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連 絡 事 項

１．開催日程

平成１５年１０月２日（木）

特別講演・発表・討論 １３：００～１７：３０

懇親会 １８：００～２０：００

平成１５年１０月３日（金）

発表・討論 ９：００～１５：００

２．会 場

富山大学 理学部１号館１階

コラボレーションルーム（Ｃ１０４・Ｃ１０５）

懇親会会場 第２大学食堂

３．受 付

１）場 所 理学部１号館１階サブエントランス

２）時 間 １０月２日（木）１２：３０～

３）参加登録 参加者は受付にて登録を行い、名札を受け取り御身体にお付け下さい。

なお、登録の際に参加費（1,000 円）をお支払い願います。

懇親会に参加される方は、会費（4,000 円）をお支払い下さい。

４．発表時間

持ち時間一人２５分で行います。

技術報告 発表２０分、質疑応答５分

開始時間はプログラムを参照して下さい。

＊会場の事など不明な点がありましたら、赤いプレートの実行委員（世話係）にご遠慮なくお尋ね下さい。

実行委員長 岩城廣光 富山大学 理学部

実行委員 藤岡和典 〃 工学部

〃 高安勇吉 〃 〃

〃 高塚清文 〃 研究協力課

〃 豊本 勉 〃 総合情報基盤センター

〃 畑 篤 〃 〃

〃 山田純一 〃 〃

〃 増山照夫 〃 教育学部

〃 山田 聖 〃 機器分析センター

〃 赤丸悟士 〃 水素同位体科学研究センター



プ ロ グ ラ ム

１０月 2 日（木）

《開 会》

13:00 挨拶 実行委員長 岩城廣光

13:05 挨拶 富山大学・工学部教授 技術部長 袋谷賢吉

【特 別 講 演】

13:15-13:50 熱サイホン式雪発電

富山大学・理学部教授 対馬勝年

【技 術 報 告】

座長 岩城廣光

1) 14:00-14:25 廃塩化ビニルからの塩素ガス回収装置製作

静岡大学・電子工学研究所 百瀬与志美

2) 14:25-14:50 有機化学分野に関わる技術官としての基本的な

ガラス細工の技術修得

福井大学・技術部 漆崎美智遠

14:50-15:00 休憩

3) 15:00-15:25 理化学ガラス製品安全取扱について 視聴覚教材の開発

名古屋大学・理学部理学研究科 夏目秀子

座長 藤岡和典

4) 15:25-15:50 ガラス製熱サイホンの製作

富山大学・理学部 岩城廣光

【講 演】

15:50-16:45 ガラスの魅力

富山ガラス造形研究所教授

富山ガラス工房技術部長 野田雄一

16:45-16:55 休憩

【技 術 報 告】

5) 16:55-17:20 ガラスリング加工

日本原子力研究所 東海研究所・環境科学研究部 小原和弘

17:20-17:45 協議・連絡事項

【懇 親 会】

18:00-20:00 場所：第２大学食堂



１０月 3 日（金）

【技 術 報 告】

座長 松川博昭

1) 9:00-9:25 ミニターを用いたマイクロリアクター製作

大阪府立大学・工学部生産技術センター 渡辺一功

2) 9:25-9:50 ガラス工作における超音波加工

大阪大学・工作センター 山口周宏

9:50-10:00 休憩

3) 10:00-10:25 グラスバルーン II
アーチスト 江尻朝子

座長 山田 弘

4) 10:25-10:50 パイレックスガラスと工芸技法

富山大学・工学部 藤岡和典

5) 10:50-11:15 ガラス工作室の歩みと今後の動向

弘前大学・理工学部研究協力係 堀井智実

6) 11:15-11:40 平面摺り合わせジョイントの製作に関する試み

宇都宮大学・機器分析センター 長谷川和寿

11:40-13:00 昼食休憩

座長 野田敏昭

7) 13:00-13:25 特殊管径デュワ－の製作

広島大学・理学部特殊加工技術開発室 新谷博志

8) 13:25-13:50 ガラス製ジュワ瓶の保温効果について

東北大学・多元物質科学研究所 鈴木昭夫

