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連 絡 事 項 

 

１．開催日程 

 

平成１８年１０月１９日（木）  

特別講演・技術報告 １３：００～１７：３０ 

懇親会 １８：００～２０：００ 

平成１８年１０月２０日（金）  

技術報告  ９：００～１５：００ 

 

２．会 場 

 

広島大学 学士会館 二階 レセプションホール 

懇親会会場  北第1福利会館 2階 

 

３．受 付 

 

１）場 所 学士会館 二階 レセプションホール 

２）時 間 １０月１９日（木）１２：００～ 

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３０分で行います。 

技術報告 発表２０分、質疑応答１０分 

開始時間はプログラムを参照して下さい。 

 

 

＊広島大学では指定された場所以外全面禁煙となっております。 

学士会館では1階ロビー1箇所のみとなります。あらかじめご了承ください。 

＊会場の事など不明な点がありましたら、赤い名札の実行委員（協力員）にご遠慮なくお尋ね下さい。 

 

実行委員長 南 治志 理学部等部門 機器・試料製作技術班長 

実行委員 新谷博志 〃 機器・試料製作技術班 

 〃 佐藤 勇 〃    〃 

 〃 藤原雅志 〃  〃 

協力員 石佐古早実 〃 技術長 

 〃 村中正志 〃 機器・試料製作技術班 

 〃 石飛義明 〃    〃 

 〃 浅田竜也 〃    〃 

 〃 岡本和也 〃    〃 

    

 



プ ロ グ ラ ム 

 

１０月１９日（木） 《開 会》 

 

12:00 参加者受付  

13:00 挨拶 技術センター代表 向井副統括 

13:05 挨拶 ガラス工作技術シンポジウム実行委員長 南 治志

 

【特 別 講 演】 

13:10- カリフォルニア大学リバーサイド校における 

技術職員の状況など 

 理学研究科 有機典型元素化学 山本陽介教授

 

【技 術 報 告】 

  座長 広島大学技術センター 新谷博志

  

1) 14:00-14:30 ホットウォール法による InAsSb 結晶成長のための 

  アンプル作製 

  静岡大学 電子工学研究所 百瀬与志美

  

2) 14:30-15:00 理化学ガラス製品の製図環境開発と今後の展望 

  東北大学 多元物質科学研究所 齋藤雄二

  

3) 15:00-15:30 OKAMOTO 製円筒研磨機 OGM-225EX の紹介 

  東北大学 理学研究科・理学部 澤田修太

  

15 分休憩 

【技 術 報 告】 

  座長 名古屋大学 野田敏昭

   

4) 15:45-16:15 東北大学多元物質科学研究所・ガラス工場との 

  技術交流の報告 

  東北大学 理学研究科・理学部 扇 充

  

5) 16:15-16:45 Ｏ-リングガラスコックの製作 

  富山大学 理学部 岩城廣光

  

6) 16:45- 多角形ガラスの製作実演と機器の紹介 

  広島大学 技術センター理学部等部門 藤原雅志

 

 

【懇 親 会】 

18:00-19:45 北第 1 福利会館 2 階 

各ブロックの行事報告・会長選出について 



 

 

１０月２０日（金） 

【技 術 報 告】 

  座長 広島大学技術センター 佐藤 勇

  

7) 9:30-10:00 シリコンウェハー反応容器について 

  大阪大学 産業科学研究所 松川博昭

  

8) 10:00-10:30 大型ガラス旋盤の導入とその成果 

  大阪大学 工作センター 山口周宏

   

9) 10:30-11:00 自作によるガラス細工用機器及び工具 

  富山大学 工学部 藤岡和典

  

10) 11:00-11:30 インターンシップ実施の紹介 

  東北大学 多元物質科学研究所 鈴木昭夫

  

11) 11:30-12:00 総合文化祭における工作技術提供 

  弘前大学 理工学部 堀井智実

  

昼休憩 

 

