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連 絡 事 項 

１．開催日程 

  

平成２２年９月９日（木）  

特別講演・技術報告 １３：００～１７：３０ 

技術交流会 １８：００～２０：００ 

平成２２年９月１０日（金）  

技術報告  ８：４５～１２：１５ 

学内見学会 １３：００～１５：００ 

 

２．会場 

  

シンポジウム会場 百年記念会館 大会議室 

北海道札幌市北区北８条西６丁目 

http://www.hokudai.ac.jp/bureau/info-j/hyaku.html 

技術交流会会場  百年記念会館 レストラン 

 

※北海道大学は全面禁煙となっております。 

 

３．受付 

  

１）場所 百年記念会館 １Fロビー 

２）時間 ９月９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。 

 なお、登録の際に参加費（1,000円）をお支払い下さい。 

 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。 

 

 

 

※会場のことなどで不明な点がありましたら、青い名札の実行委員にご遠慮なくお尋ね下さい。 

 

技術報告 持ち時間一人２５分（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。 

実行委員長 太田隆夫 北海道大学  電子科学研究所 
実行委員 三浦富夫 〃    大学院 理学研究院 
 〃 竹内大登 〃          〃 
 〃 菅野孝照 〃          〃 
 〃 石川勝久 〃    触媒化学研究センター 
 〃 長谷川貴彦 〃          〃 
 〃 金澤仁幸 札幌医科大学 教育研究機器センター 
 〃 仁木真人 〃          〃 
 〃 佐藤考志 室蘭工業大学 



プ ロ グ ラ ム 

 

９月 ９日（木） 《開 会》 

12:00 参加者受付  

13:00 挨拶 シンポジウム実行委員長            太田隆夫 

13:05 挨拶 大学院理学研究院 技術部 技術長    小川正人 

 

【特 別 講 演】 

13:10-14:00 北海道の地震と津波 

 北海道大学・理学研究院附属地震火山研究観測センター長 

教授 谷岡勇市郎 

 

【技 術 報 告】 

  座長 太田隆夫 

   

1) 14:00-14:25 電離真空計をつくる 

  静岡大学・電子工学研究所 百瀬与志美 

   

2) 14:25-14:50 減圧濾過用フィルターホルダーの改良Ⅱ 

  名古屋大学・全学技術センター（理） 夏目秀子 

   

3) 14:50-15:15 ガラスデュワー瓶へのめっき 

   広島大学・技術センター工作部門 藤原雅志 

 15:15-15:25 休憩 

  座長 佐藤考志 

   

4) 15:25-15:50 改良型石英ボートの製作について 

  名古屋大学・全学技術センター（理） 岡本久和 

   

5) 15:50-16:15 石英セルの製作について 

  名古屋大学・全学技術センター（工） 森木義隆 

   

6) 16:15-16:40 He 偏局ガス封入用セルの製作 

  東北大学・多元物質科学研究所 工藤友美 

   

  座長 菅野孝照   

   

7) 16:40-17:05 フロートガラスによるパイレックスガラスセル製作法 

  大阪府立大学・工学部生産技術センター 渡辺一功 

   

8) 17:05-17:30 XAFS 測定セル作成について 

  北海道大学・触媒化学研究センター 石川勝久 

 

【協 議 事 項】 

 17:30-17:45 CONNECT 協議相談事項 

   次期開催地等について 

【技術交流会】 

18:00-20:00 場所：百年記念会館 レストラン 



 

 

９月１０日（金） 

【技 術 報 告】 

  座長 石川勝久 

   

9) 8:45-9:10 天然ガス専用ハンドバーナーについて 

  室蘭工業大学・技術部 佐藤考志 

   

10) 9:10-9:35 実験（ガラス細工）の補助業務について 

  弘前大学・理工学研究科 堀井智実 

   

11) 9:35-10:00 秋田大学大学院工学資源学研究科における 

ガラス工作室の活動について 

  秋田大学・大学院工学資源学研究科 田中春美 

   

  座長 長谷川貴彦 

   

12) 10:00-10:25 石英ガラスバーナーの製作 

  東北大学・工学研究科 笠原哲也 

 10:25-10:35 休憩 

   

13) 10:35-11:00 レンズ加工講習会への参加と最近のガラス加工 

  東北大学・多元物質科学研究所 加藤拓也 

   

  座長 竹内大登 

   

14) 11:00-11:25 万能ガラス板切断装置の開発 

  大阪市立大学・大学運営本部 中原啓晃 

   