9) 13:50-14:15 ＩＲ（赤外線吸収）セルの改良

神戸大学・工学部 野村憲司

座長 山口周宏

10) 14:15-14:40 パイレックス製円筒セルの製作

東北大学・多元物質科学研究所 斉藤雄二

11) 14:40-15:05 ワシントン大学での研修に参加して

東北大学・多元物質科学研究所 工藤友美

《閉 会》



【特別講演】

熱サイホン式雪発電

富山大学 理学部

対馬勝年

上端を雪解け水で冷やし、下端を加熱して熱サイホン内の揮発性媒体に位置エネルギーを与える。

落下する力でタービンを回し発電する熱サイホン発電の開発研究をガラス製熱サイホンと金属製の

大型装置を用いて行った。

同じ温度で加熱しても排気真空度を変えると蒸発速度が変わった。ダムに得られる位置エネルギ

ーを大きくするために、装置の上昇管を細くした。上部の液化部への噴射で断熱膨張が起こり、流

量が顕著に増大した。さらに、液噴射管を導入することで冷却用雪の 160 倍もの流れを作り出す

という顕著な効果を得た。

ガラス製装置は真空維持に好都合であり、内部で発生する現象や状況の観察に優れていた。本研

究では熱サイホン発電の概念をガラス製の模型で示し、その実験成果を大型装置に導入していくと

いう方法で研究を進めてきた。

媒体のフロリナートは洗浄剤にも使われるもので、グリースを溶かしてしまう。そこで、使用し

たニードルコックでネジ山が潰れて、機能しなくなる不便もあった。ガラス装置に焦点を絞りなが

ら、熱サイホン発電の研究経過と成果を紹介する。

対馬勝年（つしま かつとし）

Tsushima Katsutoshi

1943 年生まれ

地球科学科、地球圏物理学講座

1969 年 北海道大学大学院理学研究科修士課程修了

1987 年 富山大学理学部教授

専門分野：雪氷物理学



【技術報告】

廃塩化ビニルからの塩素ガス回収装置製作

静岡大学 電子工学研究所

○百瀬与志美 上野晃史 東直人

塩素を含まない廃プラについては、RDF やコークスなどの固体燃料化技術、ガソリンや重油な

どの液体燃料化技術、あるいは合成ガスに転換するガス化技術が完成している。また、廃虚ビなど

の塩素を含む廃プラであっても脱塩処理を適切に行えば、上記のリサイクル技術が適用できる。通

常は廃プラを 300-350℃に加熱して脱塩するが、このとき発生する塩化水素に生石灰微粒子や消

石灰スラリーを散布し、塩化カルシウムとして捕集したのち埋立てに供されている。技術的には問

題ないが、塩化カルシウムは、特別管理型廃棄物であるため埋立てに要する費用が高く、また塩素

イオンの溶出も危惧されるので、環境的には十分に安全な方法であるとは言えない。

排煙中の塩化水素を固定した塩化カルシウムから塩素ガスを回収できれば、塩化カルシウムを埋

立てに供する必要がなくなるのみならず、回収した塩素ガスを化学工業原料として有効に再利用で

きる。

本報告では、この塩化カルシウムからの塩素ガス回収技術開発過程における反応容器の製作につ

いて述べる。

有機化学分野に関わる技術官としての基本的なガラス細工の技術修得

福井大学 技術部

○漆崎美智遠 下村与治 森田俊夫

［目的］

派遣先の研究室では、有機化合物の合成や精製等に多くのガラス製の実験器具および装置を使用

しており、このため実験装置の作製や破損器具の修理が不可欠である。特に、ガラスは種々の性質

を有するため、その性質の知識を得ることは重要であるとともに、ガラスの性質に対応したガラス

細工の技術を学ぶことは必要である。この様なガラス細工の技術修得によって実験器具の作製や修

理が可能になる上に、業者に委託する不便や経費の節減になる。そこでガラス細工の基本的な技術

修得および「公開講座」で実施した「電子レンジを用いたガラス加工」について報告する。

［結果と考察］

ガラス細工において問題となるのは、加工するガラスの汚れであり、指紋も含め異物は完全に除

