播磨テストセンターのリフレッシュ
Harima Test Center Refurbishing
―設備の安全性と作業環境の改善―


Daisuke Tojima

テストセンターはユーザが^するプロセスにおいて12が4_か`かをabするために
Aな)cであるそのためさまざまなテスト'(をcえている/)cはユーザからdeさ
れるをfうためghにijテストができる)cであることがとくにAであるテスト
センターでは)cのgh

とk?@をlmしよりghにかつ_noくテストをおこなえるよ

うに)cのリフレッシュpqを.した
/rではリフレッシュしたテストセンターとテスト'(についてstする
A test center is an important facility because it enables end users to judge whether our test equipment
is useful for their production. For the purpose various equipment are made readily available in our test
center. More importantly it has to be a safe facility. Actual raw materials supplied by our end user are
processed as a witness test. We have just refurbished our test center so that safer and more effective
tests could be carried out by reviewing its safety and working environment. This report introduces the
refurbished test center and test equipment.
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