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連 絡 事 項 

１． 開催日程 

    

２． 会場 

  

３． 受付 

  

４． 発表時間 

  

※ 静岡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。 

  佐鳴会館付近では、正面生協南館入り口のみとなります。あらかじめご了承下さい。 

※ 不明な点がありましたら、下記電子工学研究所技術部実行委員（青い名札）にご遠慮なく 

  お尋ね下さい。 

 

平成２０年５月２２日（木）  

記念講演・技術報告 １３：００～１７：２０ 

学内見学 高柳記念未来技術創造館 １７：３０～１８：００ 

技術交流会 １８：００～２０：００ 

平成２０年５月２３日（金）  

技術報告  ８：４５～１２：００ 

企業見学 １３：００～１５：３０ 

シンポジウム       静岡大学浜松キャンパス 佐鳴会館会議室 

学内見学および技術交流会 高柳記念未来技術創造館 

企業見学         浜松ホトニクス株式会社 豊岡製作所 

１）場所 佐鳴会館 会議室 

２）時間 ５月２２日（木）１２：００～ 

３）参加登録 参加者は受付にて登録を行い、名札を着用して下さい。 

 技術交流会に参加される方は、会費（4,000 円）をお支払い下さい。 

持ち時間一人 30分で行います。開始時間はプログラムを参照してください。 

技術報告 発表 20分、質疑応答 10分 

実行委員長 百瀬 与志美 

実行委員 浦部 和雄（技術長） 

 〃 勝野 廣宣 

 〃 粟野  春之 

 〃 青山  満 

 〃 小山 忠信 

 〃 水野 武志 

 〃 平田  寿 

 〃 白鳥 硬次 

 〃 安間 義和 

 〃 中山 政勝 



プ ロ グ ラ ム 

 

５月２２日（木）  《開 会》 

12:00 参加者受付   

13:00 挨拶 静岡大学 理事・副学長 中村高遠  

13:05 挨拶 実行委員長 百瀬与志美 

 

【記 念 講 演】 

13:10-14:00 蛍光体研究とガラス工作  

 静岡大学 名誉教授 中西洋一郎  

 

【技 術 報 告】 

  座長 松川博昭  

   

1) 14:00-14:30 フローセルの製作について                    

  名古屋大学・全学技術センター  岡本久和  

   

2) 14:30-15:00 ＩＲ測定用セルの製作                      

  神戸大学・工学部  熊谷宜久  

   

 15:00-15:10 休憩 

   

3) 15:10-15:40 工芸から理化学ガラスへ  技術職員になって一年          

   東北大学・工学研究科 齋藤暢子  

   

  座長 百瀬与志美  

   

4) 15:40-16:10 東北大学１００周年記念文化貢献賞」記念品の製作  

  東北大学・理学研究科・理学部  柴崎正行  

   

5) 16:10-16:40 ガラス工作における機械加工の試行錯誤  

  宇都宮大学・地域共生研究開発センター  長谷川和寿  

   

6) 16:40-17:10 クリーンな製品を求めて  

  大阪大学・産業科学研究所  松川博昭  

 

【学 内 見 学】 

 17:30- 高柳記念未来技術創造館見学 

 

【技術交流会】  

18:00-20:00 場所：高柳記念未来技術創造館ホール  

  

 

 

 

 



 

 

５月２３日（金）  

【技 術 報 告】 

  座長 山田 弘 

   

7) 8:45-9:15 ３次元 CAD を用いたガラス工作技術の継承と設計支援教材の開発  

  東北大学・多元物質科学研究所  齋藤雄二  

   

8) 9:15-9:45 社会貢献策としてのガラス細工指導の実践  

  埼玉大学・総合研究機構技術部  徳永 誠 

   

9) 9:45-10:15 都市ガス（6C）による石英ガラスの加工  

  室蘭工業大学・ものづくり基盤センター  佐藤考志  

 10:15-10:25 休憩 

  座長 新谷博志  

   

10) 10:25-10:55 ガラス管による角皿の製作 

  弘前大学・理工学研究科 堀井智実  

   

11) 10:55-11:25 フッ酸による石英管内面のエッチング   

  東北大学・多元物質科学研究所  山田 弘 

   

12) 11:25-11:55 仕事における健康と安全提案 

  大阪府立大学・工学部生産技術センター  渡辺一功  

   

