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カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル の 実 現 に 向 け た
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カーボンニュートラル実現に向けた電動化、電池、軽量化、MBD活用などの開発には正確

な課題把握が必要です。島津製作所は機械特性評価から構造観察、化学･金属特性評価に至

るまで、課題把握に有効な評価技術を幅広く提供して自動車産業界の変革を支えていま

す。課題把握に有効な評価装置と評価手段をご紹介します。

EV技術評価事例01 軽量化技術評価事例02
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EV開発に有効な試験･計測･分析装置

eAxleには小型･高効率･軽量･静粛性が求められますが、駆動用モータ、ギヤボックス、

インバータ、ワイヤーハーネスといった各ユニットの性能向上無くして実現はできませ

ん。各ユニットの性能向上に向けてユニットに用いられる部品スペックが定められ、更

にその部品スペックを実現するために必須の特性を有する材料選定および材料加工方法

が定まります。このモノづくりの過程においてユニットの性能確認、部品スペックの評

価、使用される材料特性の評価および材料加工による特性変化の評価は重要です。ここ

ではeAxleに関連する様々な評価技術をご紹介します。
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全固体電池MORE
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EV技術評価事例

電極MORE

セパレータMORE

セルMORE

その他関連部材･技術
関連資料集

MORE

インバーターMORE

モーターMORE

部品検査･計測
潤滑油

MORE

エネルギー eAxle
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製品詳細はこちら

イメージングX線光電子分析装置
KRATOS ULTRA2

評価事例[Webinar]

固体電解質LiPONとCu電極上の

デンドライトの評価

MORE

製品詳細はこちら

卓上形精密万能試験機
オートグラフAGS-Xシリーズ

試験機によるリチウムイオン

電池部材の強度評価

MORE

   

  

    

    

 
 
 

 
  

 
 
 

   

   

   

  

 
                     

      

   

  

    

    

 
 
 

 
  

 
 
 

   

   

   

  

 
             

      

   

  

    

    

 
 
 

 
  

 
 
 

   

   

   

  

 
                     

      

   

  

    

    

 
 
 

 
  

 
 
 

   

   

   

  

 
             

      

「試料①短辺方向」の応力‒ひずみ 「試料①長辺方向」の応力‒ひずみ

「試料②短辺方向」の応力‒ひずみ 「試料②長辺方向」の応力‒ひずみ

製品詳細はこちら

リチウムイオン電池正極材料向け
化学結合状態解析システム
Xspecia

測定事例[Webinar]

最新型蛍光X線分析装置による

正極材の価数評価

MORE

製品詳細はこちら

ダイナミック粒子画像解析システム
iSpect DIA-10

微粒子特性評価の新たな挑戦

-形状･分散･凝集の評価など-

MORE

 
 
  
 
 
 
  

 
 

 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                  

  

  

Li過剰系正極材料の化学結合状態の変化

評価事例[Webinar] 評価事例[Webinar]

全固体電池

エネルギー：全固体電池

Xspecia

https://solutions.shimadzu.co.jp/form/ana/automotive.htm?_ga=2.81079824.648532519.1620263962-1936191721.1615760172&_gl=1*1wfe6d9*_ga*MTkzNjE5MTcyMS4xNjE1NzYwMTcy*_ga_DDS5PTVRPT*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS42MA..*_ga_53V4Z67S2G*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS4w
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https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/xps/dld/index.htm
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https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/mtrl03/mtrl0333.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/battery_test.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/battery_test.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/xrf/edx/xspecia/index.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/battery_xspecia.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/battery_xspecia.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/powder/products/dia10/dia10.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0906powder.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0906powder.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/mtrl03/mtrl0333.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/powder/products/dia10/dia10.htm
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製品詳細はこちら

リチウムイオン電池正極材料向け
化学結合状態解析システム
Xspecia

測定事例[Webinar]

リチウムイオン電池正極材料向け化学結合状態解析システム XspeciaMORE

世界初、ラボ内で完結する正極材向け化学状態解析システム

蛍光X線で正極材料の化学状態がわかる！電池材料の研究開発や品質管理に！MORE

最新型蛍光X線分析装置による正極材の価数評価MORE

製品詳細はこちら

走査型プローブ顕微鏡 | SPM-9700HT

測定事例[Webinar]

走査型プローブ顕微鏡(SPM)で解決！セパレータ評価から電解液中観察までMORE

ここまできた！走査型プローブ顕微鏡(SPM)によるマテリアル物性評価の最前線MORE

電解液中とN2ガス中での形状(観察倍率25万倍)

製品詳細はこちら

マイクロフォーカスX線CTシステム
inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus

測定事例[Webinar]

マイクロフォーカスX線CTによる
リチウムイオン電池セルの構造解析

MORE

製品詳細はこちら

ガスクロマトグラフ | Nexis GC-2030

測定事例[WEB]