【技 術 報 告】 

  座長 広島大学技術センター 南 治志

  

12) 13:15-13:45 ガラス製品加工におけるアスベスト代替品の評価（経過報告）

  東北大学 多元物質科学研究所 工藤友美

  

 

【協 議 事 項】 

13:45-14:15 協議事項 

次期開催地について 

CONNECT の今後の方針について 

 

 

 閉会式 

15:00 解散 

 

《閉 会》 



【特別講演】 

 
 

カリフォルニア大学リバーサイド校における技術職員の状況など 
 
広島大学大学院理学研究科化学専攻教授 

山本陽介 

 

 現在共同研究を行っているカリフォルニア大学リバーサイド校を、９月中旬に訪

問し、講演する機会を得たので、時間の合間に技術職員についての状況などを聞き

取り調査した。 

 カリフォルニア大学リバーサイド校は、アメリカの中で広島大学と同程度のラン

キングと見なせるトップクラスの研究力をもつ大学であり、これからの技術センタ

ーのあり方についての参考になる可能性があると考えたからである。 

 はっきり言って、アメリカと日本では、教員のシステムそのものもかなり大きく

違っており、また、技術職員のなかに機器専門の職員（測定や保守）がいるなど、

異なる面が多すぎるような気もするが、そのあたりも含めてできるだけ全貌を紹介

したい。 

 

 

 

      山本 陽介 

      Yamamoto Yohsuke 

      1982 年東京大学大学院理学系研究科 

      化学専攻博士課程修了，広島大学理 

      学部助手，1990 年助教授，2001 年 

      より現職。この間，1989-1990 年 

       Vanderbilt 大学博士研究員 

       専門分野：有機典型元素化学 

 

 



ホットウォール法による InAsSb 結晶成長のためのアンプル作製 

静岡大学電子工学研究所  ○百瀬与志美、早川泰弘 

 

 テレビやビデオのリモコン、有害ガスの漏れを検知するセンサー、人や物の温度を視覚的に表

すサーモグラフィなどはすべて赤外線を利用した製品・装置である。これらの製品の高性能化は

私たちの生活をより豊かにするために非常に重要であり、赤外線受光・発光デバイス材料の研究

は現在も盛んに行われている。 

 

 InAsxSb1-xは As と Sb の組成比を変化させることにより、吸収端波長を 3.5～12µm の間で制

御できる。そのため、中赤外光検出器として主流となっている HgCdTe に変わる材料として非常

に有望である。 

 

本研究では InAsxSb1-x 結晶を成長させ

る方法としてホットウォールエピタキ

シー（HWE）法を用いた。HWE 法は気相

成長法の一種であり、有機金属を用いな

いで金属単体を原料にできるため、カー

ボン等による汚染が少なく、熱平衡状態

に近い状態で結晶成長が行われるため、

高品質な結晶を作製できる。 

 また、超高真空や特殊ガスを必要とし

ないため、分子線エピタキシー法や有機

金属気相成長法に比べ、装置を安価に作

製できる利点がある。 

 

 今回、HWE 法による InAsSb 三元混晶

半導体の組成制御と高品質化の研究の

ため、成長用アンプルの制作および改良

を行ったのでこの過程と研究成果の一

部を報告する。 



理化学ガラス製品の製図環境開発と今後の展望 

東北大学多元物質科学研究所○齋藤雄二、山内清語、鈴木昭夫、山田弘、工藤友美 

 

ガラス実験器具や装置が多種多様に使用されている大学において、学生や研究者が自らその

設計や製図を行うことが一般的である。しかし、学生や研究者が設計し描いた図面は、誤った

もの・わかりづらいものや見づらいものが数多くあり、製作者はスムーズに製作に進むことが

出来ない。その一因は、ガラス製品の製図の難しさ（曲面の多さなど）や製図の知識不足、CAD

の使いにくさやわかりにくさにあると感じている。 

そこで、学生や研究者を対象に現在の製図環境調査を行い簡便に製図が行える環境づくりを

試みた。その過程について報告する。また、展望として、製作過程を図面化し，再依頼時の製

作確認や他機関ガラス技術者の方々との技術交流・提供を行っていきたいと考えている。 



OKAMOTO 製 円筒研磨機 OGM-225EX の紹介 

東北大学理学研究科・理学部硝子機器開発・研修室 澤田 修太 

 