【協 議 事 項】 

 11:55-12:10 CONNECT 協議相談事項確認  

   次期開催地等について 

   

《閉 会》 

 

【企 業 見 学】 

 12:15- 静岡大学浜松キャンパス発  （バス車内で昼食）  

   

 12:55 浜松ホトニクス豊岡工場着  

   

 13:00- 工場見学  

  ２班から３班に分かれて  

  電子管の製作工程  ショールーム等見学  

   

 15:30- 浜松ホトニクス豊岡工場発 

   車中にて挨拶 解散 

   

 16:20 浜松駅着  

   

    16:40 静岡大学浜松キャンパス着  

 



   



【記念講演】 

蛍光体研究とガラス工作 

 

静岡大学 名誉教授 

中西洋一郎 

１．はじめに 

 当研究所は高柳健次郎先生のテレビジョンの研究における輝かしい業績の下に大学の付置研として

１９６５年に設立された。従って，当研究所は現在に至るも一貫して光と電子の相互作用に関する研究

を行ってきた。キャッチフレーズとしては一時「イメージング・アンド・センシング」が用いられた。

現在では「ナノビジョンサイエンス」を標榜している。テレビジョンの研究は，撮像にしても表示にし

ても必ず真空中の電子線の働きを利用していたので，いわゆる真空管が主役であった。ブラウン管にし

てもイメージオルシコン，ビディコンにしても真空管である。従って，これらの研究が中心であった当

研究所においてガラス工作（細工）は不可欠の部門であった。現在でも目的とする工作は変化している

ものの欠かすことのできない部門である。本講演では，ディスプレイ用蛍光体の研究とガラス細工との

関わりについて当時を振り返りながら紹介したい。 

 

２．蛍光体研究とガラス細工 

 蛍光体の研究を行う場合には必ず蛍光体の合成を伴う。蛍光体の合成法としては，気相合成，液相合

成，固相合成があるがいずれも化学反応に基づいている。 

従って合成過程でどのような反応が生じているのかを知ることは極めて重要で

ある。一つの手段として熱重量曲線の測定がある。現在では試料をセットし，

測定条件を入力すれば，後はＰＣにまかせておけば重量変化や反応熱をモニタ

に表示してくれる。しかし１９６０年代にはそのような便利な測定装置はなか

った。図１に示されるような手作りの装置を使用して測定した。石英のバネの

先端を顕微鏡で覗きながら，定められた温度毎に目盛りの変化を読み，それを

ノートに記録し，後でグラフにして変化を見た。 

 また，蛍光体の焼成を行う際に，縦型の電気炉を使用したことがあった。試

料を充填した石英のるつぼを電気炉の概ね中央部にくるように吊り下げるため

に，図２に示すような焼成用のるつぼをガラス加工室の百瀬さんに作製してい

ただいた。図に示されているように，外側のるつぼの容器の部分と蓋の部分と

が着脱できるようになっている。内側の容器には試料がおかれ，両方のるつぼ

の間に酸化を防ぐための活性炭が充填される。1000C 前後で焼成することによ

り優れた発光特性の蛍光体を作製することができたし，それを用いて薄膜蛍光

体が作製できた。 

 

３．おわりに 

 当時は勿論ＰＣの時代ではなかったし，研究費も十分では

なかった。しかし，幸いにして筆者の実験の多くはガラス器

具，ガラス装置を使用することによって行われた。さらに幸

いにして，最初に述べたように当研究所の研究の多くはガラ

ス工作によるところが極めて大であったので，非常に優れた

ガラス工作の技術者に恵まれた。筆者の研究成果は当研究所

のガラス工作技術に支えられたと言っても過言ではない。ガ

ラス工作はものづくりの原点の一つである。すばらしさ，楽

しさが一杯詰め込まれている。 

百瀬さんの作品 

図１. ガラス細工によって

作製した熱天秤 

図２. ペレット焼成用るつぼ 



   



【技術報告】 

フローセルの製作について 

 

名古屋大学 全学技術センター（理） 

◯岡本久和  野田敏昭 

 

はじめに 

 今回依頼されたフローセルは、循環させた液体の試料にレーザー光を照射し、試料の変化を測定する

ものである。 

 ・フローセルの材料は、パイレックス板厚み 1mmを使用。 

・ 形状は、全長 20mmのセルの内部を内寸 1mm四方の正方形の流路が通り、その両端に直径 3mmのゴ

ム止めがつけられている。 

 光学セルの工作は、今まで行ったことがなく不安ではあったが、今回初めて製作した。求められた条

件は、レーザー光が透過する二面が平らであり、かつ平行であるという 2点であった。 

 