15) 11:25-11:50 ＮＣフライスを使用したガラスの研削加工 

  広島大学・技術センター工作部門 佐藤 勇 

   

16) 11:50-12:15 新工場と新しい機器について 

  大阪大学・産業科学研究所 松川博昭 

 

《閉 会》 

 

【学 内 見 学】 

 13:00 百年記念会館１F ロビー集合 

   

  理学部博物館、創成研究機構、ガラス工作室 

   

  2～3 グループに分かれて移動します。 

  理学部～創成研間は学内循環バスでの移動になります。 

   

   

 15:00 解散 

 





 

 
 
【技 術 報 告】 

電離真空計をつくる 

 
静岡大学 電子工学研究所 技術部 

○百瀬与志美  青山 満 
 
 昭和 50年代まで当研究所では独自に企画・制作した電離真空計を多用していた。 

これは G.J.Shulz(1)らによる考えを基にしたもので、その動作原理は現在シュルツゲージとして

流通しているものと同じである。電子回路および測定球はシンプルな構成で、特に測定球はヒー

タ線やコレクター電極、外管などの修理・再利用を実現していた。 

 使われなくなって久しい技術であるがその簡便さを活かし学生実験のテーマとして取り上げら

れないかとの提案がされ、現在測定球の再現とアレンジ、電子回路の簡素化等について検討が進

められている。 

 今回のシンポジウムではこの測定球を再現する過程について報告する。 

 

 
 

 
 
 
  
 
引用(1)   G J Shulz and A V Phelps, Rev Sci Instr, 28, 1957, 1051 



減圧濾過用フィルターホルダーの改良Ⅱ 

 

名古屋大学 全学技術センター（理） 

○夏目秀子 野田敏昭* 

 

  溶液中の固体試料を濾過する際に用いる器具の一つに、減圧濾過用フィルターホルダーがある。

これはメンブレンフィルター（非常に薄いフィルター）をガラスフィルター付のフランジ面によ

ってクリップで固定し、溶液をフィルターで濾過することにより、溶液と固体を分離させるもの

である。市販されている減圧濾過用フィルターホルダーは実験中の操作（減圧・加圧）により、

フィルター固定面から試料が漏れるなど、実験目的の妨げとなることがある。これらを解消する

ためにフィルターホルダーの改良及び製作を行い、平成 16年度大阪大学総合研究会で発表した。  

 改良した減圧濾過用フィルターホルダーの使用により試料の漏れなど

の心配がなくなり、当初の目的は達成したものの、ガラスフィルター内

に残留物が残り、化合物を単離できなくなってしまう、残留物を取り除

くために超音波洗浄にかけるとガラスフィルターがフランジから外れて

しまう等の問題点が生じた。そこで更に改良を行い、ガラス円盤溝付を

フランジ面に張り付ける方法を考案し製作を行い、良い結果が得られた

ので報告する。 

  

 

減圧濾過用フィルターホルダー 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ガラスフィルター付              ガラス円盤溝付 

 

 

 

*名古屋大学 GCOE 研究員 



ガラスデュワー瓶へのめっき 

 
広島大学 技術センター工作部門 

藤原雅志 
 
はじめに 
ガラスデュワー瓶は、理化学実験や低温液化ガスの貯蔵などに広く使われている。当部門では、

通常、銀めっきを施したものを製作しているが、今回、金をめっきして欲しいという依頼があっ

たので、製作までの思考錯誤を報告する。 
 
要求条件 
・可視光の透過 
・赤外線の反射 
・外径 180ｍｍ内径 150ｍｍ高さ 300ｍｍ 

 
 

 



改良型石英ボートの製作について 

 
名古屋大学 全学技術センター（理） 

◯岡本久和 野田敏昭* 

 
従来型石英ボート 
 石英ボートとはカーボンナノチューブを製造する際に原料を乗せて加熱するための、長さ

100mm、幅 15mm ほどの石英製反応皿である。二種類の反応を同時に行うため、中心に溶着さ

れた壁で二つに分割されている。製造したカーボンナノチューブを回収しやすいよう、ボートの

両側面に注ぎ口が設けられている。また、ボートの端には 20cm ほどの石英棒が溶着されており、

棒の端に針金を巻き付けることで、炉の外から磁石を用いて炉の中のボートの位置をコントロー

ルできるようになっている。 
 
問題点 
 従来型には、洗浄の際に溶着された石英棒を折ってしまう、また円筒形の炉の中で丸底のボー

トが傾いてしまうといった問題点があった。 
  
改良点 
 そこで今回、以下のように問題点を改良したものを製作した。 
・反応皿と、位置コントロールのためのパーツを分離型にする。 
・反応皿、位置コントロール用受け皿の底部分を共に平らにし、安定性を持たせる。 
 
