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　一般財団法人東海技術センター（略してＴＴＣ）専務理事の内山圭祐です。

　日頃、皆様には大変お世話になっております。この場を借りまして、厚く御礼申し上げます。

　昨年は、世界中に新型コロナウイルスの感染が拡大し、疾病者の対応だけでなく様々な事業の停滞によ

る景気後退が起こり、本当に大変な年であったと思います。

　ＴＴＣでは、2月時点で緊急の安全衛生委員会を開催し、対人営業の抑制、グループや個人レベルでの

感染対策の徹底を開始しました。幸いにして、感染者の発生やお客様にご迷惑をおかけするような事態は

発生しておりませんが、事業活動には少なからぬ影響が生じています。

　一方、「ピンチをチャンスに」、「問題は外部でなく内部にある」を合言葉に、今だから出来る取り組みのひ

とつとしてお客様視点の内部研修を強化しました。先日も、新人分析技術者が屋外での環境調査の研修を
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行い、その研修報告を読む機会がありました。やはり人財が少しずつ成長していく

のは嬉しいもので、あとは上司がしっかりマネジメント力を発揮し研修成果を実際の

業務に反映させ、お客様に還元して参ります。

　今年の干支は「丑」です。丑はゆっくりと確実に歩を進めることで、縁起の良い喩

にもなります。ＴＴＣも人財をしっかり育て着実に成長していけるよう、そして社会が

少しでも早く回復することを祈念して私の新年の挨拶とさせていただきます。
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～①最新機器による事業の紹介～TopicsTopics
自動車内装材等からの揮発性有機化合物に係る試験

〔 フォギングテスター　・　マイクロチャンバー 〕

製品・部材等の成分分析

〔 ICP-MS/MS（Agilent 8800　・　8900） 〕

～②研究開発の紹介～
コンクリート構造物の損傷評価および補修評価に関して、
特許を２件出願！

①『構造物の損傷状態検出方法』 （特願：2020-171084）

②『充填状態の評価方法』 （特願：2020-175803）

　コンクリート構造物に生じたひび割れや損傷の深さについて，弾性波の一種

である“レイリー波”を利用して定量的に評価する新たな手法を発明しました。

　ひび割れ深さの評価法としては，超音波法など従来法がありますが，それらの

課題を克服した手法として期待できます。
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　概　要

　コンクリート構造物のひび割れ等補修では，エポキシ樹脂などの補修材料を

注入あるいは充填します。その補修材料が損傷部に適切に充填されているか否

かを定量的に評価する手法を発明しました。①と同様に弾性波の一種である

“レイリー波”の伝播特性を利用した新たな手法として期待できます。
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　概　要