 平成１２年度に摺り合せ加工に使用する摺り棒の補正研磨を目的として硝子機器開発・研修室

で導入した OKAMOTO 製 円筒研磨機 OGM-225EX の紹介をします。簡単な機能説明や使用環

境の説明、また、刃の部分を変える事で硝子加工も可能なので実際にこの研磨機を使用して製作

した硝子機器の紹介も合わせて発表したいと考えています。 

 

       

       



東北大学多元物質科学研究所・ガラス工場との技術交流の報告 

東北大学理学研究科・理学部硝子機器開発・研修室 扇  充 

 

平成１７年６月１６日から１２月１５日までの間、私は多元物質科学研究所・ガラス工場の工

藤友美氏と職場を交換する事になりました。その目的は多元物質科学研研究所・ガラス工場の日

常のさまざまな業務を通して理学研究科・硝子機器開発・研修室で経験する事のない技術の習得、

ガラスへの知識を学び、理学研究科・硝子室に戻った折にはその成果を生かし、理学研究科に反

映させるという事でありました。この他に例のない技術職員同士の６ヶ月間という長期に渡る技

術交流について報告をします。 

 

 



Ｏ-リングガラスコックの製作 

富山大学理学部ガラス工作室 岩城廣光 

 

 ガラス製の真空コックは各種真空実験研究装置等に数多く使用されているが、製作するにはコ

ックの胴（枕）、栓、つまみ等の成型加工や接続管の溶着、封じ込み等の高度なガラス工作技術が

必要であり、真空摺り合わせ作業にも熟練と経験を要する手摺りで作られ、時間も多く掛かる。

Ｏ-リングとテフロンを使用したＯ-リングコックはガラス製真空コックに代わるものとして多種

類市販されているが、今回製作したガラス製Ｏ-リングコックはガラス棒にＯ-リングを固定し、栓

の開閉には真鍮製のネジを利用したものである。カーボン治具の製作とＯ-リングを固定するガラ

ス棒の成型加工手順及び創意工夫について報告をする。 

 

 

 

写真．１２㎜管Ｏ‐リングコック及び２０㎜管Ｏ‐リングコック 

 

 



多角形ガラスの製作実演と機器の紹介 

広島大学技術センター理学部等部門 藤原雅志 

 

 現在、実用されている角型ガラス製品の製作法は次の三つに大別される。 

１）ガラス板を必要な大きさに組み立て、コーナー部を溶融する。 

２）ガラスハンダを用いて接着する。 

３）特殊接着剤を用いて接着する。 

以上のうちでは、１）の方法で製作したものが実用的にはもっとも良いが、工程上はもっとも

難しい。ガラスハンダ法はハンダ材料の開発も含めて色々と問題が残されている。また、接着剤

法は工程からいえばもっとも容易であるが、一般に耐溶剤性を考えると決定的な欠点をもってい

る。 

一方、実際の使用、特に学生の教育上の使用にとって、１）の方法で製作したセルはとても高

価である。また、発注から納入までには長時間を要するという現実は、作業上の困難さを考えれ

ば急には打開できないだろう。 

以上の現実と作業上の困難さの改善や異形ガラス管の需要の増加から、広島大学では接着の必

要性なく多角形ガラスを製作する方法を開発・改良してきた。 

これまでにも多角形ガラスの製作に関しては何度か発表があった。その説明で、理論や方法に

ついて、頭の中では十分に理解していただけていると思う。しかし、これまでのデータだけでは

伝わっていないものもたくさんある。そこで今回は、製作実演しながらガス炉の構造や改善点、

これからの課題などを説明する。併せて、当工作室で使用している機器の紹介をする。 

 