内部発生ガス量の確認/GCMORE

リチウムイオン電池の内部ガスや電解液組成の分析MORE

電極 セル

セパレータ

エネルギー：電極･セパレータ･セル

https://solutions.shimadzu.co.jp/form/ana/automotive.htm?_ga=2.81079824.648532519.1620263962-1936191721.1615760172&_gl=1*1wfe6d9*_ga*MTkzNjE5MTcyMS4xNjE1NzYwMTcy*_ga_DDS5PTVRPT*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS42MA..*_ga_53V4Z67S2G*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS4w
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/xrf/edx/xspecia/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/xrf/edx/xspecia/index.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/xspecia_202008.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/xspecia_202008.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_24.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_24.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/battery_xspecia.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/battery_xspecia.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/spm/spm/index.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/battery_spm.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/battery_spm.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0905spm.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0905spm.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/spm/spm/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ndi/products/x_ryct/smx_225ct_fpd_hr.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/battery_ndi.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/battery_ndi.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ndi/products/x_ryct/smx_225ct_fpd_hr.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/gc/2030/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/apl/energy/lib11.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/apl/energy/lib11.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/gc/2030/index.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/battery_gc.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/battery_gc.htm
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レーザ回折式粒子径分布測定装置 | SALD-2300

測定事例[Webinar]

微粒子特性評価の新たな挑戦 -形状･分散･凝集の評価など-MORE

示差走査熱量計 | DSC-60 Plusシリーズ

測定事例[Webinar]

リチウムイオン電池の熱特性評価MORE

電池材料(LiB正極活物質)の測定

製品詳細はこちら

マルチタイプICP発光分光分析装置
ICPE-9800シリーズ

測定事例[Webinar]

これで解決！ ICP発光分析とICP質量分析でよくある質問とその回答MORE

ICP質量分析計
ICPMS-2030

製品詳細はこちら

製品詳細はこちら

製品詳細はこちら

リチウムイオン二次電池材料分析･試験
ハンドブックⅠ･Ⅱ

リチウムイオン二次電池 評価機器カタログは、正極材

料、セパレータ、電解液、セルなどの分析･評価事例と

応用システムの特長･機能を紹介しています。

MORE

MORE

その他関連部材･技術 エネルジーに関する情報を多数掲載

エネルギー：関連部材･技術･関連資料

リチウムイオン

二次電池材料分析･試験

ハンドブックⅠ

リチウムイオン

二次電池材料分析･試験

ハンドブックⅡ

https://solutions.shimadzu.co.jp/form/ana/automotive.htm?_ga=2.81079824.648532519.1620263962-1936191721.1615760172&_gl=1*1wfe6d9*_ga*MTkzNjE5MTcyMS4xNjE1NzYwMTcy*_ga_DDS5PTVRPT*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS42MA..*_ga_53V4Z67S2G*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS4w
https://www.an.shimadzu.co.jp/icp/icpe9800/index.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0906powder.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0906powder.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/battery_thermal.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/battery_thermal.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/icp/icpe9800/index.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0904icp.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0904icp.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/icp/icp-ms/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ta/dsc60p.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/powder/products/01s2300/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/products/general/pdf/c10g-0081.pdf
https://www.an.shimadzu.co.jp/products/general/pdf/c10g-0155a.pdf
https://www.an.shimadzu.co.jp/powder/products/01s2300/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ta/dsc60p.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/products/general/pdf/c10g-0155a.pdf
https://www.an.shimadzu.co.jp/products/general/pdf/c10g-0081.pdf
https://www.an.shimadzu.co.jp/icp/icp-ms/index.htm
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製品詳細はこちら

高速度ビデオカメラ | Hyper Vision HPV-X2

MORE

半導体デバイスの絶縁破壊
(東北大学･須川研究室ご提供)

CFRP薄板の高速3次元歪み計測
(名古屋大学･田邊研究室ご提供)

CFRPの高速引張試験

半導体デバイスの絶縁破壊

測定事例[動画]

MORE ボディ材の破壊挙動

MORE 過電流によるLEDの破壊進展

MORE フラッシュ点灯の瞬間

製品詳細はこちら

電子線マイクロアナライザ | EPMA-8050G

MORE

鉛フリーはんだ中のAgとCuの分布

ネオジム磁石中の微小部におけるNdの分布

モーター用磁石の評価をお手伝
いします！ ～FE-EPMAを用い
た高感度･高空間分解能マッピ
ング～

測定事例[WEB]