これまで本格的な石英の加工は経験したことが無く、試行錯誤をしながらの製作でした。問題が

解決でき、製作可能なものであるように目指した設計の様子、研磨、溶融等製作時の様々な失敗

例をふまえて発表させていただきます。設計、製作手法の両面で、さらによいアドバイスがあれ

ばよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*名古屋大学 GCOE 研究員 



石英セルの製作について 

 
名古屋大学 全学技術センター 工学系技術支援室 

○森木義隆 渡邉壽栄 川崎竜馬 
 

 今回、ガラスセルの製作依頼があり、初めてセルの製作を行うこととなった。そこで、セルに

求められる使用条件、製作要求を検討して、最適な製作方法を選択することとした。 
 
 セルの使用条件、および製作要求 

・ セルにカーボンナノチューブ分散液（溶媒は純水、又は重水）を充填し、その分散液に

フェムト秒チタンサファイアレーザーを照射し分散液からの発光を集光して測定するも

のである。 
・ セルは常温で使用する。（ただし、レーザー光の照射位置では局所的に温度が上昇する可

能性があるが詳細は不明である。） 
・ 分散液からの発光の正確な測定のためにセルの材質は石英が好ましく、かつ板厚がなる

べく薄いほうが良いということであった。 
・ セルに要求された寸法については下図のとおりである。 

 
この上記の条件を満たす石英セルの製作方法について報告する。 
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He 偏極ガス封入用セルの製作 

 

東北大学 多元物質科学研究所  
工藤友美 

 
偏極中性子散乱実験において、ヘリウム３偏極フィルター用特殊ガラスセル（以下、偏極セル）

の高品質化が求められる。石英製の偏極セルでは分子径の小さなヘリウムガスが漏れるため長期

的な実験に不向きである。今回、ヘリウムガス保持力の高いGE180ガラス（アルミノシリケートガ

ラス）を使用し様々なサイズの偏極セルを製作したのでその加工方法と成功例失敗例・改良点を

交えて報告する。 

 

PHYSICAL CONSTANTS GE180 ガラス パイレックスガラス 

軟化点, °C.  1020 821 

徐冷点, °C. 805 560 

ひずみ点, °C. 755 510 

線膨張係数 (0°-300°C.) 43×10-7 in/in/°C. 32.5 x 10-7  cm/cm/°C 

 

 



フロートガラスによるパイレックスガラスセル製作法 

 
大阪府立大学 工学部生産技術センター  

○渡辺一功 河野慎二 
 
測定や反応などセルと言われる容器の使用用途は様々である。その使用用途によりガラス材質

も多種にわたり用いられる。平面を持ったセルを製作するにあたり、その平面度を確保した製作

が重要になってくると共に、光反応など反応容器として用いられる際には、内容積の正確さも求

められる。一般的に容器材料の研削、溶着にあたってはガラス研磨機などの高精度な工作機械が

必要になることが多く、発表者のところでも研磨に際しては特に神経を使う加工になる。 
ガラス工作技術シンポジウムが今回で６回目の開催となり、これまでの交流を通じて各大学、

機関の設備事情も明らかになってきた。今回も当シンポジウムへの発表者の思いとして加工設備

を代替する方法が無いかを重点課題として課題研究を行った。すなわち諸事情により設備が整っ

ていないところでも平面を持ったセル形状を作成できる加工方法である。高精度な加工機などを

適切な方法で使用するのが高精度な製作に必須条件となるのはもちろんであるが、その場合に限

りなく近い加工方法の一つとして、今回はフロートガラスを用いたパイレックスガラスセル製作

の加工方法と手順を紹介する。 
 



XAFS 測定セル作成について 

 

北海道大学 触媒化学研究センター 研究支援技術部              

 石川勝久 

 

当ガラス工作室では、触媒化学研究センターからの業務依頼の他に、共同研究を行っている他

大学の研究者からの依頼を受けることがあります。この XAFS測定セルの製作も共同研究の研究者

からの依頼でした。 

 以前から工作室では XAFS測定セルを製作していましたが、今回の依頼内容は従来のフィルムと

接着剤を使用したセルではなく、測定部分も含め全てガラスで溶着加工したものということでし

た。今回は、セル製作にあたっての注意点や工夫、加工方法を紹介したいと思います。 

 