1） トーチの選択 

 全長 20mmと大変小型のため、極めて小さな炎が調整できるトーチを選択した。 

 ・アメリカ製のミニバーナーで火口の交換可能な TESCM11-1101B 

 ・ウォーターウェルダー、サンウェルダーSW-123（こちらも火口の交換可能） 

 アメリカ製のミニバーナーは、交換トーチの種類が少なく今回のセル加工に見合ったトーチは得られ

なかった。また、炎の勢いが強く、加工する板材がずれてしまうことが多々あり、再調整することが必

要とされた。 

 サンウェルダーは、火口の交換トーチが多種なため工作に合ったトーチを選択することができた。ま

た炎の勢いも調整できた。 

 今回のセル製作にはサンウェルダーSW-123を使用した。 

 

２）板工作技術 

 1mm のパイレックス板を、ゴム止め部分を除いた寸法にカットし、重ねて溶融する。このとき、エッ

ジを取り除いておくと、余分な箇所が溶融することを避けることができた。 

 また、電気炉を使用し、加工中のズレを防ぐための仮の溶融加工を行うことにより、トーチ加工がス

ムーズに行えた。 

 

こうして今回、要求された条件を満たすセルを完成させることができましたので、問題点の克服や失敗

談を含めて報告します。 



ＩＲ測定用セルの製作 

 

神戸大学 工学研究科 応用化学専攻 

熊谷宜久 

 

本件発表者の所属する応用化学専攻では、試料の物性特定の為に様々な測定機器を必要としている。

今回対象とするＩＲ測定装置もそのうちの一つである。触媒に気体を吸着させてその状態をＩＲスペク

トル測定する。触媒を定着させる為には前段階として加熱処理が必要であり、吸着現象は低温である程

起こりやすい現象であるので、試料を冷却させた状態で測定する事が望まれる。そこで今回は冷却剤と

して液体窒素を用いる事が出来、かつＩＲ測定に支障を来さない構造のセルを製作した。 

 

今回は、既に考案・製作されていた同様のセルを元に多少の改良を加え、作製したものである。 



工芸から理化学ガラスへ 技術職員になって一年 

 

東北大学 工学部工学研究科 技術部 

齋藤暢子 

 

私は、平成１９年２月に東北大学工学部工学研究科技術部 第三製作（化学バイオ系ガラス工場）の

技術職員として採用されました。職員になる以前は、大学で２年間と卒業してから１年間、酸素バーナ

ーでガラス工芸をしていました。 

工芸ではムク棒を使用して動物やアクセサリーを製作していましたが、理化学ガラス機器製作は、管

ガラスを使って形成するので、センターが取れていなければ何も始まらず、ガラスの扱いには慣れてい

ましたがセンターを取れるようになるまで時間を要し、その間出来るようになるのかとても不安でした。 

工芸では溶かし始めてから、何を作るかを決めることもあり、何となく形が出来上がっていったもの

ですが、理化学ガラスでは計画的にサイズも決めて計りながら作るので、そこが工芸の時と全く違い、

とても難しいです。 

 

今回は、以前していた酸素バーナーによるガラス工芸と工学部第三製作の職員になって行った工芸的

な仕事、本来の業務である理化学ガラス機器製作をどのように加工や練習をしているかを報告します。 

 

・ 工芸用酸素バーナーと工具類、色ガラス棒について 

 

・ 技術職員になって感じたこと 

 

・ オープンキャンパスの様子 

 

・ １００周年記念行事への参加 

 

・ 創造工学センターでの学生講習 

 

  



「東北大学１００周年記念文化貢献賞」記念品の製作 

 

東北大学 理学研究科・理学部 硝子機器開発・研修室 

柴崎正行 

 

