特性

シールドの効果
シールド材料と電磁波の性質の関係、シールドの等価的表現、筐体からの電磁放射、電子機器の筐体のシールド
対策

コモンモード測定実習
プリント基板に蓄積されるコモンモードノイズの大きさの測定、プリント基板を接続するケーブルを流れるコモンモー
ドノイズの測定、インピーダンスマッチングとコモンモードノイズの大きさ

平成25年2月28日(木)～3月1日(金)

あけましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になりました。
今年もよろしくお願いいたします。

ノイズ対策技術セミナー

講　師 東京理科大学　
　　　伊藤 拓海先生

　EMCに関する計測量、コモンモードノイズとノーマルモードノイズなどの発生原因とその低減について習得できます。
また、ディジタル回路の実習基板を使った測定を通して、発生するコモンモードノイズの低減方法について、体験しな
がら理解を深めることができます。

★問合せ　
　独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構
高度ポリテクセンター事業課　担当：岡久
ＴＥＬ：０４３－２９６－２５８２　　ＦＡＸ：０４３－２９６－２５８５
http://www.apc.jeed.or.jp/

日　時 平成25年1月18日（金）

   13:00～16:00
場　所 東葛テクノプラザ　★タイムテーブル

　①シーズ発表会　15:00～17:00*無料
　②交流会　　　　　17:15～（希望者のみ）*\1,000

実習で学ぶノイズ対策
主催：高度ポリテクセンター

共催：東葛テクノプラザ　東葛テクノ会

東葛テクノプラザ　3F 第1研修室

10:00～17:00

受講料 23,000円(テキスト代込)

定　員 12名

　ご好評いただいております「大学等研究交流サロン」シーズ発表会の今年度第４回目は、東京理科大学の伊藤拓海先生をお招きし、
研究テーマである「建築物の修復技術や補強技術」について座談会形式で発表していただき、参加者との意見交換を行います。
ご興味をお持ちの中小企業の皆様の参加をお待ちしております！

お問い合わせ

( 公財 ) 千葉県産業振興センター
　東葛テクノプラザ　
　　事業推進課課　担当：松永
TEL.04-7133-0139　FAX.04-7133-0162

参加ご希望の方は、平成 25 年 1月 16 日 ( 水 ) までに申込書ご記入のうえ、
ＦＡＸにてお申し込みください。

参加ご希望の方は、平成 25 年 2月 13 日 ( 月 ) までに、高度ポリテクセンターに FAX でお申し込みください。

※レジリエント：地震災害からの復興力や回復力，また建築構造分野における
　　　　　　　　機能維持能力や抵抗力



レジリエント(※)な建築構造と新しい付加価値を持った構造システムの提案 

～耐震安全性の限界とこれからの構造安全性を考える～ 

※レジリエント：地震災害からの復興力や回復力，また建築構造分野における機能維持能力や抵抗力 

 

 

 

 

 

 

 

１．日時 平成２５年１月１８日（金） 

 ２．場所 東葛テクノプラザ（柏市柏の葉５－４－６） 

３．テーマ  

レジリエントな建築構造と新しい付加価値を持った

構造システムの提案～耐震安全性の限界とこれから

の構造安全性を考える～ 

４．講師 東京理科大学 伊藤 拓海先生 

 ５．定員  ２０名（先着順） 

 ６．タイムテーブル 

  （１）シーズ発表会  １５：００～１７：００ 

  （２）交流会     １７：１５～（希望者のみ） 

 ７．参加費 無料（交流会に参加される方のみ 1,000 円負担。） 

 ８．締切  平成２５年１月１６日（水）  

ＦＡＸまたは E-mail にてお申し込みください。 

 

 ９．お問い合わせ 公益財団法人千葉県産業振興センター 

東葛テクノプラザ 事業推進課 松永 

       電話 ０４－７１３３－０１３９ FAX ０４－７１３３－０１６２ 

E-mail: salon4th@ttp.or.jp 

    

参加申込書 

  企業名                住所                  

職・氏名               講師・参加企業との交流会参加  有・無 

ＴＥＬ                E-mail                 

参加目的  今後の連携を検討  講師・参加企業との交流  情報収集  その他 

事前質問・要望（取り上げてほしいシーズ等）                  

                                       

●会社のプロフィールをご記入願います。 

業務内容               得意技術                

※当日は、自社の概要が分かる資料（パンフレット等）を御持参下さい。 

 