インバータ モーター

eAxle：インバータ･モータ

https://solutions.shimadzu.co.jp/form/ana/automotive.htm?_ga=2.81079824.648532519.1620263962-1936191721.1615760172&_gl=1*1wfe6d9*_ga*MTkzNjE5MTcyMS4xNjE1NzYwMTcy*_ga_DDS5PTVRPT*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS42MA..*_ga_53V4Z67S2G*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS4w
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/epma/8050g/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/video/hpvx_index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/video/hpvx_index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/video/hpvx2_sample2.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/video/hpvx2_sample2.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/video/hpvx2_sample3.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/video/hpvx2_sample3.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/video/hpvx2_others3.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/video/hpvx2_others3.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/video/hpvx2_others1.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/video/hpvx2_others1.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/epma/8050g/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/apl/auto/electro/epma.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/apl/auto/electro/epma.htm


軽量化技術評価事例TOP EV技術評価事例

TOP EV 軽量化 開発･生産支援･故障解析 お問い合わせ自動車技術評価事例集2021

8

製品詳細はこちら

計測用X線CTシステム | XDimensus 300

MORE

アルミダイカスト

複雑化する成型品の寸法測定
工数削減
～計測用X線CTによるリバース
エンジニアリングへの応用～

測定事例[WEB]

MORE 電機電子部品の検査･解析に活躍する島津製作所のX線透視･CT技術

測定事例[Webinar]

製品詳細はこちら

フーリエ変換赤外分光光度計 | IRSpirit

製品詳細はこちら

ガスクロマトグラフ | Nexis GC-2030

製品詳細はこちら

走査型プローブ顕微鏡 | SPM-9700HT

MORE 潤滑油の劣化解析 ～ASTM規格に準拠した分析手法～

測定事例[動画]

MORE 摩擦抵抗の低減を目指した新しい取り組み、添加剤吸着層の可視化に成功

製品詳細はこちら

マルチタイプICP発光分光分析装置
ICPE-9800シリーズ

MORE 分析機器を用いた潤滑油の評価

測定事例[Webinar]

MORE ASTM E2412に基づく潤滑油の劣化評価

MORE ASTM D7593に基づく潤滑油の燃料希釈率の分析

MORE ASTM D5185に準じた潤滑油中の微量金属元素分析

MORE 走査型プローブ顕微鏡(SPM)による潤滑油 添加剤吸着膜構造の可視化

部品検査･計測 潤滑油

eAxle：部品検査･計測･潤滑油
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軽量化技術評価に有効な試験･計測･分析装置

自動車の環境負荷低減に向けた燃費向上のため軽量化開発が進められています。

またEV化に伴うECUユニット数や電池重量の増加対策としても軽量化は重要

なテーマです。高強度且つプレス加工性の良いハイテン材･高強度アルミ材や

GFRP･CFRP複合材料と様々な材料開発の過程で試験･分析や観察･計測などの

材料評価が実施されます。

軽量化材料の評価に活用される装置群をご紹介します。

9

SHIMADZU自動車技術セミナー
-軽量化技術支援- のご紹介

SHIMADZU自動車技術セミナー > プレス加工

セルロースナノファイバー(CNF)

最新規格/規制情報･最新技術情報

軽量化技術評価事例

02
index

軽量化技術評価事例

MORE

MORE

MORE

MORE

SHIMADZU自動車技術セミナー > 複合材料MORE
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SHIMADZU 自動車技術セミナー

本セミナーでは最新の軽量化技術、動向、素材とその評価方法をご紹介し、皆様の軽量化技術向上にお役立て頂け

ればと考えております。 今後も様々な最新技術外部の著名な先生をお招きして講演をして頂く予定です。

ぜひご参加下さい。

Webinar開催

SHIMADZU 自動車技術セミナー

軽量化技術支援

これからの軽量化を学ぼう！
軽量化最前線の技術と素材とその動向

MORE

https://solutions.shimadzu.co.jp/form/ana/automotive.htm?_ga=2.81079824.648532519.1620263962-1936191721.1615760172&_gl=1*1wfe6d9*_ga*MTkzNjE5MTcyMS4xNjE1NzYwMTcy*_ga_DDS5PTVRPT*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS42MA..*_ga_53V4Z67S2G*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS4w
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自動車と軽量材料 -その動向と課題-