私達が所属する東北大学は昨年の平成１９年（２００７年）に創立１００周年を迎えました。これに

伴い、東北大学基金の創設、記念建造物の設置、百年史の刊行、催事（式典等）などの記念事業が施さ

れました。その事業の中でも特に催事関係では各種記念行事やイベントが１年を通し数多く行われ、

我々技術職員も多方面で参加する事もあり、慌しい１年を過ごしました。この多くの記念行事の中の１

つに「１００周年記念式典」と言う式典があり、昨年の８月２７日に行われました。式典は元学長であ

った方々への感謝状の贈呈や東北大学に学術、教育、産業、スポーツ、芸術・文化などで貢献して下さ

った著名な方々への「東北大学１００周年記念文化貢献賞」の贈呈などが行われました。当硝子室では

この「東北大学１００周年記念文化貢献賞」の記念品の製作を記念事業実行委員会から依頼されその製

作にあたりました。製作にあたっての計画から完成に至るまでについて発表します。 

 

 

実行委員会と何回もの打ち合わせを経て大方の形が見えてきた頃の図面 



 

 

ガラス工作における機械加工の試行錯誤 

 

宇都宮大学 地域共生研究開発センター 先端計測分析室 

長谷川和寿 

 

 いつもの様にバーナーワークで化学系の仕事をしていたら、別の学科からバーナーワーク以

外の加工をしなければならない依頼が来ました。そこでこれらの作業についての試行錯誤を発

表します。ぜひ皆様のいろいろなアドバイスをお願いいたします。 
 

＜φ3 ㎜棒へのφ1.5 ㎜の穴あけ＞ 

 まず、穴あけ方法として熱タングステン針、ボール盤、

ダイヤモンドルーター等の利用を考えた。思案の末、楽

そうなので小型フライス盤を利用しダイヤモンドビットで穴あけを行った。しかしダイヤの粒

が大きい（粒度が荒い）ために少しの力を加えただけで割れてしまった。特に貫通する瞬間は

よほど慎重にしても割れてしまうことが多かった。力加減が難しい。さらに作業を進め、数を

重ねるとビットのダイヤモンドがなくなり、結局力で穴をあけることになり、よく割れるよう

になった。最終的には、研磨剤を用いて加工を行わざるを得なくなったが、実際のところこの

方がきれいに穴があくような気がした。 
 

＜ガラス板へのφ13 ㎜の穴あけ＞ 

 ガラス板で支持台を作るために、２枚のガラス板にφ

13 ㎜の穴を 20 個あけるという依頼を受けた。まず、ボ

ール盤にφ13 ㎜の鉄管を付け、研磨剤をつけながらずれ

ないように２枚同時に穴をあけた。この時２枚のガラス

を合わせて、周囲をエポキシ接着剤で固定した。さらに

あらかじめ製作しておいた木型を両面テープで貼り付け

て、穴あけ用の鉄管をアシストするようにした。また切削途中で研磨剤が先端に行き渡るよう

に鉄管に金ノコで縦溝を切った。鉄管が貫通して穴があく時に裏側の穴の縁が割れたので、さ

らにもう１枚ガラスを裏側にあてて周囲をエポキシ接着剤で貼り付けた。研磨剤は、木型の穴

の中と鉄管の回転中に、絵筆を利用して塗るような感じで供給した。作業は、ボール盤の鉄管

がガラス板に軽く当たるようにハンドルを調節し続けた。ただしガラス板に押しつけ過ぎると、

貫通する時に割れが生じやすいようである。また研磨剤が少ないと熱をもち、穴の縁に円状に

剥がれ割れが生じるようである。 
 

＜ガラス板への深さ 0.1 ㎜の凹面掘り＞ 

 スライドガラスに小型フライス盤を利用してダイヤモ

ンドビットで凹面加工をおこなった。ＸＹステージを使

用し一辺が 10 ㎜及び 15 ㎜の正方形で深さ 0.1 ㎜の凹面

を製作した。しかし細め（φ1 ㎜）のダイヤモンドビッ

トを使用したので切削跡が残ってしまい、後で全体をさ

らったが結局消えなかった。 



クリーンな製品を求めて 

 

大阪大学 産業科学研究所 

松川博昭 

 

透明石英ガラスは耐熱性と光の透過に優れた性質を持っている。さらに不純物の少ない合成石英ガラ

スは光学部品用材料などに使用されている。 

当ガラス工作室においても，実験、測定などに適した石英ガラスの需要が高まっている。そこで、製

作段階で混入する不純物を減らすために、設備、道具の改良を行っている。改良はまだまだ不十分であ

るが、石英ガラス製の道具を用いて石英ガラス加工ができることが分かり、石英ガラス製の道具を製作

した。 

今回はその石英ガラス製の道具を用いて製作したセル加工を中心に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    石石石英英英ガガガラララススス製製製ののの道道道具具具                                    セセセルルルととと段段段継継継ぎぎぎ管管管ののの接接接続続続    