ご好評いただいております「大学等研究交流サロン」シーズ発表会の今年度第４回目は、 

東京理科大学の伊藤拓海先生をお招きし、研究テーマである「建築物の修復技術や補強技術」

について座談会形式で発表していただき、参加者との意見交換を行います。 

ご興味をお持ちの中小企業の皆様の参加をお待ちしております！ 
 

※「大学等研究交流サロン」とは、企業が新製品・新技術の開発を促進するために必要な情報について、 

大学等の研究者から講演・アドバイスを受ける機会を定期的に設けるために設置したものです。 



レジリエントな建築構造と新しい付加価値を持った構造システムの提案 

～耐震安全性の限界とこれからの構造安全性を考える～ 

東京理科大学 工学部第一部 建築学科 伊藤拓海先生 

 

 近年，未曾有の自然災害や人為的被害により建物が潰れて人の命が奪われるという悪夢を

何度も経験しています。このような悲劇は，構造物の要求性能が時代とともに変化し続け，

安全性を論じるには従来の耐震性という単一の指標だけでは十分ではなく，新しいキーワー

ドを設計で考えるべき時代が目の前に訪れていることを教えてくれています。東日本大震災

以降，建物の性能を評価する上で，ロバスト性や冗長性，さらにレジリエンスというキーワ

ードが注目を集めています。 

 レジリエンスとは，もともと心理学の分野で精神的な問題から回復することを意味してお

り，最近ではより幅広い意味で使用されてきています。地震災害からの復興力や回復力，建

築構造分野では機能維持能力や抵抗力のようなものまでを指します。 

 建築物の構造設計は，無損傷（許容応力度設計），非崩壊（終局耐力設計）を実現するこ

とを目的として整備されてきました。一方，近年の未曾有の自然災害等により，構造物を無

損傷のまま維持し続けることは限界があることが認識されつつあります。そこで，上述のレ

ジリエンスを備えた建築物を実現するという観点から，仮に壊れるとしても，崩壊範囲を最

小限にとどめる，また壊れたら取り替える，あるいは補修して元に戻す，という考え方も議

論され始めています。 

 今回は，建築物の修復技術や補強技術の研究を中心に，以下のテーマをご紹介させていた

だきます。 

１．レジリエントな建築構造の実現に向けて ～構造再生・修復性～（図 1） 

２．損傷制御・インテリジェント構造システムの開発 ～自己回復力・治癒能力～（図 2） 

３．構造性能リニューアル ～老朽化した建物に新たな価値を付加して性能回復～（図 3） 

４．合板と鋼部材のサンドイッチパネル構造 ～着替え可能な合成構造の提案～（図 4） 

５．鉄骨木質骨組構造の提案 ～構造材料の適材適所～ 
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図 1 被災した建物の再生 

図 2 損傷制御・インテリジェント構造システム 
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図 4 サンドイッチパネル 



EMCとは

ノーマルモードノイズ
とコモンモードノイズ

クロックパルスの
周波数スペクトラム

デジタル回路から発生
するノイズとその対策

ノイズ低減実習

プリント基板を
接続するケーブル

ノイズ対策部品の
使い方

シールドの効果

コモンモード
測定実習

●主催　高度ポリテクセンター　共催　東葛テクノプラザ　東葛テクノ会

http://www.apc.jeed.or.jp/

高度ポリテクセンター・東葛テクノプラザによるノイズ対策技術セミナー

高度ポリテクセンター事業課　担当：岡久

TEL 043 (296) 2582　　FAX 043 (296) 2585

●お申し込みについてのお問い合わせ

安定化電源、オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、ノイズ実習基板　など

　２０１３年２月２８日（木）～３月１日（金）　２日間　10:00～17:00日程　開催時間

項 目 内 容

2.0

1.0

○つくばエクスプレス（TX）柏の葉キャンパス駅から「流山おおたかの森駅東口」、
　「東大西」及び「江戸川台駅東口」行で約6～11分「国立がんセンター」下車徒歩約5分
○JR・東武野田線柏駅から柏駅西口から「国立がんセンター」行で約25分、
　終点「国立がんセンター」下車徒歩約5分
○東京駅から高速バスで「国立がんセンター」へ（約40分）
○国道16号線(十余二工業団地入口)から車で約3分
○常磐自動車道柏I.C.から車で約5分