特別講演

100年に一度の転換期にある自動車において、材料のキーワードは軽量とLCA。様々

な材料が研究されているが、スチールボデーと比較し、コストだけではなく、実績も

信頼性も乏しい。そのため、一つ一つを理解しながら戦略に落とし込む開発の流れが

必要不可欠になっている。

金沢工業大学大学院工学研究科 高信頼ものづくり専攻

教授 影山 裕史 様

＜ご略歴＞

東京工業大学有機材料工学修士課程修了後、トヨタ自動車入社。東富士研究所での

自動車ボデーやユニットの軽量化およびバイオプラスチックスの研究をもとにPLA

部材の車載を手掛け、その後、本社技術部にてレクサスLFAのCFRPボデー、水素

タンクの量産化を経て、定年と同時に現職に就任。講義の他、企業との共同研究や

コンサル、また、政府系の環境省NCVプロジェクトやNEDO「革新的新構造材料等

研究開発」のサブプロジェクトリーダー、経産省のCASE技術戦略プラットフォー

ム運営委員会やグローバルネットワーク協議会などの委員を兼任。

複合材料の新たな設計勘所と試験評価技術の最先端

複合材料/特別講演

繊維強化複合材料は、極細で軽く、軸方向に強くて変形しにくい“繊維”と、流体から

固体に変化させて形を造る“合成樹脂”の、全く性質の異なる二つの素材から成る。相

乗効果により、金属や単一素材では見出だせないような、ウェイトパフォーマンスと

新たな造り方･構造形態を生み出す可能性がある。その反面、力学メカニズムは複雑

であり、従来型の設計が通用しないことが少なくない。信頼性設計に資するため、新

しい観点で試験法を見つけ出し、得られた材料力学を基礎とした汎用モデリングが求

められている。

講師：国立研究開発法人海上･港湾･航空技術研究所

海上技術安全研究所上席研究員 松尾剛様

実試験とCAE解析を融合した複合材料解析技術の紹介

複合材料は高い比強度や比剛性を持つため、構造物軽量化への貢献が期待されており

ます。しかしながら、特に繊維系の複合材料は異方性の材料挙動を持つため、製品が

運用時に受けるであろう応力状態を事前に検討し、高い剛性が必要な方向に繊維を向

けるよう慎重の設計を行うことが要求されます。さらに、材料が高価であるため、試

作回数は極力減らしたい事情もあります。CAEはこれらの問題を解決することができ

る魅力的な技術です。そこで本講演では、軽量化設計にフォーカスを当てて、最新の

CAEの解析技術を紹介いたします。

講師：サイバネットシステム株式会社

技術部 山本 晃司 様

動画を視聴する

複合材料

複合材料

動画を視聴する

動画を視聴する
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関連評価装置

関連Webinar

材料強度評価の基礎

オートグラフAGX-Vによる
実物強度評価･観察下での強度試験

複合材料の新たな設計勘所と試験評価技術の最先端
－三次元X線CT用曲げ試験機を用いた複合材料の

非破壊内部観察と試験システムのご紹介－

複合材料の新たな設計勘所と試験評価技術の最先端
－複合材料における衝撃試験の意義と試験手法のご紹介－

複合材料の新たな設計勘所と試験評価技術の最先端
－層間/面外せん断試験システムおよび試験法の開発－

高精度CAE解析を実現するための材料評価事例･技術紹介

複合材料の破壊メカニズムの解明に向けて
－CFRTPの破壊過程の観察－

複合材料のCAE信頼性向上のために
－複合材料の3点曲げ衝撃･高速圧縮試験－

複合材料のCAE解析精度向上に寄与する強度評価手法
－CFRTPの面内･面外せん断特性－

複合材料の単軸引張試験シミュレーション

結果の検証と妥当性確認 (V&V)
‒ 実測定と均質化解析の融合 ‒ 

CFRP 分析･試験･検査評価機器

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

精密万能試験機 | オートグラフ AGX-V シリーズ

製品詳細はこちら

MORE

MORE

日本のクルマづくりを支える
島津製作所のX線CT技術

マイクロフォーカスX線CTシステム
inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus

製品詳細はこちら

MORE

高速衝撃試験機 | HITS-X シリーズ

製品詳細はこちら

高速度ビデオカメラ | Hyper Vision HPV-X2

製品詳細はこちら

複合材料

技術講演Webinar

測定事例紹介

複合材料

関連Webinar
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プレス加工/特別講演

板材成形シミュレーション高精度化のための材料モデル

板材成形におけるスプリングバック、割れ、しわなどのシミュレーションによる予測

のためには高精度な材料モデルを使う必要がある．本講演では、板の異方性とバウシ

ンガ―効果がスプリングバックや成形限界などにどのように影響するかについて述

べ、それらを記述するための材料モデル (Yoshida-Uemori model、YSD6降伏関数な

ど) とその応用例について解説する。

株式会社CEM研究所･広島大学名誉教授 吉田 総仁 様

<研究分野>

主な研究分野は、弾塑性力学および塑性加工学、特に塑性構成モデル(大ひずみ繰返し塑性モデル、異方性

降伏関数、異方性発展モデルなど)で、これまでに140編のSCI(Science Citation Index)論文をInt J 

Plasticity、Int J Mechanical Sciencesなどの国際ジャーナルに発表し、これらの被引用数は3、000件以

上(Web of Science)になる。書籍は、「弾塑性力学の基礎」(単著･共立出版1997)、「機械技術者のため

の材料加工入門」(共著･共立出版1997)など多数。大ひずみ繰返し塑性モデル(Yoshida-Uemori model、

2002)はLS-DYNA、 PamSTAMP、AutoFormなどメジャーな板材成形シミュレーションソフトで使える

ようになっている。

板材成形シミュレーション高精度化のための材料評価事例

プレス加工性評価
ーシミュレーションに使える正確な設計データ取得に向けて̶

バウシンガー効果を考慮した 高張力鋼板の

プレス成形シミュレーションにおける面精度一致率の向上

MORE

MORE

MORE

プレス加工

プレス加工

動画を視聴する

ビデオ式非接触伸び幅計
TRViewX

製品詳細はこちら

面内反転試験
-バウシンガー効果の測定-

製品詳細はこちら

二軸引張試験

製品詳細はこちら

関連評価装置

技術講演Webinar

測定事例紹介

関連Webinar

材料強度評価の基礎

オートグラフAGX-Vによる
実物強度評価･観察下での強度試験

精密万能試験機 | オートグラフ AGX-V シリーズ

製品詳細はこちら

MORE

MORE

https://solutions.shimadzu.co.jp/form/ana/automotive.htm?_ga=2.81079824.648532519.1620263962-1936191721.1615760172&_gl=1*1wfe6d9*_ga*MTkzNjE5MTcyMS4xNjE1NzYwMTcy*_ga_DDS5PTVRPT*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS42MA..*_ga_53V4Z67S2G*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS4w
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/weightsaving3_3.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/products/general/pdf/c224-4599.pdf
https://www.an.shimadzu.co.jp/apl/auto_rw/pdf/i268.pdf
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/weightsaving3_3.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/products/general/pdf/c224-4599.pdf
https://www.an.shimadzu.co.jp/apl/auto_rw/pdf/i268.pdf