 

  

      バババーーーナナナーーー加加加工工工                                          光光光学学学面面面のののゆゆゆがががみみみ状状状態態態 



３次元 CADを用いたガラス工作技術の継承と設計支援教材の開発 

 

東北大学 多元物質科学研究所 

齋藤雄二 

 

大学では、市販されていない特殊なガラス実験器具を扱うことが多い。大学において製作された製品は、

ほとんど図面として残されずにきた。研究機密等さまざまな制約はあるが、製品情報がその場限りとなってしま

うことはガラス工作技術の継承にとってプラスではないと感じる。 

各分野で技術者の減少が進み、技術継承の重要性が増してきている。各職場単位での技術継承はもちろ

んだが、より広い地域レベルで技術継承・交流を進めることが今後の課題になってくるのではないだろうか。

これまでメール・FAX等を使って情報交換は行われているものの、製品仕様を把握するには限界があった。 

 

そこで今回、３次元 CAD を用いて製品・製作工程を図面化し、データベースを構築した。当日は、3 次元

CAD の操作実演を通して、技術継承やガラス器具取扱い教育への活用を提案したい。さらには、ガラス工

作技術の交流手段になればと思う。 

 

 
 

使用ソフト PTC CoCreate Modeling Personal Edition 

サポート OS  Windows Vista Ultimate,Enterprise,Business,Home Premium 

Windows XP Professional,Home 

Windows 2000 Professional 

メモリ容量 512MB以上 

ハードディスク空き容量 300MB以上 



社会貢献策としてのガラス細工指導の実践 

 

埼玉大学 総合研究機構 技術部 

○徳永 誠 木下保則 大嶋正明 斉藤由明 戸島基貴 

 

現在埼玉大学が展開している地域社会への貢献の主旨に基づき、我々技術職員もこれまで培ってきた知識

や技術を活かした貢献策を検討している。その一環として、化学系分野で応用範囲が広く、要望が多いガラス

細工技術の指導を取り上げ、高等学校理科系教諭および学生を対象とした講習会の開催を試みた。 

 教諭を対象とした講習会は本学で開催し、学生を対象とした講習会は先方の高等学校に出張して開催した。 

 講習はガラス細工の基礎知識と基本技術の習得を念頭に置いた初歩的な内容とし、実習に重点を置いて行

った。 

 教諭を対象とした講習会では、より実用的な細工技術の指導を望む声や継続的な講習会の開催を希望する

声が聞かれた。また、学生を対象とした講習会では、多くの学生達にガラス細工の面白さを伝えることが出来た

と思われる。後日学生達から感動的な感想文が届いた。 

  

 

図 講習会の風景 

 

また、「工学部オープンラボ」や「サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト（SPP）教員研修」などの公開事業

におけるガラス細工実習の講師も行ってきた。 

平成 18年度から開始したこれらの活動に対し、平成 19年度の学内事業経費が採択され、これまで不都合を

感じていた機材を一新する事ができ、ガラス原料の安定的な確保が可能となった。 

本事業は、 

(１) 地域の中・高等学校教員を対象としたガラス細工講習会 

(２) 地域の中・高等学校における学生を対象としたガラス細工出張授業の開催 

(３) 埼玉大学の各種公開事業におけるガラス細工講師の実践 

の三つの活動を中心に進められている。 

今回の技術発表では、今までに行ってきた我々の活動を紹介すると共に、今後の展開について発表する。 



都市ガス（6C）による石英ガラスの加工 

 