実習で学ぶノイズ対策
　EMCに関する計測量、コモンモードノイズとノーマルモードノイズなどの発生原因とその低
減について習得できます。また、ディジタル回路の実習基板を使った測定を通して、発生するコ
モンモードノイズの低減方法について、体験しながら理解を深めることができます。

1.0

1.0

1.0

時間

1.0

1.0

1.0

EMCに関する計測量、電磁波の性質と特性インピーダンス、ノ
イズの種類・伝搬

ノーマルモードノイズ・コモンモードノイズの発生と
その大きさ・モード変換

矩形波・台形波のスペクトラムの計算値と実測値、DUTYを変えたと
きのスペクトラムの大きさ、スペクトラムレベルを下げる方法

デジタル回路から発生するノイズ、電源ライン(パターン)への
対策、GNDに対数する対策、パスコンの効果

★ 受講料：23,000円(テキスト代込み)

独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構

★ スペアナ以外はほぼ一人に１セットの測定環境をご用意

★ 実習は親身な個別対応、時間をかけてじっくり実習

★ 講師は右の書籍の著者、鈴木茂夫先生がご担当

ダンピング抵抗による効果、パスコンの最適値を決める、
コモンモードノイズの測定

プリント基板の構造、プリントパターンの特性インピーダン
ス、インピーダンスマッチング、回路の高速化に向けての対策

ケーブルの種類とノイズに対する効果、同軸ケーブルの構造、
特性インピーダンスの使い方

会場　東葛テクノプラザ　　３階　第１研修室
会場住所　千葉県柏市柏の葉5-4-6

フェライトコアの特性と最適な使い方、EMIフィルターの使い
方、電源ラインフィルターの特性

都合により予告無く内容が変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

プリント基板に蓄積されるコモンモードノイズの大きさの測定、プリ
ント基板を接続するケーブルを流れるコモンモードノイズの測定、イ
ンピーダンスマッチングとコモンモードノイズの大きさ

2.0

シールド材料と電磁波の性質の関係、シールドの等価的表現、
筐体からの電磁放射、電子機器の筐体のシールド対策

プリント基板とパターン
の特性インピーダンス

1.0



Tokatsu版

保有個人情報保護について
(1)

(2)

(3)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第59号）を遵守し、保有個人情
報を適切に管理し、個人の権利利益を保護いたします。当機構では、必要な個人情報を、利用目的の範囲内で利用させていただきます。
ご記入いただいた個人情報は、能力開発セミナーの受講に関する事務処理（連絡、修了証書の交付、修了台帳の整備）及び個人を特定しない統計処理、当機
構の能力開発セミナーや関連するイベント・セミナー等の案内、能力開発に関する助成金等のサービスの案内に利用させていただきます。会社からお申し込み
の場合は、申し込み担当者あてに送付します。
個人でお申込みの場合で、当機構主催のセミナー・イベント等の案内については、下記の□の中に印をつけてください。

□希望する □希望しない

訓練に関する経験・技能等（※１）

※１ 訓練を進める上での参考とさせて頂くため、今回受講するコース内容に関連した職務経験、資格、教育訓練受講履
歴等をお持ちの方は、差し支えない範囲でご記入ください。（例：切削加工の作業に約５年間従事）