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/weightsaving3_2.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/mtrl03/mtrl0340.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/mtrl03/agx-v_7.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/mtrl03/agx-v_7.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/mtrl03/mtrl0340.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/mtrl03/agx-v_7.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/mtrl03/agx-v_7.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test001_2005.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test004_2006.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/mtrl03/agx-v.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test001_2005.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test004_2006.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/mtrl03/agx-v.htm
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「セルロースナノファイバー」の最新分析評価技術のご紹介1【新素材セミナー2018】

「セルロースナノファイバー」の最新分析評価技術のご紹介2【新素材セミナー2018】

セルロースナノファイバー分析･計測機器

MORE

MORE

セルロースナノファイバーを測って知ろう！Vol.1

紫外可視分光光度計でCNFの水分散性を評価する

セルロースナノファイバーを測って知ろう！Vol.2 

走査型プローブ顕微鏡でセルロースナノファイバーの繊経･繊維長を解析する

セルロースナノファイバーを測って知ろう！Vol.3 

フーリエ変換赤外分光光度計でCNFの修飾官能基を評価する

ISO･JIS規格と鉄鋼材料の強度評価

プラスチック材料のISO･JIS規格と強度評価【前編】

プラスチック材料のISO･JIS規格と強度評価【後編】

材料強度評価の基礎

オートグラフAGX-Vによる実物強度評価･観察下での強度試験

日本のクルマづくりを支える島津製作所のX線CT技術

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

セルロースナノファイバー･規制･規格

セルロースナノファイバー･規制･規格

関連評価装置技術講演Webinar(総論)

技術講演Webinar(各論)

最新規格/規制情報Webinar

スキルアップWebinar

測定事例紹介

紫外可視分光光度計
UV-2600i/2700i

製品の詳細はこちら

走査型プローブ顕微鏡
SPM-9700HT

製品の詳細はこちら

フーリエ変換赤外分光光度計
IRSpirit

製品の詳細はこちら

https://solutions.shimadzu.co.jp/form/ana/automotive.htm?_ga=2.81079824.648532519.1620263962-1936191721.1615760172&_gl=1*1wfe6d9*_ga*MTkzNjE5MTcyMS4xNjE1NzYwMTcy*_ga_DDS5PTVRPT*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS42MA..*_ga_53V4Z67S2G*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS4w
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/element2018-01.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/element2018-02.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/apl/cellulose_nanofiber/catalog.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/element2018-01.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test003_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/cnf_uv.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/cnf_spm1.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/cnf_ftir1.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test003_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test001_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test002_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test001_2005.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test004_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ndi_20200904.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/element2018-02.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/cnf_uv.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/cnf_spm1.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/cnf_ftir1.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/apl/cellulose_nanofiber/catalog.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test001_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test002_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test001_2005.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test004_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ndi_20200904.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ftir/irspirit/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/uv/uv2600.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/uv/uv2600.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/spm/spm/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ftir/irspirit/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/spm/spm/index.htm
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開発･生産技術支援、
故障解析に有効な試験･計測･分析装置