今までの XAFS測定セル 製作した XAFS測定セル 



天然ガス専用ハンドバーナーについて 

 

室蘭工業大学 技術部 

 佐藤考志 

 

１．はじめに 

 北海道室蘭地域では、２００９年１１月に都市ガス(６Ｃ)から、天然ガス(１３Ａ)への転換事業が行わ

れ、同時にガス器具の調整および入れ替えが行われた。以後、天然ガスのみで作業している。 
 

２．各種ハンドバーナー 

室蘭工大では、今回の天然ガス転換事業において、先に天然ガスが導入された事例を元にガス転換事業

者と入念に打合せ、天然ガス専用ハンドバーナーを特注して頂いた。特注品ハンドバーナーと、その他の

ハンドバーナーを併せ、その外観を写真１. に、型番、大きさ区分と適応燃焼ガス、大きさ重さなどの諸

元を表１. と、表２. に示す。 
   

 

写真１．各ハンドバーナーの外観 
 

（※１：エアーミキサー付）                （※２：メーカー公表値） 
 

３．各ハンドバーナーの使用感 

個人的な使用感になりますが、それぞれのハンドバーナーの使い勝手などを報告いたします。 

表１．型番と種別、適応燃焼ガス(写真１．上から順に) 

 大きさ区分

 

適応燃焼ガス 

500型 

特 型 

800型 

900型 

標準型 

標準型 

標準型 

中 型 

水素、都市ガス両用 

天然ガス専用 ※１ 

LPガス専用 ※１ 

天然ガス専用 ※１ 

    表２．大きさなど ※２ 

 標準型 中 型 

重  量 

全  長 

火口径 

酸素噴出口数 

約380 gm 

約290 mm 

約210 mm 

約228 本 

約550 gm 

約350 mm 

約315 mm 

約319 本 



実験(ガラス細工)の補助業務について 

 

弘前大学 理工学研究科 
堀井智実 

 

私は通常業務のガラス実験器具の修理、製作の他に学生実験の 1 つである「ガラス細工」の実

験補助を担当している。この実験は学生にガラスについての簡単な知識と細工技術を身につけて

もらうことを目的とした、実験というより実習に近いものである。細工に必要なものはφ8 の並

ガラス管(長さ 1.2m)、ヤスリ、ピンセット、そして細工用バーナーである。細工用バーナーには

鞴(ふいご)が付属しており、その鞴を踏むことによってエアーが送り込まれてバーナーの炎が酸化

炎となり細工可能な火力を得ることができる。 
今から 2年前(2008)の 7月、学部内でガスの熱量変更作業(6C→13A)が行なわれ、それに伴い、

実験室全てのバーナーが 13A 用に一新された。工事終了後、試しに細工をしてみたところ、炎の

出方や鞴を踏んだ時の感覚が明らかに以前と違っており、何とかこの違和感を解消したかったの

だが、その時は手立てが無くどうすることもできなかった。しかし、その年の 9 月、東北大学の

技術職員の方々からガラス細工について意見を伺う機会があり、鞴の代替品についての提案をき

っかけに実験設備改善に取り組むことになった。 

今回はガラス細工の実験環境と補助業務、そして近年行なった実験設備の改善とその成果につ

いて報告する。 

ガラス細工の実験の様子 
細工用バーナー（～2008） 



図‐1 

秋田大学大学院工学資源学研究科におけるガラス工作室の活動について 

 

秋田大学 大学院工学資源学研究科 技術部 

○田中春美 鈴木浩巳 

 

1．はじめに 

私共のガラス工作室は、所属する学科の創設（昭和 20年代）と同時に開設され、長い歴史を持

っています。当初は、学内の研究、教育に必要なガラス工作が主な業務の中心でしたが、最近は、

社会貢献活動や人材育成活動にも積極的に携わっております。今回の講演では、このような活動

に加え、最近の業務内容の状況などについて報告します。 

 

2．依頼件数の推移 

図-１は、平成 19 年度～22 年度までの製作件数を、石英工作とパイレックス工作で表していま

す。図より、3年間の全体の件数は 250～300件の範囲にあり、全体の約 80～90%がパイレックス

工作、残りが石英工作となっています。なお、同年間での学外の工作件数は全体の 10％以下です。 

 