室蘭工業大学 技術部 

佐藤考志 

１．はじめに 

 一般に、石英ガラスを加工するときは、LP ガスと酸素を用いてガラスを溶かし加工する。当ガラス

工作室では、LP ガスの利用を制限され、石英ガラスの加工が困難となった。 

２．都市ガスでの石英細工 

  LP ガスを用いられない中、都市ガス用ブルーバーナーで石英細工を試みた。十分な溶け方をするか

は扱う炎しだいであるが、都市ガス本管からバーナーまでの配管が短ければ（大きな炎を出せれば）、

酸素の供給状態を通常とは異なる設定にして、石英ガラス実験器具製作に十分な強い酸化炎を得るこ

とができた。 

３．石英ガラス用都市ガス炎 

 石英ガラスを溶かす炎を得るには、都市ガスのバルブは適度に開き、全ての酸素バルブを開いて、

石英管が広く加熱される状態にした後、中心から２列目の酸素バルブを閉じ、外周酸素バルブを半分

以下に絞る。そうすると、アセチレントーチの炎を太くした様な炎になり、石英ガラスの細工が可能

になった。縦継、異径管の継足、枝付、トラップなどの封じ込み、グランドジョイント、石英ボート、

パイレックスガラスとの段継など、様々な実験器具を製作している。加工した石英ガラスの最大径は、

６０φに５０φの枝継を行うなど、決して小さなガラス器具ばかりではない。 

４．石英ガラスの加工例                              

 製作した多くの石英ガラス器具は、研究室で炉に組み込まれていたり、断熱材でくるまれていて撮

影困難だったので、ここでは基本的な枝継の様子を再現した。図１に１５φ枝継ぎ加工の様子、図２

に６φ枝継ぎ加工例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．おわりに 

 今後（室蘭は２００９年に天然ガス移行予定）は、天然ガス（13A または 12A）で作業することに

なるが、慣れ次第でブルーバーナー一本にて、パイレックスガラスから石英ガラスまで加工すること

になると思われる。 

 従来普及していた都市ガスは、炭酸ガス排出量の少ない天然ガスに移行しつつあり、おおむね２０

１０年度には国内から従来の都市ガスが消えることになる。従ってここに報告した内容は、将来的な

技術の継承や進歩には結びつかないが、消えゆく技術としてこの機会にまとめさせて頂いた。このよ

うな工夫や苦労があったことを、記憶に止めて頂ければ幸いである。  

図１ １５φ枝継ぎ加工の様子   図２ ６φ枝継ぎ加工例  



ガラス管による角皿の製作 

 

弘前大学 理工学研究科 

堀井智実 

 

はじめに 

 昨年の４月，下図のような角皿を作ってほしいという依頼があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような角皿を製作するためには，Pyrex のガラス板（以下，ガラス板）を用いて加工しなけれ

ばならないわけだが，私はそれまでガラス板の加工を行なったことがなかった。そこで１ヶ月鍛錬を

行ない，ある程度技術が身についてから作るということを了承してもらった上で依頼を受諾した。そ

の際，依頼者である教員から「なるべく安価で作ってほしい」という要望があった。硝子工作室では

依頼の際，依頼者から受益者負担額（工作料）を徴収することになっている。今回の場合，１品依頼

品を製作するために必要なガラス板が 5000～6000 円，そして鍛錬のために数枚購入となると材料費

だけで数万円になり，これでは，依頼者の要望に応えることはできない。そこで，思いついたのが既

存のガラス管を用いて角皿を作ることであった。自分なりに試行錯誤をして一番良い方法ではないか

と思った方法を説明したい。 
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20 

完成予想図 



フッ酸による石英管内面のエッチング 

 

東北大学 多元物質科学研究所 

                          山田 弘 

                         

 

 ESR W-バンドサンプルチューブ、先端部内径 0.6mm 外径 0.9mm 長さ 70mmを製作する。材料には石英

管 3mmを使用、引き伸ばし製作することになる。  

 今回、外径 3mm 内径は関係なく管厚が 0.5mm 以下という製作依頼が来た。石英バーナーを使用し、

酸水素で同じように引き伸ばし製作する。幾度となく試みたが難しい。そこで石英管の内面のエッチン

グを試みることにした。近頃の市販されている石英管は管厚が均一で真円である。これならたぶん大丈

夫だろうと予測しフッ酸によるエッチングを行った。石英管内面をエッチングし管厚を自由に変え、光

学的にもあまり影響を及ぼすことがない、また電顕で観察したところ問題もなさそうなのでここに報告

し何かに応用していただければと思っている。ただしフッ酸による危険があるので注意をしていただき

たい。 

  

 

 

（左写真）石英管⏀3mmを使用。 

左側、エッチング前 管厚 1mm 

右側、エッチング後 管厚 0.5mm 

今回おこなった石英管は、 

⏀5mm以内、長さは 200mmまでとした。 

 