自動車製造には開発効率の向上、コストダウン、品質安定化、データ信頼性確

保、技能の継承と改善すべき課題は多岐に渡ります。試験･計測･分析の視点か

ら、これらの課題解決に有効な評価手法及び評価装置をご紹介します。

15

機械特性評価

非破壊検査

異物解析/故障解析

関連技術の知識を深める/スキルアップ

開発･生産支援
故障解析技術評価

03
index

開発･生産支援/故障解析技術評価

MORE

MORE

MORE

MORE

https://solutions.shimadzu.co.jp/form/ana/automotive.htm?_ga=2.81079824.648532519.1620263962-1936191721.1615760172&_gl=1*1wfe6d9*_ga*MTkzNjE5MTcyMS4xNjE1NzYwMTcy*_ga_DDS5PTVRPT*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS42MA..*_ga_53V4Z67S2G*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS4w
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機械特性評価 非破壊検査

MORE 材料強度評価の基礎

機械特性評価に関する技術Webinar

MORE 島津製作所が提案する材料試験のデータインテグリティ対応

MORE ISO･JIS規格と鉄鋼材料の強度評価

MORE プラスチック材料のISO･JIS規格と強度評価【前編】

実試験とCAE解析を融合した複合材料解析技術の紹介

特別講演

100年に一度の転換期にある自動車において、材料のキーワードは軽量とLCA。

様々な材料が研究されているが、スチールボデーと比較し、コストだけではな

く、実績も信頼性も乏しい。そのため、一つ一つを理解しながら戦略に落とし

込む開発の流れが必要不可欠になっている。

講師：サイバネットシステム株式会社 技術部

山本 晃司 様

動画を視聴する

MORE プラスチック材料のISO･JIS規格と強度評価【後編】

MORE オートグラフAGX-Vによる実物強度評価･観察下での強度試験

製品詳細はこちら

MORE 最新のX線技術CT技術

非破壊検査装置のスキルアップWebinar

マイクロフォーカスX線CTシステム
inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus

常識を覆す画質･進化した操作性

製品詳細はこちら

超音波光探傷装置
MIV-500

官能検査から理化学検査へ

非破壊検査に関する技術Webinar

MORE 最新のX線CT技術ー原理と応用･不具合解析事例紹介ー

MORE 格段に画質が向上！最新のX線CT技術‐原理と応用‐

MORE 日本のクルマづくりを支える島津製作所のX線CT技術

MORE 超音波と光を利用した表層欠陥を可視化する
新しい非破壊検査装置(MIV-500)のご紹介

MORE X線CTシステムによる自動車用イグニッションコイルの観察

非破壊検査の最新アプリケーション

機械特性評価･非破壊検査

製品詳細はこちら

This is the AGX-V.

精密万能試験機
オートグラフ AGX-V シリーズ

https://solutions.shimadzu.co.jp/form/ana/automotive.htm?_ga=2.81079824.648532519.1620263962-1936191721.1615760172&_gl=1*1wfe6d9*_ga*MTkzNjE5MTcyMS4xNjE1NzYwMTcy*_ga_DDS5PTVRPT*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS42MA..*_ga_53V4Z67S2G*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS4w
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/mtrl03/agx-v.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test001_2005.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test001_2005.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test005_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test005_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test003_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test003_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test001_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test001_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/weightsaving_20200820.htm&_ga=2.144467381.1868743869.1608525227-1145307211.1585617485
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test002_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test002_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test004_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/test004_2006.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ndi/products/x_ryct/smx_225ct_fpd_hr.htm
http://172.31.128.33/amidspdmedia/wp-content/uploads/2020/10/12_hashimoto_J.mp4
http://172.31.128.33/amidspdmedia/wp-content/uploads/2020/10/12_hashimoto_J.mp4
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/miv-500/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ndi/products/x_ryct/smx_225ct_fpd_hr.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/miv-500/index.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_01.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_01.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0904ndi.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0904ndi.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ndi_20200904.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ndi_20200904.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/form/magnetic/webinar1.html?_ga=2.7835250.1588594692.1607476817-793965592.1603356020
https://solutions.shimadzu.co.jp/form/magnetic/webinar1.html?_ga=2.7835250.1588594692.1607476817-793965592.1603356020
https://www.an.shimadzu.co.jp/apl/auto_rw/pdf/n127a.pdf
https://www.an.shimadzu.co.jp/apl/auto_rw/pdf/n127a.pdf
https://www.an.shimadzu.co.jp/test/products/mtrl03/agx-v.htm
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異物解析