シリコンウェハー反応容器について 

大阪大学産業科学研究所 松川博昭 

 

今回報告するシリコンウェハー反応容器は硝酸溶液を沸騰させウェハー表面に SiO2 の薄膜を

生成させる装置で、今までの生成方法（電気炉を用いた）より低い温度で反応させられる装置で

す。 

昨年（２００５）１０月よりシリコンウェハーのホルダー作りの依頼が始まり、今年（２００

６）６月まで、各サイズ（φ１５０円板、５０・２０・１０㎜角）のホルダーの設計・製作およ

び改良を行いました。 

今回はその中の５０㎜角と２０㎜角のホルダーを含んだシリコンウェハー反応容器の製作手順

などについて報告します。 

 

 

今回報告する反応容器 

  

    ２０㎜角ウェハーホルダー付         ５０㎜角ウェハーホルダー付 

 



大型ガラス旋盤の導入とその成果 

大阪大学工作センター硝子工作室 ○山口周宏、林樹一郎、永原健嗣、坂口 明 

 

大口径のガラス管の加工や、精度が要求される加工にはガラス旋盤が用いられる。大阪大学工

作センターの硝子工作室では、工作センター設立当初から設置している主軸通し穴径φ200mm の

ガラス旋盤を含め2台設置していたが、年間100件以上のガラス旋盤を用いた依頼業務において、

次のような問題が生じている。 

① チャック間の距離や主軸通し穴径の大きさに関する制限で、長尺や大口径のガラス器具の

製作に対応するのに難しい場合がある。 

② バーナー台（ベッド面）と主軸中心までの距離が短いため、大型ガラス器具の加工に対し

て、作業工程でのバーナー台上下方向の移動距離の確保が難しい。また、横手方向におけ

る加工距離も短く、加工に制約を受ける。 

上記のような問題点を解消し、依頼者の要望を達成するために、主軸通し穴径φ250mm で現有の

ガラス旋盤よりも大きな写真 1 の大型ガラス旋盤（理研製綱製 RGL-250-SR）を新しく導入した。 

今回の技術発表では、新しいガラス旋盤を導入するに至った経緯と導入した事によるこれまで

の成果などについて述べる。 

 

 

 

写真 1.新しく導入した大型ガラス旋盤 写真 2.大型ガラス旋盤による 

大口径魔法瓶製作作業風景 



自作によるガラス細工用機器及び工具 

富山大学工学部 藤岡和典 

 

はじめに 

 昭和 41 年、私が通い始めた富山大学工学部は高岡市にあり、その工学部が現在の富山市五福へ

移転をしたのは昭和 60 年でした。それまで高岡での私は、化学工学科の講座の一員であり、ガラ

スの仕事は工学部全体として、また講座の技官としての仕事も行った。ガラス加工は広い実験室

の片隅を仕切ってもらった部屋で行った。内容はバーナーだけの手仕事であり、部屋の隅には小

さなコンプレッサーと自作の平盤と摺合わせ一体型の加工機やこれも自作のローラー台だけでし

た。 

 移転に伴い、実習工場にガラス加工室が出来、またガラス旋盤を購入したことなどから、これ

までにない依頼仕事がくるようになった。また加工内容に合った治具も必要となる。 

 ここで、自分なりにこれまで作成し、使用してきた機器や治具などを紹介します。 

 

 

A・ローラー台の製作（昭和 53 年） 

 

B・平盤と摺合わせ用加工機の製作（２台目昭和 60 年） 

 

C・ガラス旋盤用工具の製作 

  

D・その他の工具の製作 

 

E・天然ガスと保護メガネ 

 



インターンシップ実施の紹介 

東北大学多元物質科学研究所 ○鈴木昭夫、山田弘、工藤友美、齋藤雄二 

 