 

エッチングした表面（写真下）×3000 

 

 

※ 注意 

石英管の管圧が均一であること、使用する差し込み

チューブは耐薬品性で、チューブの外れに注意し、外

れても問題のないようにテフロンの大型浴槽容器を

使用のこと。勿論、フッ酸の取り扱い方などドラフト

の中で安全に行うことなど特に注意したい。 

 



仕事における健康と安全提案 

 

大阪府立大学 工学部 生産技術センター 

 渡辺一功 

 

私たちはガラス技術者として研究、教育などを力強くサポートしていく重要な仕事に就いています。 

健康を損ね、また安全が脅かされるようなことについての対策と対応は、労働安全衛生の面から遵守さ

れていることと思います。近年、各業種における労働安全に対する意識が向上して、過去からはかなり

改善されてきました。ただし、個々の作業における安全は私たち個人の行動と意識にかかっていること

は以前より変わってはいませんし、私たちの健康は私たち自身で気をつけて守っていかなければなりま

せん。 

加工作業に、研究サポートに注力するほど、集中し周囲の出来事や状況変化に対して注意が散漫とな

ることが多く、その時ほど気をつけなければならないことは多いはずです。 

 

高度な研究、教育に不可欠な私たちの仕事を続けていくために、もう少し私たち自身が気をつけてお

いたほうがよいと思う常識的なことを含めた一部を、ガラス工作技術シンポジウムの原点に戻った現実

味のある提案と紹介で、参加者全員の意見交換の場として実りある時間にしたいと思います。 

 



参 加 者 名 簿 

氏名 所属 

佐藤 考志 室蘭工業大学 技術部 

堀井 智実 弘前大学 理工学研究科 

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 

齋藤 暢子  東北大学 工学部工学研究科 技術部  

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 

加藤 拓也 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 

川崎 昌彦 物質・材料研究機構 材料創製支援ステーション 

徳永 誠 埼玉大学 総合研究機構技術部 

木下 保則 埼玉大学 総合研究機構技術部 

大嶋 正明 埼玉大学 総合研究機構技術部 

齋藤 由明 埼玉大学 総合研究機構技術部 

戸島 基貴 埼玉大学 総合研究機構技術部 

榊原 俊作 名古屋工業大学 

夏目 秀子 名古屋大学 理学部・理学研究科 

岡本 久和 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 

森木 義隆 名古屋大学 工学研究科 

永田 正明 分子科学研究所 

堀井 一孝 大阪市立大学 大学運営本部研究支援課 

中原 啓晃 大阪市立大学 大学運営本部研究支援課 

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 工学部生産技術センター 

佐藤 幸吉 濱田特殊硝子（株） 

元重 正洋 サンクオーツＣＦ株式会社 

岩城 廣光 富山大学 理学部 

熊谷 宜久 神戸大学 工学研究科 

新谷 博志 広島大学 技術センター 

佐藤 勇 広島大学 技術センター 

藤原 雅志 広島大学 技術センター 

名嘉 海人 琉球大学 工学部技術部 

百瀬 与志美 静岡大学 電子工学研究所 

 



交通アクセス 

 

 

 

 

 

（交通機関のご案内） 

■ 所在地 

    静岡県浜松市中区城北(じょうほく)3-5-1 

■ 交通機関 

● JR東海-遠州鉄道バス利用 

  遠鉄バスのりば JR東海浜松駅前北口 

  バスターミナル 15,16番のりばから全路線 

  『静岡大学』下車 徒歩 0分 

  (所要時間 約 20分、1時間に 10本程度運行) 

● 東名高速道路 

東京方面からは『浜松インター』より 30分 

名古屋方面からは『浜松西インター』より 25分 

それぞれのインターから大学までの案内板を設置 

● 新幹線所要時間 

  至東京 こだま 120分 ひかり 90分 

  至名古屋 こだま 50分 ひかり 30分 

  至新大阪 こだま 120分 ひかり 90 分 

 

 



キャンパスマップ 

〒432-8011静岡県浜松市中区城北３－５－１ 

静岡大学 電子工学研究所 

TEL：053-478-1337（ガラス加工室） 

053-478-1301（総務係） 

 

佐鳴会館会議室（ガラス工作技術シンポジウム会場） 

 

 

 

   

        佐鳴会館              高柳未来技術創造記念館 

 

 