MORE EDXとFTIRによる異物解析 - こんな異物あんな異物

異物解析に関する技術Webinar

MORE EDX/FTIRの統合ソフトウェアとライブラリを活用した異物解析

MORE EDXとFTIRによる異物解析

エネルギー分散型
蛍光X線分析装置

EDX-7000/8000/8100

フーリエ変換
赤外分光光度計
IRTracer-100

EDX-FTIR
統合解析ソフトウェア

EDXIR-Analysis

製品詳細 製品詳細 製品詳細

フーリエ変換
赤外分光光度計
IRTracer-100

自動不良解析システム
赤外顕微鏡
AIM-9000

フーリエ変換
赤外分光光度計

IRSpirit

製品詳細 製品詳細 製品詳細

フーリエ変換赤外分光光度計

フーリエ変換赤外分光光度計に関する技術Webinar

MORE FTIRによる異物分析･劣化解析へのアプローチ

赤外スペクトルの解析でお困りのお客様へ解析の工夫とスペクトルの読み方

わかりやすく解説 -FTIRの異物分析テクニック-

わかりやすく解説 -FTIRのスペクトルの読み方と異物･不良解析への応用-

すぐに使える！FTIR異物･不良解析テクニック
-前処理や分析手法のノウハウについて-

MORE

MORE

MORE

MORE

赤外分光法 透過法による分析の注意点-錠剤法-

赤外分光法 透過法による分析の注意点-液膜法-

赤外分光法 1回反射ATR法のテクニック-ゴムの分析-

赤外分光法 1回反射ATR法の原理とプリズムの選択

赤外分光法 赤外顕微分析の注意点

赤外分光法 ダイヤモンドセルによる赤外顕微分析

赤外分光法 知っトク、赤外スペクトルの読み方

赤外分光法 1回反射ATR法のテクニック-前処理-

赤外分光法 赤外顕微分析の前処理

赤外分光法 知っトク、スペクトル検索の条件設定

FTIRによるリサイクルプラスチック･生分解性プラスチックの分析

ASTM E2412に基づく潤滑油の劣化評価

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

異物解析･関連技術紹介

https://solutions.shimadzu.co.jp/form/ana/automotive.htm?_ga=2.81079824.648532519.1620263962-1936191721.1615760172&_gl=1*1wfe6d9*_ga*MTkzNjE5MTcyMS4xNjE1NzYwMTcy*_ga_DDS5PTVRPT*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS42MA..*_ga_53V4Z67S2G*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS4w
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/jasis2018-05.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/jasis2018-05.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_25.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_25.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0905edxftir.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0905edxftir.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/xrf/edx-7000_8000/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ftir/sas/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ftir/irtracer/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/xrf/edx-7000_8000/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ftir/irtracer/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ftir/sas/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ftir/irtracer/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ftir/irspirit/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ftir/irtracer/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ftir/aim9000/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ftir/irspirit/index.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ir_002.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ir_002.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/jasis2018-01.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_32.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_03.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0905ftir.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/jasis2018-01.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_32.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_03.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0905ftir.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir002_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir003_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir006_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir004_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir007_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir009_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir012_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir005_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir008_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir011_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ir_001.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/oil02.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir002_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir003_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir004_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir005_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir006_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir007_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir008_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir009_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir011_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ftir012_2006.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/ir_001.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/oil02.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ftir/aim9000/index.htm
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紫外可視分光光度計

フーリエ変換赤外分光光度計に関する技術Webinar

MORE 分光光度計に関するお困りごとを解決します

わかりやすく解説！～分光光度計の基礎と精度/効率アップ術～

すぐに使える！分光光度計の精度と効率を上げるテクニック
～測定の基礎から解析まで～

紫外可視分光光度計による分析(積分球)

MORE

MORE

MORE

MORE 紫外可視分光光度計による分析(迷光)

紫外可視分光光度計による分析(分析精度を上げるためのテクニック)MORE

MORE 紫外可視分光光度計による分析(検出下限と定量下限)