去する必要がある。ガラス細工は加工温度を出来るだけ低くして手際よく行い、加工部に歪がかか

らないように注意した。基本的なガラス細工の技術修得として環状封着（二重管）、環状管（主管

に対し側管の両端を封着）、封じ込み法によるリービッヒ冷却器および蛇管冷却器の作製に取り組

んだ。蛇管冷却器は、始めに芯金（銅製で手作り品）に外径 6mm のガラス管を弱い炎で加熱しな

がら等間隔で巻いてコイル状の内管を作り、その後封じ込み法により作製した。特に、コイル状の

内管の作製には巻き取る速さや炎の強さに注意が必要である。また、高沸点の有機化合物の精製に

用いられる分子蒸留装置専用の真空ラインの組み立ても試みた。コックとトラップは購入したが、

他の部品は廃物を利用し、装置はコンパクトに組み立てた。作製したラインの真空度は 2×10-

6mmHg に到達した。ガラス細工は、手際よく短時間に行うことが製品の出来上がりを左右すると

ともに、ガラス細工用の工具類の充実は必要であり、今回のようにバーナーとピンセットのみでは

細かい部分の作業が難しいことを痛感した。

この他、大学の構成の一員として、「電子レンジを用いたガラス加工」の体験・実習と題して親

子を対象に身近なガラスを題材にした「公開講座」をこれまでに独自に企画・運営しているので、

これら電子レンジによるガラス加工に関しても検討した。



理化学ガラス製品安全取扱について

視聴覚教材の開発

名古屋大学 理学部 理学研究科

○夏目秀子 野田敏昭

当ガラス工作室では、研究目的の遂行のため、独自のガラス器具や装置などを研究者と共に開発、

改良している。学生や若手研究者などのガラス器具や装置の取扱の状況としては、基礎知識不足、

装置の構造や仕組みの理解不足、また間違った操作手順をしている場合がある。このような状況で

は、ガラス器具や装置が実験に生かされないばかりでなく、破損や事故の原因となりかねない。正

しい取扱がされていないのは、手軽なマニュアルが少なく、学生や若手研究者が取扱い方を十分に

理解していないことが一因であると考えられる。

そこで、研究室におけるガラス器具や装置の使用状況の調査を行い、使用方法に間違いはないか、

破損させた原因は何かなどを明らかにする。その上で、正しい理化学ガラス製品取扱の視聴覚教材

（ビデオ）を制作し、理化学ガラス製品の基礎知識の理解と向上、及びガラス器具やガラス装置の

安全取扱に役立つ教材開発を目的とした。

ガラス製熱サイホンの製作

富山大学 理学部 ガラス工作室

岩城廣光

積雪地域にとって雪は雪害となり屋根の雪下ろし、道路の除雪などに多額の費用や労力がかかる。

また、我が国は火山列島であり地熱資源に恵まれていて多数の温泉がある。それらを有効利用して

雪を冷熱に地熱を熱源とした熱サイホン式発電の構想がある。今回、この発電原理を示したガラス

製熱サイホン模擬装置を製作したので、その制作方法等について報告する。

ガラスリング加工

日本原子力研究所 東海研究所 環境科学研究部

小原和弘

本加工例は、安全対策から実験台上の不安定な試料瓶をサポートするため、パイレックス外径１

０φ棒によるリング加工を紹介します。

工程としては、ガラス棒を巻きつける外径３００φドラム治具をガラス旋盤に固定し、ハンドバ

ーナーで蛇管巻きの要領で円周上に沿って巻き上げる。材料の長さの都合上、半円ずつ加工後、合

せて円形とした。さらに最終的には平面度修正のため、電気炉内で６２０℃×１５分間一定にした

状態で修正した。

今回の加工例は、精度，平面度を要求される場合はもっと別な方法が考えられるが、皆さんからの

アドバイスがあれば幸いと思います。



【講 演】

ガラスの魅力

富山ガラス工房技術部長

富山ガラス造形研究所教授

野田雄一

二十一世紀の富山は輝いて見えるだろうか。１９８０年代の富山は我が国の中で惑星のように光

の軌跡を発信していた。いや世界の芸術家たちにとっては魅惑の空間であった。

大胆に世界の現代美術を集めた富山県立近代美術館の運営や合掌の里、利賀村で国際演劇祭を