/　　～　　/

/　　～　　/

T8031 実習で学ぶノイズ対策 2/28 ～ 3/1

/　　～　　/

コース番号 コ　ー　ス　名 開　講　日
フ　リ　ガ　ナ

備　　考
受講申込
結果欄受講者氏名

T8031 実習で学ぶノイズ対策 2/28 ～ 3/1

 ２．受講申込みコース

担当者
及び

連絡先

フリガナ* 所属
部署氏名*

ＴＥＬ* ＦＡＸ*

Ｅ-ｍａｉｌ*

【ご注意】個人でお申込みの場合、TEL欄には平日昼間に連絡のつく携帯電話番号等をご記入ください。

企業規模

※該当に○印をしてください。

Ａ．1人～29人 Ｂ．30人～99人 Ｃ．100人～299人
Ｄ．300人～499人 Ｅ．500人～999人 Ｆ．1,000人～

企業名 業　　種

住所*
〒

※受付番号欄

申　　込　　内　　容
 １．記入者情報（個人でのお申込みの場合、*印のある欄のみご記入ください）

申込区分 □　会社からの申込み □　個人からの申込み

高度職業能力開発促進センター所長　殿
　下記のとおり訓練内容と受講要件（ある場合のみ）を確認の上、申し込みをいたします。

平成２４年度在職者訓練用（２０１２年４月１日～２０１３年３月３１日実施分） 受付FAX番号　043-296-2585

受　　講　　申　　込　　書
※お申込みの前に必ずご一読ください
□
□
□

□

□

お申込みは、本紙の必要事項をご記入の上、FAX(043-296-2585)にてお送りください。
受講料金は、開講日3週間前までにお振込みください。
受講の取消が発生した場合は、速やかに別紙の「受講取消届」をFAXにてお送りください。
開講日14日前までにFAXによる届出がない場合、キャンセル料として受講料金の100%を納付いただきますので、ご注意ください。
開講日14日前までの届出において、受講料金を既にお振込みされているお申込みにつきましては、取消したコースの受講料金を返金致しま
す。返金額は、金融機関の振込に係る手数料を差し引いた額となりますので、ご注意ください。
受講者の変更が発生した場合は、速やかに別紙の「受講者変更届」をFAXにてお送りください。
なお、受講者の変更につきましては、開講日当日までお受けしております。
FAX送信後、3日間(土日・祝日を除いて)を過ぎても結果の返信がない場合は、お手数ですが窓口(043-296-2582)まで必ずご連絡ください。



ちば新事業創出ネットワーク 

戦略的基盤技術高度化支援事業等説明会及び千葉県産業支援技術研究所施設見学会 

ご案内 

 

ちば新事業創出ネットワークでは、産学官連携の促進の一環としまして下記のとおり説明会及

び施設見学会を開催します。 

今回の説明会では、「戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）」の制度説明を中心に、日本

政策金融公庫及び千葉県産業支援技術研究所による中小企業者の研究開発に関する支援制度の説

明をいたします。 

また、併せまして千葉県産業支援技術研究所の施設見学を実施いたします。ネットワーク会員

以外の方も参加できます。ご興味のある方は是非ご参加ください。 

参加をご希望される場合は、別紙参加申込書に必要事項を記入の上、平成 25年 1月 18日（金）

までに FAX（047-426-9044）にてお申込みください。 

★ 日 時：平成２５年１月２４日（木）  説明会 １３：３０～１７：００ 

★ 場 所：千葉県産業支援技術研究所 天台庁舎 １階「会議室」 

★ 主 催：千葉県・公益財団法人千葉県産業振興センター 

★ スケジュール 

（説明会） 

13：30 開  会 

13：30～13：35 あいさつ 

13：35～14：35 
演題「戦略的基盤技術高度化支援事業について」 

講師：関東経済産業局 産業部 製造産業課 

14：35～15：05 
演題「研究開発に係る融資制度について」（仮） 

講師：日本政策金融公庫 中小企業事業千葉支店 

（施設見学会） 

15：15～16：15 千葉県産業支援技術研究所支援策紹介及び施設見学 

（個別相談） 

16：15～  見学会終了後、個別に相談をお受けします 

★ 参 加 費 ：無 料。 

★ 募集人員 :５０名（応募多数の場合は先着順になります） 

★ 申込方法 ：別紙参加申込書に必要事項をご記入の上、１月１８日（金）までに FAX

（047-426-9044） にてお申し込みください。 

★ 問合せ先 ：公益財団法人千葉県産業振興センター新事業支援部産学連携推進室 天羽、髙美 

  〒273-0864 船橋市北本町１－１７－２５ ベンチャープラザ船橋内 

  TEL 047-426-9200  FAX 047-426-9044 



別 紙 

（公財）千葉県産業振興センター 新事業支援部産学連携推進室 天羽、髙美宛 

ＦＡＸ：０４７－４２６－９０４４ 

ちば新事業創出ネットワーク 

戦略的基盤技術高度化支援事業等説明会及び千葉県産業支援技術研究所施設見学会 

参加申込書 

 

１ 会 社 名 等：                               

２ 御 担 当 者 名：                               

３ 連絡先電話番号：                               

４ メールアドレス：                               

（ご出席される方の御所属・職、御芳名を御記入ください。） 

御所属・職 御芳名 

  

  

  

【会場案内】 

  千葉県産業支援技術研究所 天台庁舎 

 千葉市稲毛区天台６－１３－１ 

 TEL  043-252-2101  千葉都市モノレール スポーツセンター駅下車。徒歩 1分 
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