
ご参加の月に
○印を
おつけ
ください
↓

6月

12月

6月

12月

6月

12月

所 　 属
役 職 名

Eメール

□する　□しないJMA主催の関連催し物のメール配信を希望

所 　 属
役 職 名

Eメール

□する　□しないJMA主催の関連催し物のメール配信を希望

所 　 属
役 職 名

Eメール

□する　□しないJMA主催の関連催し物のメール配信を希望

所 　 属
役 職 名

Eメール

□する　□しないJMA主催の関連催し物のメール配信を希望

参　加　申　込　書
http://school.jma.or.jp/or03（3434）5505 or

ＣＣ

参

加

申

込

書

参加証・請求書はこの方あてにお送りいたします。それ以外をご希望の場合は、【連絡希望事項欄】へご記入ください。

合計 円円× 名
(税抜) 

受付
No.

お振込予定日

月 　　　　日

ふりがな

会　社　名
（正式名称）

所　在　地

ふりがな

申込責任者

ふりがな

ふりがな

参加者氏名
①

参加者氏名
②

ふりがな

参加者氏名
③

参　加　料

ふりがな

事業所名

〒□□□-□□□□

□日本能率協会法人会員
□会員外

（ ）

（ ）

参加証発行日 請求書発行日 領　収　日

電話番号（市外局番からご記入ください）

開　催　日

ＦＡＸ番号（市外局番からご記入ください）

【連絡希望事項欄】

参加申込規定

参加申込方法
①申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXをお送りいただくか、ホームページからお申込み
ください。開催間際のお申込みは、ご参加いただけない場合もございます。あらかじめ
電話でご確認ください。

②電話ではご予約のみの承りとなります。その場合でも申込書は必ずお送りください。
③参加証・請求書は開催1か月前から発送を開始いたします。なお、1か月以内のお申込み
の時は、申込書受領後1週間ほどで参加証・請求書を発送いたします。

④参加料は請求書に記載されております、「お支払い期限」までに指定の銀行口座へお振
込みください。期限までにお支払いいただけないお客様については、ご参加いただけ
ない場合がございますのでご注意ください。
なお、支払い期限が過ぎてしまう場合は、請求書の「入金連絡票」にてお振込み日の
ご連絡をお願いいたします。
（振込み手数料については貴社にてご負担ください）

キャンセル規定
参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方もご都合がつかない
場合は、下記の規定により、キャンセル料を申し受けますので、あらかじめご了承ください。
　開催7日前(開催初日を含まず起算)～前々日･････････････参加料の30％　
　開催前日および当日･･･････････････････････････････････参加料全額
（万一キャンセルの場合は必ずファックスでご連絡ください。）

ご注意
・お申込みをいただいた方にはセミナーインフォメーションをお送りすることがあります。
・講義の録音・撮影はご遠慮ください。
・テキストは会場でお渡しします。参加者以外の方にはテキストはおわけいたしません。

電気・電子部品の壊れ方セミナー（名古屋）電気・電子部品の壊れ方セミナー（名古屋） ■名古屋  2016年　6月8日(水)～9日(木)
■名古屋  2016年12月6日(火)～7日(水)

個人情報のお取扱いについて
一般社団法人日本能率協会では、個人情報の保護に努めております。詳細は小会の個人
情報保護方針（http://www.jma.or.jp/privacy/）をご覧ください。なお、ご記入いただ
きましたお客様の個人情報は、本催し物に関する確認・連絡およびJMA主催の関連催し
物のご案内をお送りさせていただく際に使用させていただきます。

参加日程の変更
参加日程の変更については1回のみ可能といたします。電話でご確認後所定のお手続きをお
取りください。なお変更のお申し出の日付により上記キャンセル料を申し受けますのでご了承
ください。変更は同一年度内（2016年4月から2017年3月まで）に限ります。

免責事項
天災地変や伝染病の流行、研修会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の小会
が管理できない事由により研修内容の一部変更および中止のために生じたお客様の損害につ
いては、小会ではその責任を負いかねますのでご了承ください。