開催した鈴木忠志の活動など新しい息吹に包まれていた。

・ すばらしい人達との出会い

高校の美術の先生で今は岡山大学教授、上田久利さんとの出会いが、美術家志望の大きな転機

となる。徳島大学３年の時、同県出身の作家・瀬戸内寂聴さんに出会い、瀬戸内さんが郷里で開講

した私塾・寂聴塾第１期生となり同塾を終了。

「どちらの道を選ぶか、自分の人生に迷ったときは、自分が苦しむかもしれない方向を敢えて

選びなさい」瀬戸内先生のこの言葉が背中を押してくれた。その後、昭和６０年東京ガラス工芸研

究所卒業と同時に助手となり、翌６１年に富山市民大学ガラス工芸コース、講師として富山に着任

した。富山行きを勧めていただいた画家の斉藤真一さん、また富山に来たもののまだ炉もなく、能

登島の工房に通っていたとき氷見市の光照寺で引き合わせてもらった作家の木崎さと子さんをはじ

め、すばらしい出会いが幾たびもあった。

・富山のガラス

世紀を越えた今日では全国から学生が集まり、ガラス工芸の本場チェコやアメリカとの技術交

流などで国際的にも知られるようになった富山市のガラス工房の歩みは指導者として苦難の道に重

なる部分が少なくない。

１９８５年、全国に先駆けて開設された市民大学・ガラス工芸コースは富山市の生涯学習の一

環として設立され、ガラス工芸の技術とともに、自己表現の楽しさを受講者に目覚めさせた。

１９９１年４月、公立として全国唯一のガラス造形専門教育機関「富山ガラス造形研究所」が

開校。将来のガラス工芸、グラスアートを担う人材の育成が目的。

１９９４年４月、「富山ガラス工房」（財団法人 富山ガラス工芸センター）は、ガラス工芸

の地場産業化を目的とし、また多くの人達がガラス工芸と親しむ場となっている。

・縄文の夢の「越翡翠硝子」

ガラス工芸の指導者としての課題の一つは、ガラス工芸はなぜ「ｔｏｙａｍａ」なのか。自然

や風土、文化、歴史との関連で存在理由を問われる。国際文化には避けられない関門である。

五千年前の縄文時代に生まれた糸魚川地域の越（こし）の翡翠珠は日本海文化のシンボルとさ

え認識されており、平成１３年にその廃材を再利用した「越翡翠硝子」を開発、商標登録を得た。

人間はその存在を認識するとき、初めて存在する。デカルト的だが、言葉による思考のイメー

ジ化のモチーフを大切にする。いのちのはかなさを意識したときに、強力な想像力が噴出する。そ

の創造的人間の絆づくりが一番大切と思われる。

「実業之富山」平成１５年１月５日発行・野島清治『今を生きる』インタビュー記事より。



写真１ 超音波加工機 写真２ ガラス板の加工例

【技術報告】

ミニターを用いたマイクロリアクター製作

大阪府立大学 工学部 生産技術センター

渡辺一功

流路内に２液を流しマイクロ空間内の現象を利用した化学反応・物質生産のための部品となるガ

ラス製のマイクロリアクターをミニターを用いて加工、製作したので紹介する。

ガラス研削加工は自動数値制御を用いた加工機も販売されているが、高価かつ設置スペース的にも

大きいのが難点である。また本学でダイヤモンド工具を用いた加工の依頼も増加しており、それは

ガラスだけにとどまらずセラミック系材料の加工依頼も

増えてきている。

そこで数百μm 単位の加工を目標として、それに見

合った加工設備をいかに安価にを目標として、徐々に機

械の改良を行ってきたことで数百μm 単位の加工が省

スペースかつ、比較的設備投資を押さえた形で実現でき

た。

実際に機械が無ければ加工できなかったであろうマイ

クロリアクターを中心に加工設備、加工例を紹介してい

きます。

ガラス工作における超音波加工

大阪大学 工作センター

○山口周宏 坂口明 片山昌造 宮本浩之 藪田豊 中西規雄

石本正治 塩見昌弘 松下詔宣 西山雅弘 石塚守 吉川孝雄

当センターの硝子工作室が請ける工作依頼は、バーナーを使用した熱的加工によるガラス器具の

製作が主であるが、近年、ガラス板の切断・穴あけや通常の切削加工では困難なセラミックスなど