3．社会貢献と人材育成 

 昨年度に技術部が企画した社会貢献活動「2009

テクノフェスタ」へ参加した時の様子を簡単に紹介

します。この企画展は、ガラス工作室にとって初め

ての学外での一般市民向け社会貢献活動でした。当

日の様子は新聞記事、テレビニュースでも紹介され、

高い評価を頂きました。私ども技術系職員にとって

は、年代層の異なる多くの方々と触れ会えたことで、専門のガラス機器製作に関する知識は勿論、

コミュニケーション力の重要性を再認識でき貴重な体験となりました。 

 今後の取り組むべき事として、技術の継承と人材育成の観点から、様々な技術を映像化し、保

存に努める予定にしております。また、学外の研修等へ積極的に参加できる環境にしたいと考え、

今後とも努力を重ねるつもりでおります。 

 
 

 
 
 

 

図‐2  企画展、報道取材の様子 



石英ガラスバーナーの製作 

 
東北大学 工学部・工学研究科 技術部 

笠原哲也 
 

 当製作室のガラス旋盤作業では、現在吹管バーナー2 本を取り付けプロパンガスと酸素を用い

てパイレックスガラスの加工を行っているが、近年、依頼が多くなっている石英ガラス製作に対

応するため、石英ガラスの加工もガラス旋盤で行えるよう水素ガスの導入を検討し、合わせて水

素ガス漏れに対する安全対策も検討している。石英ガラスを加工する場合、一般的には金属吹管

バーナーを使用して行うが、金属吹管バーナーを使用するとバーナーから噴出される金属粉等に

よりガラスに汚れや傷が発生するので、今回、クリーンな加工品を製作するために金属粉の発生

しない石英バーナーを製作することにした。石英バーナーにも多種の形状があり、溶接用から最

終焼仕上げ用まで使用用途により、石英バーナーの大きさやノズルの本数、焦点のあるなし等多

くの種類が製作され使用されている。溶接用のバーナーでは、簡易な方法として金属のハンドバ

ーナーの火先だけを石英に変えて使用しているこ

とが多く、焼仕上げ用バーナーは、金属汚染の付

着が無い最終の焼仕上げに使うため、すべて石英

ガラスで製作するのが一般的である。 
今回、製作したバーナーは（図 1）、以前勤務し

ていた職場で実際に使用していたバーナーと同じ

形状で、このサイズのバーナーは加工作業を行う

者として必ず 2 本は持っており、石英の部品焼や

焼仕上げ、又はガラス旋盤に取り付け 100φ前後の

石英ガラスパイプを圧着したり、成型したりする

ことに使用していたバーナーである。このバーナー

を基本にして、ノズルの本数や太鼓の径を変えて作

ることにより、いろいろな大きさの製品に対応させることができようになる。今回は旋盤に取り

付けて使用する事を目的に 7 本ノズルの石英バーナーを製作したので、その加工・組み立て手順

の紹介をする。 
 
 

   図 1：石英ガラスバーナー 



レンズ加工講習会への参加と最近のガラス加工 

 
東北大学 多元物質科学研究所  

加藤拓也 
 

はじめに  
東北大学多元物質科学研究所には、各種結晶材料の超平滑精密研磨とガラス材料の平面、球面

鏡、各種光学レンズの製作を行っている光器械工場があります。この工場で技術室の若手を対象

とした講習会が開催されました。 
目的 
 レンズ加工の仕事とは何かを学び、ガラス(レンズ)の加工を実現するための加工技術を実習する。 
 
内容 
平凸レンズ製作 
並ガラスを使用してφ50 の平凸レンズを製作する。 
素材のカット  
(1)ダイヤモンドソーによる素材の切り出し。 
(2)丸め加工機による形成。 
(3)カーブジェネレーターによる曲面形成。 
研磨皿の製作 
 研磨皿は多種多様なレンズの研磨に汎用的に使えるものではなく、それぞれのレンズに適し

た研磨皿が必要となるため、用途に合わせて製作する。 
研磨 
 曲面形成されたガラスを荒摺りした後に酸化セリウムで鏡面になるまで磨き続ける。 
 
今回は、レンズ加工講習会で行った平凸レンズの製作手順や使用した機械等の紹介、一週間の

講習会を受講しての感想などを発表致します。また、最近行ったガラス加工についてもお話しし

たいと思っております。 
  
 
 