会員制度のご案内
一般社団法人日本能率協会は法人を対象とした会員制度を設けセミナー参加料割引を
はじめ各種サービスを提供しております。是非この機会にご入会をご検討ください。

資料請求先：プログラム内容の問い合わせ先まで

参加料

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

会　　員　　外

75,000円/1名につき
85,000円/1名につき

　昨今、製品事故のリスクが毎年増大しています。発煙・発火や故障など、一つ製品事故を起こせば
数百億円規模の多大な損害を招く恐れがあり、対応を誤れば企業の存続が危ぶまれる状況下に
あります。
　各社においては現在、事故や不具合の未然防止に積極的に取り組んでおられることと思います。
　しかしながら、なかなか製品事故が減りません。その根本原因として電気・電子機器を構成して
いる部品の経年劣化も含めて、壊れた時の影響とその原因が明らかになっていることが重要です。
　加えて、電気・電子部品の機能と寿命を全うさせることが出来ておらず、一過性の対策で終わっ
ており、設計者、技術者へのフィードバックや若手技術者への技術・技能伝承が出来ていないこと
があげられます。
　こうした背景から、一般社団法人日本能率協会では技術者として、電気・電子機器の製品安全と
信頼性を向上するためにこれまで発生した多くの故障を解明した結果を通し、部品の壊れ方の
原理・原則を理解し、今後のクレームやトラブルの未然防止方策について学んでいただく場と
して本セミナーを開催いたします。

電気・電子部品の
壊れ方セミナー

・電気・電子機器の設計・開発に従事している技術者
・技術者として部品の壊れ方に精通したい方
・品質保証・製品安全対策部門で部品の壊れ方を学びたい方や
　学び直したい方

参加対象

開 催 趣 旨

“故障の解明、再現方法、故障メカニズムの理解”
“ウィークポイントの認識と選び方・使い方”

参加定員 30名　（定員になり次第締め切らせていただきます。）

一般社団法人日本能率協会法人会員

会期／会場 2016年　6月8日(水)～9日(木)
2016年12月6日(火)～7日(水)

名古屋

2日間　10：00～17：00
会場：日本能率協会 中部オフィス 研修室 （名古屋市 中村区 名駅）

（消費税抜）　※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。

名 古 屋 開 催
http://school.jma.or.jp/
※ホームページからお申込みできます

電気・電子部品の
壊れ方セミナー

JMAマネジメントスクール
一般社団法人日本能率協会
FAX：03（3434）5505
TEL：03（3434）6271
E-mail： seminar@jma.or.jp
〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22
(受付時間) 月～金曜日 9：00～17：00 (ただし祝日を除く)
URL  http://school.jma.or.jp/
（セミナーの最新案内など各種情報をご紹介）

（※2016年5月より東京オフィスを移転します。）詳細はホームページにてご確認ください。
URL http://school.jma.or.jp/

参加申込先

メイフィス名駅ビル

会場案内・プログラム内容および講師派遣の問い合せ先

【交通アクセス】
■ 電　車
◇ 地下鉄・名鉄・

近鉄・JR線
・名鉄名古屋駅より
徒歩5分

・JR名古屋駅
広小路口徒歩7分
（ミヤコ地下街
４番出口 すぐ前）

名古屋 　日本能率協会 中部オフィス 研修室（名古屋市・中村区）
TEL：052（581）3271　FAX：052（581）3286
〒450-0002
名古屋市中村区名駅4-26-25 メイフィス名駅ビル6階

※本研修は、貴社に講師を派遣して社内研修として開催できます。
研修プログラムは、貴社の希望に合わせてカスタマイズできますので、社内研修を
ご検討の方はお気軽にお問い合わせください。