の難切削物の機械加工依頼が増加している。このような加工に対して超音波加工機（写真１）、各

種研削切断機、リューターなどで対応している。中でも超音波加工機は板材の穴あけや打ち抜き加

工をはじめとして様々な砥粒加工が出来るので幅広く活用している。現在のところ、加工できる穴

の直径と打ち抜きの直径はそれぞれφ0.5〜φ40、φ2〜φ38 の範囲であり（写真２）、特殊な加

工として多角形の穴加工や、微細なスリット加工も行っている。

ここでは、超音波加工機を使った加工を中心に、われわれの加工技術の現状を紹介する。



グラス バルーン II

アーチスト

江尻朝子

富山ガラス造形研究所卒業制作展２００２において、パイレックスガラスを素材にしたバルーン

の浮き上げに成功した。発表するにあたり自分が一番見てほしい事は、苦心して作製したバルーン

が実際に浮くという不思議さとおもしろさ、そしてガラスの新たな可能性を見ていただきたい。

パイレックスガラスと工芸技法

富山大学 工学部

藤岡和典

工学部実習工場内のガラス加工室で、依頼加工や、器具の修理、実験室での加工など、普段の仕

事の中で、ここ数年前よりパイレックスガラスに関する質問や見学に(学外より)訪れる人がいる。

なぜパイレックスでなければなど、今まで考えたこともなかったこと、経験したことなどを紹介し

ます。

ガラス工作室の歩みと今後の動向

弘前大学 理工学部

堀井智実

私は弘前大学に勤務しており、硝子工作室に配置されて、かれこれ 10 年以上になる。その間、

硝子工作室は様々な点で紆余曲折を経てきた。中でも、医学部から理工学部への異動してからの環

境の変化はめまぐるしく、硝子工作における運営の面で問題が生じた。しかし、その問題を通じて

新たな疑問や発見があり、それを踏まえることで考え出された問題の解決策を述べる。また、今後

起こり得る問題を提起し、それについての対策を述べる。

平面摺り合わせジョイントの製作に関する試み

宇都宮大学 機器分析センター

長谷川和寿

＜概要＞ 平面摺り合わせジョイントの製作依頼があり、いろいろ

試作し、実験に使用可能なものが製作できたので報告します。

＜製作＞ 製品（スリ：縦横 30mm×厚さ 1.8mm、枝管：径φ7mm

×10mm）

両端を軸出ししたパイレックス標準管φ40mm×30mm を用意

し、図のように、同φ7mm 標準管を前後左右に計４本Ｔ字溶接し

ます。次に、ダイヤモンドソーを使用して、このガラス管の上下の

軸をカットし、さらに縦に４等分カットします。バーナーによって、

湾曲している部分を広げて平にするとφ7mm 標準管の先端に約

30mm 角の板ガラスが溶接されたものができます。これに平面研

磨機を使用して平面スリを施し、さらに必要な大きさに角などをカ

ットして平面摺り合わせジョイントができあがります。

このジョイントをパイレックス管で製作した別の容器等に溶接し、

平面摺り合わせジョイント付き容器として利用します。

以上ですが、もっと精度の高い良い製作方法や、簡単に確実に製

作できる方法等がありましたら、是非伝授していただきたく皆様か

らのご意見を承りたいと思います。



特殊管径デュワーの製作

広島大学 理学部 特殊加工技術開発室

○ 新谷博志 藤原雅志

はじめに

通常デュワー瓶の製作はガラス管の規格に合わせて設計・製作することが一般的であるが，既存の実

験装置に合わせるため規格にない管径のガラス管を必要とするデュワー瓶である。

結果からの問題点

1） 内瓶デュワーは長尺（1275mm）でメッキ作業時の横倒し状態での内管の垂れ下がりが先端で

0.5mm あったので薄肉管を用いず標準管を使用した。

2） 外瓶デュワーの下部分のガラス管は規格外なので当大学で開発した製作法で対処した。また，隙間

をかせぐためガラス管の肉厚を薄くした。

3） 条件的に厳しい冬期でのメッキの工夫

ガラス製ジュワ瓶の保温効果について