現在、国立大学法人化後の新採用は、大学卒者を対象とした法人試験により採用者を決める制

度になっている。しかし、工場＝「もの作り」という職場にあっては自立までに数年の期間を要

するため採用に当っては高校新卒の人材が最もふさわしい。このため、昨年度から多元研技術室

では高卒者を採用出来るように法人側に要望してきた。その結果、昨年この要望が認められ協議

採用という道がひらけた。多元研ガラス工場では、平成 19 年度に 1 名を採用する予定になってお

りＰＲも兼ねて今年 3 月インターンシップを実施した。 

今回実施したインターンシップについて、準備段階から実施に至るまでについて紹介します。 

 

 

 



総合文化祭におけるガラス工作技術提供 

弘前大学理工学部 ○堀井智実、荒木宏孝、藤嵜里美 

 

要旨

 毎年 10 月下旬，弘前大学では「総合文化祭」と称して大学祭が行われており，その期間，

各学部，付属施設では一般の方々を対象としたイベントが行われている。理工学部では「楽し

い化学」「サイエンスの招待」というイベントが行われており，各学科や研究室が様々な企画

を催している。私が所属している理工学部教育研究支援室でも技術職員が中心となって企画を

催しており，その際に多少ガラス工作の技術提供をしている。今回は過去 3 年間の「総合文化

祭」での活動内容を報告する。 

 

 

1．各年の催し物 

理工学部教育研究支援室の企画として初めてイベント参加した平成 15 年から平成 17 年ま

での過去 3 年間の催し物について述べる。 

 

 

１－１  平成 15 年「ペットボトルで単眼顕微鏡を作ろう」 

これは一般の方々に簡単なガラス細工とペットボトルを用いた工作を行ってもらい，顕微鏡

を作ろうという企画である。 

 

１－２  平成 16 年「銀色にかがやくりんご」 

これは数種類の薬品を用いて銀鏡反応（銀メッキ）を体験してもらおうという企画である。

ここでの技術提供は銀メッキをさせるためのガラス容器を作ることであったのだが，普通に容

器を作っても面白味に欠けるので，青森県の特産物であるりんごをモチーフにして容器を作る

ことになった。 

 

１－３  平成 17 年「ガラスの中の花束」 

これはシリカゲルと電子レンジを用いて短時間でドライフラワーを作ろうという企画であ

る。ここでの技術提供はドライフラワーを封入するためのガラス容器を作ることであった。青

森県弘前市といえば，「ねぷた祭り」が有名ということで「金魚ねぷた」というねぷたをモチ

ーフにした容器を作ることになった。 



ガラス製品加工におけるアスベスト代替品の評価 

東北大学多元物質科学研究所 工藤友美 

 