M&I推進室 部門長　奥出信博　

（京都大学 インフラ先端技術産学共同講座　特任助教（出向中））

供試体を用いた基礎実験の様子

レイリー波の振幅分布と減衰量の概念図

TopicsTopics

　自動車内装材から放散された揮発性物質の影

響によるガラスの曇りを評価するフォギング試験

（ガラス霞み性試験）について、従来型の空気加

熱方式の設備増強に加え、ISO6452に対応した

フォギングテスター（オイル加熱方式の試験機）を

導入しました。

　また、自動車内装材からの揮発性有機化合物

の放散試験について、マイクロチャンバーを導入

しISO12219-3（マイクロチャンバー法）などにも対

応しています。 品質評価事業部

材料分析事業部

　ICP-MS/MS（ ICP質量分析装置）は、極微量

(pp t～ppm)の金属元素の分析に適した装置で

す。さらに、シングル四重極型ICP-MSに比べ、多

様な試料を容易且つ高精度に測定可能です。

　複数台保有しているICP-OES（ICP発光分光分

析装置）と併せ、電池材料、セラミックス、鉄鋼、

めっき、溶融スラグ、塗膜、高マトリックス試料、各

種環境試料（水、土壌、汚泥等）など、幅広い分析

に対応しています。



～ご依頼ニーズに応える分析室の拡充～

　TTCが進めるリノベーション計画の第二弾として、石

綿専用の分析室を新しく設けました。機能性が高く、よ

りクリーンになった分析室に見合うべく、石綿の分析・

調査に関する有資格者も増員し、ソフト・ハードの両面

から体制を強化しました。

　また、現在TTCで実施している、JIS A 1481-1法お

よび1481-2法による定性分析と、X線回折装置を用い

たJIS A 1481-3法による定量分析に加えて、新たに、

偏光顕微鏡を用いたJIS A 1481-4法による定量分析

の対応も可能となりました。

　これまで、従来の分析方法(JIS A 1481-3法)では

「定量不可」であったため、定量分析をお断りせざるを

得なかったお客様のご要望にもお応えできるようになり

ました。

　この度、GC/HRMS法への対応強化を目的とし分析室

のリノベーションを行いました。

　塗膜くず分析にて、お客様からのご要望が多かった

GC/HRMS法についても、自社で対応可能となりました。

　これにより、従来からの『低濃度PCB含有廃棄物に関

する測定方法（第５版）』による分析方法（GC/HRMS

法、GC/MS/MS法、GC/QMS法）に加え、顔料由来の

副生PCBについて、より詳細な分析も可能な『厚生省告

示第192号』（GC/HRMS法）の方法も対応できます。

　塗膜・廃棄物など高濃度試料に特化した分析室を整

備し、処理能力・受入キャパシティを向上させ、これまで

以上に多種・多検体の分析ニーズにお応えできる分析

体制となりました。

石綿分析室

ＰＣＢ分析室

これまでよりも多検体・短納期の分析に関するご依頼にも対応できるようになりましたので、
ぜひお気軽にご相談ください！

石綿（アスベスト）
分析室のご紹介

ＧＣ/ＨＲＭＳ法の対応
（高分解能質量分析装置）

（セントラルラボ/名古屋本所）　

（セントラルラボ/名古屋本所）　

強化 !

新生 !

enovationRenovationR

X線回折装置

高分解能質量分析装置



〒465-0021
名古屋市名東区猪子石二丁目 710 番地
　TEL：052-771-5161
　FAX：052-771-5164
　URL：http : / /www. t tc -web .com/

一般財団法人東海技術センター
《ハイパーラボ / 瀬戸試験所》
〒489-0977
愛知県瀬戸市坂上町 420-1

品質評価事業部
　TEL：0561-85-0384
　FAX：0561-56-1590

地盤環境・建材試験事業部
　TEL：0561-85-0214
　FAX：0561-85-0215

《三河試験所》
〒440-0081
愛知県豊橋市大村町字橋元 68 番地 1
　TEL：0532-57-7797
　FAX：0532-57-7798

《東京営業所》
〒104-0033
東京都中央区新川 1-3-21　
BIZ SMART 茅場町　208 号室
　TEL・FAX：03-6868-8832総務部・営業開発部・調査分析事業部・材料分析事業部

《セントラルラボ / 名古屋本所》

職員紹介 

営業開発部

大橋　菜々花
(おおはし ななか）

【担当業務】

お客様対応、

　　　　　　受付業務

2019年度入社

調査分析事業部

(むとう たくや）

【担当業務】

石綿（アスベスト）分析

2019年度入社

武藤　拓也 

Q

A

入社前と後でTTCのイメージは変わりましたか？

女性が多い職場と聞いて少し身構えましたが、皆
さん本当にいい人ばかりで毎日楽しく働けること
に日々感謝しています。

Q

A

仕事のやりがいを教えてください！

私は受付業務を主に担当していますが、受付した
ご依頼が問題なく報告書として完成していく所を
見た時にとてもやりがいを感じます。

～土壌（土壌環境基準及び土壌汚染対策法）～

法令改正

１）公布：令和2年4月2日

   「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」

   「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」など

２）施行日：令和3年4月1日（基準強化のため周知・準備期間を1年間設定）

３）主要な改正内容及び経緯

   カドミウム及びトリクロロエチレンについては、水道水質基準、水質環境基準、地下水環境基準の改正が

   平成22年頃から順次実施され、今回の土壌系の基準改正に至った。

①土壌の汚染に係る環境基準 ②土壌汚染対策法（一部抜粋） 土壌溶出量基準

＊）検査方法についてフレーム原子吸光光度法は除外

ickP up!ickP up!