•部品の選び方と使い方
　電気定格、ディレーティング、安全規格

•市場の故障モード体系

•完成品と部品で対策を考える

•電気設計者と機械設計者の境界領域を埋める

5　電気・電子機器への対策

昼　　食 昼　　食

4　故障部品の解明技術

•解析機器の紹介

•解析手法
　（手順、着眼点、壊れ方のメカニズムの推定と見極め）

•再現試験
　（試験条件、試験手順、データ解析）

•故障の原因
　（部品と使い方の切り分け）

2　材料、構造、製造から見た部品の
　　ウィークポイント：その１

17:00

〜

13:00

1 定格、機能、構造、作り方の理解
2 部品別の故障の種類と事例
3 部品別のウィークポイントとその対策
4 対象部品
•機構部品
電源コード、コンセント、機器用インレット（リセプタクル）、
接続部（はんだ、ファストン端子、ネジ）、電源スイッチ

•受動部品
フィルムコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、
タンタルコンデンサ、積層セラミックコンデンサ

　詳細はお電話でお問合せください。
　電　話：03-3434-6616　担当：佐藤
　メール：atsushi_sato@jma.or.jp

講師派遣・社内研修のご案内

本セミナーならびに「製品安全技術作り込みセミナー」は
貴社の社内研修として実施が可能なプログラムです。
•技術者の製品安全に対する技術力や意識向上したい。
•社内安全基準の見直しのきっかけ作りにしたい。
•自社の製品安全と信頼性向上のための基本的な考え方や
原理・原則を体得して行きたい等々の貴社の課題に対応し
ております。

講師プロフィール (敬称略)

時間 1日目 時間 2日目

12:00

〜

10:00

12:00

〜

10:00

15:30

〜

13:00

17:00

〜

15:45

•電気製品の故障の実態

•故障の定義　事故、故障、劣化、寿命

•故障モードとメカニズム

•加速試験(部品)と限界試験(完成品)

1 定格、機能、構造、作り方の理解
2 部品別の故障の種類と事例
3 部品別のウィークポイントとその対策
4 対象部品
•受動部品
　抵抗　トランス、コイル、バリスタ

•能動部品
　SSR（トライアック、フォトカプラ）、LED

•その他の部品
　プリント基板、コネクタ、リレー

※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※セミナー修了後、講師への個別相談を受付ます。 ※セミナー修了後、講師への個別相談を受付ます。

プログラム

1　基本的な考え方 3　材料、構造、製造から見た部品の
　　ウィークポイント：その2

㈱テクノコラボレーション 代表取締役
楠本化成㈱ 信頼性クリニック 特別顧問
元 日本電気㈱ 品質保証部 部長
日本信頼性学会 評議員（元副会長）
東京都技術コンサルタント 中小企業診断士
一般社団法人日本能率協会 専任講師

井原 惇行
いはら　よしゆき

㈱テクノクオリティー 代表取締役
元 キヤノン㈱ 品質本部
製品安全技術開発部 部長
一般社団法人日本能率協会 専任講師
経済産業省 製品安全対策優良企業審査委員会
審査委員
工学博士 技術士（電気・電子）

渡部 利範
わたべ　としのり

電気・電子部品の壊れ方セミナー電気・電子部品の壊れ方セミナー “故障の解明、再現方法、故障メカニズムの理解”
“ウィークポイントの認識と選び方・使い方”

【受講者の声】
・それぞれの部品の構成から原因と結果につながるストーリーが
構成できている。
・部品特徴とウィークポイントがまとめられている。
・具体的事例と、対策方法がわかりやすくて大変良かったです。
・FTA、FMEA、DRBFM実施するに当たって役立つ内容。
・事例の動画やメカニズムの説明があり、非常にわかりやすかった。
・部品の壊れ方について具体的な原因や破損状態を知ることがで
きてよかった。
・数多くある部品の中で、基本的な部品に絞った講義で、現在の業
務にすぐに役立つ内容。
・講師の先生が屈託なく今までの経験をお話しいただけたことが
よかったと思います。
・講義のみならず、相談コーナーも設けていただき、ありがとうご
ざいました。