紫外可視分光光度計
UV-i Selection

A Reliable Partner

成分分析

製品詳細はこちら

フタル酸エステル
スクリーニングシステム
Py-Screener

製品詳細はこちら

卓上型リニア専用機
MALDI-8020

MORE フタル酸エステル検査システムの正しい選び方

材料の発生ガス分析の問題を全て解決！島津のノウハウを集結した

におい分析でお困りではありませんか？"におい分析"をレベルアップする
分析ノウハウと最新アプローチをご紹介！

MORE

MORE

MORE

分析機器を用いた潤滑油の評価

MALDI-MSによる不良品解析は、自動分析と判別ソフトで簡単に。MORE

MORE ASTM D5185に準じた潤滑油中の微量金属元素分析

発生ガス分析の最適なソリューション

GC/MS/MS法およびGC/QMS法を用いた
塗装くずのPCB含有量試験向けキットのご紹介

ASTM D7593に基づく潤滑油の燃料希釈率の分析

成分分析に関する装置･技術Webinar

MORE

MORE

MORE

製品詳細はこちら

故障解析･関連技術紹介

https://solutions.shimadzu.co.jp/form/ana/automotive.htm?_ga=2.81079824.648532519.1620263962-1936191721.1615760172&_gl=1*1wfe6d9*_ga*MTkzNjE5MTcyMS4xNjE1NzYwMTcy*_ga_DDS5PTVRPT*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS42MA..*_ga_53V4Z67S2G*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS4w
https://www.an.shimadzu.co.jp/uv/uv-iseries/index.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/jasis2018-02.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/jasis2018-02.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_14.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0906uv.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/uv004_2005.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_14.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0906uv.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/uv004_2005.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/uv003_2005.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/uv003_2005.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/uv002_2005.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/uv002_2005.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/uv001_2005.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/uv001_2005.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/uv/uv-iseries/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/gcms/py-screener.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ms/maldi8020/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/gcms/py-screener.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ms/maldi8020/index.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/solnavi/n/webinar/20180509.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/solnavi/n/webinar/20180509.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0904gcms.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_06.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/gcms001_2007.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/oil01.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/oil03.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/oil01.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_20.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_20.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/oil04.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/oil04.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0904gcms.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/gcms001_2007.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/oil03.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0904gcms.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0904gcms.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_06.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/uv/uv-iseries/index.htm
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表面分析･観察･解析

表面分析･観察･解析に関する技術Webinar

【EPMA】続々公開中！高感度･高分解能のEPMAならではの最新分析例を一挙ご紹介

【SPM】SPMは簡単！便利！表面の情報を得るためのSPM活用術

MORE

MORE

MORE 【XPS】XPSによる表面分析の基礎と分析事例の紹介

【XPS】XPSによる表面分析の基礎･化学結合状態解析と分析事例の紹介MORE

MORE 【化学状態解析】リチウムイオン電池正極材料向け化学結合状態解析システム Xspecia

製品詳細はこちら

走査型プローブ顕微鏡
SPM-9700HT

製品詳細はこちら

電子線マイクロアナライザ
EPMA-8050G

製品詳細はこちら

イメージングX線光電子分析装置
KRATOS ULTRA2

熱分析

製品詳細はこちら

熱分析装置 表面分析･観察･解析に関する技術Webinar

材料評価のカギを握る熱分析の事例紹介MORE

熱分析－材料解析に役立つ事例をご紹介します。MORE

故障解析･関連技術紹介

https://solutions.shimadzu.co.jp/form/ana/automotive.htm?_ga=2.81079824.648532519.1620263962-1936191721.1615760172&_gl=1*1wfe6d9*_ga*MTkzNjE5MTcyMS4xNjE1NzYwMTcy*_ga_DDS5PTVRPT*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS42MA..*_ga_53V4Z67S2G*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS4w
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_12.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_23.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_12.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_23.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/xps_202007.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/xps_202007.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_18.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_18.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/xspecia_202008.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/xspecia_202008.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/spm/spm/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/spm/spm/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/epma/8050g/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/xps/dld/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/epma/8050g/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/surface/xps/dld/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ta/ta.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/ta/ta.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0904ta.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/0904ta.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_09.htm
https://solutions.shimadzu.co.jp/cgi/ac?cmd=1&url=/solnavi/s/webinar/202011_09.htm
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Information

自動車･輸送機器の研究開発･品質管理において
革新を支える島津のソリューション

SHIMADZU自動車バーチャル展示会
～カーボンニュートラルの実現に向けた次世代の技術開発を支える～

自動車を取り巻く技術は、安全性･快適性の向上、環境への影響軽減などを

目指して、日々技術革新が行われています。また、モノづくりの現場にお

いても、信頼性のある自動車部品をいかに早く、安くつくるかの競争が、

さらに熾烈になってきています。それに伴い、自動車の各種評価や性能の

評価においても部品単位だけでなく、モジュール単位へと移行し、より高

度な分析･検査･試験が必要となっています。

ここでは、当社が長年にわたって製作してきた各種自動車部品･材料など、

自動車に関わるさまざまな評価機器をご紹介いたします。

カーボンニュートラル実現に向けた電動化、電池、軽量化、MBD活用など

の開発には正確な課題把握が必要です。島津製作所は機械特性評価から構

造観察、化学･金属特性評価に至るまで、課題把握に有効な評価技術を幅広

く提供して自動車産業界の変革を支えています。課題把握に有効な評価装

置と評価手段をご紹介します。また、最新評価技術や評価ノウハウの

Webinarや技術資料も多数紹介しております。

また、試験･計測･分析装置のお問い合わせや評価相談がございましたらお

気軽にお問合せ下さい。

動画を視聴する

自動車バーチャル展示会紹介映像

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。

治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

https://solutions.shimadzu.co.jp/form/ana/automotive.htm?_ga=2.81079824.648532519.1620263962-1936191721.1615760172&_gl=1*1wfe6d9*_ga*MTkzNjE5MTcyMS4xNjE1NzYwMTcy*_ga_DDS5PTVRPT*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS42MA..*_ga_53V4Z67S2G*MTYyMDI2Mzk2MS4xLjEuMTYyMDI2NDc0NS4w
https://www.an.shimadzu.co.jp/topics/automotive/movie.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/topics/automotive/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/apl/automotive/index.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/topics/automotive/movie.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/general/contact/branch.htm