改正前項目

カドミウム

トリクロロエチレン

0.01 mg/L 以下 0.003 mg/L 以下

改正後

0.03 mg/L 以下 0.01 mg/L 以下

改正前項目

カドミウム及びその化合物

トリクロロエチレン

0.01 mg/L 以下 0.003 mg/L 以下

改正後

0.03 mg/L 以下 0.01 mg/L 以下

IntroductionIntroduction

★2021年も、新型コロナの猛威に負けず、元気いっぱい“全集中”でいきます！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「モｵ～　自粛から解放されたい！」と願う丑年です。 （編集部）

Q 最後に一言！！

A 弊社では幅広い分析を行っております。お客様の
ご希望に添えられるよう、柔軟に対応させていた
だきますので、お気軽にお問合せください。

Q 入社前と後でTTCのイメージは変わりましたか？

毎日分析機器とにらめっこしているイメージでした
が 、 現 地 調 査 や 試 料 採 取 な ど 仕 事 が 多 岐 に わ
たっていることに驚きました。

A

Q 仕事のやりがいを教えてください！

私たちが提出する分析結果は、お客様の業務内
容や業務費用に大きく関わります。その分析の一
端を担っていることは責任重大で、非常にやりが
いを感じています。

子 供 が 起 き て い る う ち は 全 力 で 子 供 と じ ゃ れ あ
い、子供が寝た後は全力でお酒を飲むことです。

Q 気分転換の方法を教えてください！

A

A



を開催しました

        第
５回（令和２年度）

　TTCでは、平成28年度から職場環境充実の一環として、職員が一堂に

集い、安全衛生大会を行っています。各分野の安全衛生に関わる意識

の定着・向上を図ることで、職員の心身の健康を守ることを目的としてい

ます。

　今年度は令和2年9月29日に第5回安全衛生大会を開催しました。コロ

ナ禍の中、一堂に集うことはできませんでしたが、職員全体へビデオ配

信を行いました。法令を遵守し、労働災害防止に努め、心身ともに健康

で安心・安全に働ける快適な職場の更なる充実に向けて、万全の配慮と

不断の努力を行うことを表明しました。

安全衛生スローガン

『 まぁいいか　その一言が命取り　　高めよう　リスク管理とプロ意識 』

第1回（平成28年度）・第2回（平成29年度）

第3回（平成30年度）・第4回（令和元年度）

第5回（令和2年度）・第6回（令和3年度）

『 昨日（きのう）の作業を再点検
　 今日（きょう）の作業を再検討
　 明日（あした）の作業を再構築
　　　　　 めざせ職場のゼロ災害 』

TTCの安全衛生への取り組み

これまでの安全衛生スローガン

『 一日の始まりは　初心に戻って　安全確認　　慣れと過信は　危険をまねく 』

『 健康職場　気にかけよう　体の健康 ・ 心の健康 』

過去のスローガンも大切に！！

・安全パトロールの実施
・化学物質管理　　・健康増進
・職場環境整備　　・教育訓練
・防災/危機管理
・施設及び情報セキュリティ確保
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など労働安全衛生方針に基づいて取り組んでいます。

<安全衛生スローガン> 
昨日（きのう）の作業を再点検 
今日（きょう）の作業を再検討 
明日（あした）の作業を再構築 

めざせ職場のゼロ災害 

労働安全衛生マネジメントシステムの構築と維持向上 

機械・設備及び作業の安全衛生管理 

防災・危機管理（地震リスク） 

化学物質管理 

施設及び情報セキュリティ確保 

健康増進 

交通安全 

内部監査の実施と経営層による見直し 

教育訓練 

安全衛生方針の開示 

ＴＴＣ安全衛生方針 

安全衛生委員会 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

対象期間：令和2年10月～令和4年9月 

安全衛生大会
コロナ対策については2月に緊急の安全衛生委員会を開催し本格的に対応開始！

別紙特集



コロナ禍における対策及び働き方改革の推進

当センターでは最大限の感染対策を実施するとともに、ご来社いただくお客様に
マスク着用、検温・消毒などのご協力をお願いしております。

ポスターで意識向上、社内通知および報告による対応の徹底

飛沫対策に、事務所・受付等にアクリル板を設置

非接触型検温カメラ、手指消毒の設置

テレワーク導入、Web会議の推進などに伴うPCやモニター類の拡充

感染防止対策に係るポスター（社内掲示） 飛沫防止アクリル板

非接触型検温カメラ

Web会議用モニター

３６．５℃