東北大学 多元物質科学研究所 技術室

鈴木昭夫

液体窒素、液体ヘリウムなど冷媒容器として用いられてきたガラス製ジュワ瓶は、安価である

等の利点から大いに使用されてきた。ほとんどの機器は経年変化によりその性能の劣化を来す、ガ

ラス製ジュワ瓶も例外ではなく、主として真空度の劣化により、冷媒等の持ちが悪くなる。これま

で、上記のように真空度の劣化したものの引き直しを手掛けてきた、しかし、この時点での内部真

空度はどの程度になっているのかを知る術が無い。そこでこの度、新たにジュワ瓶を作り真空度に

よる液体窒素の減少関係と、メッキの効果について調べたてみたので報告する。



ＩＲ（赤外吸収）セルの改良

神戸大学 工学部

野村憲司

◎はじめに

著者の所属する研究室（触媒反応工学）に於いては触媒の性状を調べるために赤外線吸収を種々

の条件下にて測定をしている。その課程に於いて出されてきた研究者からの要望をセルの改良や真

空ラインの改良を行い提供してきたので報告を行う。

◎ｉｎ−ｓｉｔｕセルの改良

セルは研究者の要望により種々改良が重ねられ今日に至っているものと思われる。

今回提示しましたセルは最新とは言えません。しかしガラス細工の当事者である我々の共通認識と

して「この様なセルが使い勝手がよい」とのまとめが出来れば幸いである。

◎真空ラインの改良

移動可能・小型化

真空ラインを小型化しキャスターを付けた架台に組み込み測定部位にセットできる。

測定条件をガスの導入・排気、焼成温度設定など図４と組み合わせて重宝している。

図１ よく用いられる赤外分光々度計のセル

図２ 改良を加えたセル

図３ さらに改良を加えたセル

図４ 測定条件を変化することができるセル



パイレックス製円筒セルの製作

東北大学 多元物質科学研究所 技術室

○齋藤雄二 田中勇 鈴木昭夫 山田弘 工藤友美

円筒セルは、“コンパクトで光路幅は大きく”という要求がある。溶接での封着は面だれによ

るゆがみが出て光路が狭くなる。光学研磨、そして電気炉による圧着、この方法を使えば炎での加

工による面だれが一切見られず広範囲の平面を保ったセル

が得られる。しかしパイレックスの場合上昇する温度によ

りある程度のゆがみが出てくる。このゆがみを最小限にく

い止めるには精密な温度管理といくつかの工夫が必要とさ

れる。いままでこの方法によるデ−タを出しておらずその

場限りという製作であった。今回このシンポジウムに、そ

れらのデ−タといくつかの工夫そして失敗談などを報告す

る。また同様の仕事をされた方もおられると思いますので、

皆様からのご意見を承り、高品質の円筒セルを製作してい

きたいと考えております。

ワシントン大学での研修に参加して

平成１４年度東北大学教育・研究支援職員海外調査・研修

東北大学 多元物質科学研究所 技術室

工藤友美

東北大学教育・研究支援職員海外調査・研修は、

平成１０年度より毎年行われ本学の教育・研究支

援職員の国際的視野を広めるとともに、情報交流

を通じて学術交流協定校との多様な交流の活発化

を図ることを目的とし実施されている。

昨年度、私が参加したアメリカ・ワシントン大

学での研修のなかで、見学訪問してきた技術職員

のセクションとして Physics Shop 見学を中心に

報告する。

大学構内の風景



参 加 者 名 簿

所 属 部 局 名 前

北海道大学 電子科学研究所 技術部 太田 隆夫

北海道大学 触媒化学研究センター 長谷川 貴彦

北海道大学 大学院理学研究科 技術部 竹内 大登

北海道大学 大学院理学研究科 技術部 菅野 孝照

弘前大学 理工学部 研究協力係 堀井 智実

秋田大学 工学資源学部 材料工学科 田中 春美

秋田大学 工学資源学部 環境物質工学科 鈴木 浩巳

東北大学 理学研究科 硝子機器開発・研修室 柴崎 正行

東北大学 理学研究科 硝子機器開発・研修室 扇 充

東北大学 工学部 量子エネルギー工学科 硝子工場 赤間 長作