 ガラス加工において、パーツを支える足場（持ち手）となるガラス治具との間にアスベストを

入れることで、摺り状（または透明）のガラス面を傷つけず双方が熱で密着することなく保持す

ることができる。アスベストはガラス表面を保護し汚すことなく溶着時の高温に耐えるため、熱

加工を容易にする。しかし、人体への悪影響からアスベスト使用を止めた現在、アスベスト代替

品の耐熱材料を使用したガラス製品製作に大変不便さを感じている。今のところ代替品として高

温時にガラス表面を汚してしまうものや、柔軟性がないため溶着時に十分な支えにならないもの

しかなく、ガラス器具製作に支障がでてきている。これらのガラス器具製作を安全・スムーズに

行うために、アスベストに代わる耐熱材料を見つけることが必要である。このためには、使用可

能な材料についての特性・利便性を調査しデータをまとめる研究が重要であり、これが本研究の

目的である。 

 本研究調査にあたり、全国のガラス工作技術者が持つアスベスト代替品の情報を数多く得るこ

とができた。代替品についての情報交換と、アンケート集計など、これまでの途中経過を報告す

る。 

  
本研究は、平成１８年度科学研究費補助金（奨励研究）に採択されました。 

これからの課題 

1． アンケートやシンポジウムで得た情報をもとに、耐熱材料を購入し実際にガラス加工に使用

してみる。 

2． 実際の耐熱温度や加熱後の材料の状態・ガラスへの影響を評価する。この際、作業温度の精

密計測や、ビデオ撮影、写真撮影で多くのデータを残す。 

3． 各種耐熱材料の特性や利便性をまとめる。 

4． Web ページに本研究で得たデータと技術報告を掲載する。 



参 加 者 名 簿 

 

氏    名 所     属 

竹内 大登 北海道大学 理学研究科 

菅野 孝照 北海道大学 理学研究科 

堀井 智実 弘前大学 理工学部 

柴崎 正行 東北大学 理学研究科・理学部 硝子機器開発・研修室 

扇     充 東北大学 理学研究科・理学部 硝子機器開発・研修室 

澤田 修太 東北大学 理学研究科・理学部 硝子機器開発・研修室 

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 

齋藤 雄二 東北大学 多元物質科学研究所 

長谷川 和寿 宇都宮大学 地域共生研究開発センター 

百瀬 与志美 静岡大学 電子工学研究所 

岩城 廣光 富山大学 理学部 

藤岡 和典 富山大学 工学部 

野田 敏昭 名古屋大学 

夏目 秀子 名古屋大学 

榊原 俊作 産業技術総合研究所 中部センター 

吉田 あゆみ 京都大学 

堀井 一孝 大阪市立大学 

中原 啓晃 大阪市立大学 

山口 周宏 大阪大学 工作センター 硝子工作室 

松川 博昭 大阪大学 産業科学研究所 

渡辺 一功 大阪府立大学 

佐藤 幸吉 濱田特殊硝子(株） 

元重 正洋 サンクオーツＣＦ（株） 

熊谷 宜久 神戸大学 工学部 

植木  隆 （有）村上製作所 

村上 朋芳 （有）村上製作所 

南  治志 広島大学 技術センター理学部等部門 

新谷 博志 広島大学 技術センター理学部等部門 

佐藤  勇 広島大学 技術センター理学部等部門 

藤原 雅志 広島大学 技術センター理学部等部門 



 

ＪＲ山陽本線を利用する場合 

• ＪＲ西条駅前からバス「広島大学」行に乗り，「広大中央口」バス停で下車します。 

(バス時刻表：所要時間 20 分)  

• ＪＲ八本松駅前からバス「広島大学」行に乗り，「広大中央口」バス停で下車します。 

(バス時刻表：所要時間 20 分) ※バスの便数は，西条駅からのほうが多いです。  

山陽新幹線を利用する場合  

• 新幹線東広島駅前からバス「広島大学」行に乗り，「広大中央口」バス停で下車します。 

(バス時刻表：所要時間 15 分)  

• 新幹線広島駅で下車し，ＪＲ山陽本線で西条駅まで来る方が早い場合もあります。  

• タクシー利用（約 2000 円)  

広島空港を利用する場合  

• ＪＲ白市駅までバスで行き，そこからＪＲ山陽本線で西条駅まで来ます。西条駅から 

バス「広島大学」行に乗り，「広大中央口」バス停で下車します。  

高速バスを利用する場合  

• 広島バスセンターから，広島大学行きの高速バス(グリーンフェニックス)が１日 15 往復 

運行されています。広島市内の停留所は「広島バスセンター」「不動院前」「中筋駅」 

です。そのバスに乗り，「広大中央口」バス停で下車します。  

交通アクセス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東広島地区マップ 

広島大学 東広島キャンパスマップ

アカデミック地区-バス停「広大中央口」周辺拡大図

シンポジウム会場

懇親会会場

バス停「広大中央口」 

東広島市鏡山一丁目（代表）(082)-422-7111