図 1 ガラスにＲを付ける様子 

図 2 仕上げの研磨 図 3 完成した平凸レンズ 



万能ガラス板切断装置の開発 

 
大阪市立大学 大学運営本部 研究支援課  

○中原啓晃 佐藤高之 
 

当ガラス工作部門ではガラス板の切断の依頼が毎年定量的あります。ガラス板の切断において

ガラスカッターによる切断は、切りしろの必要もなく傷の通りに切断できれば、非常に有用な方

法であると思われます。しかし傷の付け方、割り方には経験とある種のこつが必要で、場合によ

っては失敗することもあります。またガラスの厚さ、幅、種類の制約もあります。 
そこで研究室等でも手軽に使用できかつ汎用性が高いガラスカッターの必要性を感じ、ガラス

板切断装置の製作を試みましたので、性能や製作過程を報告致します。 
これは、市販品のガラスカッターで使い勝手が良い TLC プレートカッター（図１）、をベース

にし、ガラスナイフメーカー（図２）の機構をヒントに割る機能も追加し、手作業ではできない

ガラスの幅、厚みを、精度よく切り出せるようにすることを目標に製作しました。 
 
 
 

    
図１ TLC プレートカッター        図２ ガラスナイフメーカー 



ＮＣフライスを使用したガラスの研削加工 

 

 広島大学 技術センター工作部門  
佐藤 勇 

 
昨年度，ガラス加工室に導入されたＮＣフライスを使用してのガラスの研削加工（外形研削，

穴あけ，溝掘り等）及び固定治具の紹介。 
  
 
  
 

      
 
 
 

      



旋光計用ガラスセル 

新工場と新しい機器について 

 

大阪大学 産業科学研究所 技術室 
松川博昭 

 
 産業科学研究所 試作工場は２０１０年４月よりインキュベーション棟（新棟）へ移転しまし

た。このインキュベーション棟は名前の通りオンキャンパス型の起業支援を行う「企業リサーチ

パーク」が主に占め、第１研究棟と第２研究棟をつなぐかたちで産研の中央に位置している。こ

の企業リサーチパークに入居された企業は我々の試作工場を始め、産研の施設のサービスを受け

ることができる。 
 また、一昨年度末に CNC 旋盤と CNC 円筒研削盤が試作工場に設置された。この CNC 円筒研

削盤は CNC 旋盤やマシニングセンタの様に自由曲線加工はできないが段加工、テーパー加工が

行える。本来、金属を主加工としているが砥石をダイヤモンドに変えることにより、ガラスやセ

ラミックスなどの加工に有用である。 
 今回の第６回ガラス工作技術シンポジウムでは新棟に移転した当ガラス加工室を主に試作工場

の紹介と CNC 円筒研削盤を使ったガラスの加工例を数例紹介する。 
 
 
        
            
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

CNC円筒研削盤による加工 ガラス加工室バーナー加工域 

石英ガラス製反応容器 



参 加 者 名 簿 

氏名 所属 

堀井 智実 弘前大学 理工学研究科 

田中 春美 秋田大学 大学院工学資源学研究科 

扇 充 東北大学 理学研究科・理学部 

澤田 修太 東北大学 理学研究科・理学部 

佐藤 由佳 東北大学 理学研究科・理学部 

柴崎 正行 東北大学 理学研究科・理学部 

笠原 哲也 東北大学 工学研究科・工学部 

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 

太田 福雄 東北大学 流体科学研究所 

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 

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 

徳永 誠 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 全学技術センター（理） 

岡本 久和 名古屋大学 全学技術センター（理） 

野田 敏昭 名古屋大学 全学技術センター（理） 

森木 義隆 名古屋大学 全学技術センター（工） 

川﨑 竜馬 名古屋大学 全学技術センター（工） 

百瀬 与志美 静岡大学 電子工学研究所 

青山 満 静岡大学 電子工学研究所 

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 

坂口 明 大阪大学 科学教育機器リノベーションセンター 

渡辺 一功 大阪府立大学 工学部生産技術センター 

吉田 あゆみ 京都大学 人間・環境学研究科 

後藤 咲希子 京都大学   

泉 秀明 富山大学 理学部 

藤岡 和典 富山大学 工学部 

熊谷 宜久 神戸大学 工学研究科 

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 

金澤 仁幸 札幌医科大学 教育研究機器センター 

仁木 真人 札幌医科大学 教育研究機器センター 

佐藤 考志 室蘭工業大学 

竹内 大登 北海道大学 大学院理学研究院 

菅野 孝照 北海道大学 大学院理学研究院 

石川 勝久 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 触媒化学研究センター 

太田 隆夫 北海道大学 電子科学研究所 
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