東北大学 多元物質科学研究所 鈴木 昭夫

東北大学 多元物質科学研究所 山田 弘

東北大学 多元物質科学研究所 工藤 友美

東北大学 多元物質科学研究所 斉藤 雄二

日本原子力研究所 東海研究所 小原 和弘

宇都宮大学 機器分析センター 長谷川 和寿

東京大学 生産技術研究所 滑川 敏夫

(有）桐山製作所 加藤 大介

(有）桐山製作所 ラフィーウッラーハーン

(有）桐山製作所 近藤 亮子

山梨大学 工学部物質 生命工学科 湯泉 正喜

静岡大学 電子工学研究所 百瀬 与志美

名古屋大学 理学部 理学研究科 野田 敏昭

名古屋大学 理学部 理学研究科 夏目 秀子

産業技術総合研究所 榊原 俊作

富山医科薬科大学 実験実習機器センター 恒田 則子

福井大学 技術部 漆崎 美智遠

福井大学 技術部 下村 与治

京都大学 人間・環境学研究科 吉田 あゆみ

大阪大学 工作センター 山口 周宏

大阪大学 産業科学研究所 技術室 松川 博昭

大阪大学 産業科学研究所 技術室 小川 紀之

濱田特殊硝子（株） 佐藤 幸吉

大阪府立大学 先端科学研究所 川野 忠士

大阪府立大学 工学部 生産技術センター 渡辺 一功

大阪市立大学 事務局 学術交流課 技術支援係 堀井 一孝

大阪市立大学 事務局 学術交流課 技術支援係 中原 啓晃

神戸大学 工学部 野村 憲司

広島大学 理学部 特殊加工技術開発室 ガラス素材応用部門 新谷 博志

広島大学 理学部 特殊加工技術開発室 ガラス素材応用部門 南 治志

広島大学 理学部 特殊加工技術開発室 ガラス素材応用部門 藤原 雅志

フリー 江尻 朝子

富山大学 工学部 藤岡 和典

富山大学 理学部 ガラス工作室 岩城 廣光



キャンパスマップ

1-1 事務局 11 黒田講堂 26 第三体育館

1-2 学生部（入試課） 12 ボイラー室 27 合併処理施設

2 保健管理センター 13 学生会館 28 工学部実験研究棟

3 人文学部 14 大学食堂 29 工学部管理棟

4 教育学部 15 第一体育館 30 第第第第二二二二大大大大学学学学食食食食堂堂堂堂（（（（懇懇懇懇親親親親会会会会会会会会場場場場））））

5 経済学部 16 第二体育館 31 工学部実習工場

6 理理理理学学学学部部部部（（（（シシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムム会会会会場場場場）））） 17 弓道場 32 工学部エネルギーセンター

7-1 人文社会系共通教育棟・学生部 18 武道場 33 地域共同研究センター

（学生課、厚生課、留学生課） 19 職員会館 34 機器分析センター

7-2 自然系共通教育棟 20 総合情報基盤センター 35 教育学部附属教育実践総合センター

7-3 総合研究棟 21 極低温量子科学研究センター 36 生涯学習教育研究センター

7-4 多目的ゼミナール棟 22 放射性同位元素総合実験室 37 留学生センター

8 附属図書館 23 水質保全センター

9 水素同位体科学研究センター 24 温室

10 車庫 25 動物飼育室

懇懇懇懇親親親親会会会会会会会会場場場場
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ンンンン
ポポポポ
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交通アクセス

富山市内地図

JR 富山駅から

市内電車 15 分 「大学行き」行き乗車 → 『大学前』下車

バス 20 分 「高岡駅」行き乗車 → 『富山大学前』下車

タクシー 15 分

富山空港から

バス 30 分 「富山駅」行き乗車 → 『総曲輪』下車（のりかえ） →

「高岡駅」行き乗車 → 『富山大学前』下車

タクシー 20 分 （約 8.5km）

高速道路から

富山 IC から 20 分 （約 8km）

富山西 IC から 15 分 （約 7km）




