
第八回
ガラス工作技術シンポジウム

予稿集

東北大学
理学研究科・理学部
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連 絡 事 項 

１．開催日程  

平成２６年１０月１６日（木）  

受付 １２：００～１２：５５ 

特別講演・技術報告 １３：００～１７：３０ 

技術交流会 １８：００～２０：００ 

平成２６年１０月１７日（金）  

技術報告  ９：００～１１：４５ 

見学会 １３：００～１７：００ 

 

２．会場  

シンポジウム会場 東北大学 大学院理学研究科 大講義室 

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6－3 

キャンパスマップ http://www.sci.tohoku.ac.jp/campusmap/ 

技術交流会会場  北青葉山厚生会館（東北大学生活協同組合 理薬生協）２階 

レストラン「AOSIS（アオシス）」 

※東北大学は構内全面禁煙となっております。 

 

３．受付  

１）場所 東北大学 大学院理学研究科 大講義室 

２）時間 平成２６年１０月１６日（木） １２：００～１２：５５ 

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。 

  

※会場等で不明な点がございましたら、実行委員（協力員）に遠慮なくお尋ね下さい。 

 

 

 

技術報告 持ち時間一人２５分（発表１５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。 

実行委員長 扇  充 理学研究科 

実行委員 澤田修太 〃 

 〃 佐藤由佳 〃 

 〃 笠原哲也 工学研究科  

 〃 石澤 茂 〃 

 〃 佐々木貴康 〃 

 〃 阿部真帆 電気通信研究所 

 〃 工藤友美 多元物質科学研究所 

 〃 齋藤雄二 〃 

 〃 加藤拓也    〃 

 〃 佐藤綾香   〃 

   

協力員 理学研究科 技術部 技術職員 

   

   



プ ロ グ ラ ム 

 

10 月 16 日（木）  

12:00 参加者受付    

    

13:00 《開 会》 シンポジウム実行委員長                 扇 充 

    

 挨拶 理学研究科長                       早坂忠裕  

 挨拶 理学研究科 硝子機器開発・研修室  室長  飛田博実  

 

【特 別 講 演】 

13:10-13:50 ガラス模型と博物館展示  

 東北大学 学術資源研究公開センター  教授 

西 弘嗣 

 

【技 術 報 告】 

  座長 笠原哲也  

   

1) 14:00-14:25 地学で使用されているガラス製真空ラインの紹介  

  東北大学 理学研究科  澤田修太  

   

2) 14:25-14:50 マシニングセンタによるガラスマイクロ加工とその応用  

  大阪府立大学  工学部 渡辺一功  

   

 14:50-15:15 休憩 記念撮影（集合写真 理学部中庭）  

   

3) 15:15-15:40 ガラス加工技術習得と地域貢献に関する取り組み  

  宮崎大学 工学部 安井賢太郎  

   

  座長 阿部真帆  

   

4) 15:40-16:05 植物の灰からガラスを作る実験 

  富山大学 理学部 泉 秀明 

   

5) 16:05-16:30 ガラス成形機による成形および融着加工  

   北海道大学  電子科学研究所 笠 晴也 

   

6) 16:30-16:55 光電子制御プラズマ CVD 装置用ガラスカバーの製作 

  東北大学 多元物質科学研究所 齋藤雄二  

   

   

【協 議 事 項】 

 17:05-17:30 挨拶                 

CONNECT 会長 静岡大学 電子工学研究所  百瀬与志美  

  CONNECT 報告事項  協議事項  次期開催地等について  

【技術交流会】  

18:00-20:00 場所：北青葉山厚生会館（東北大学生活協同組合  理薬店）２階  

レストラン「 AOSIS（アオシス）」 

 



 

 

10 月 17 日（金）  

 

【技 術 報 告】 

  座長 齋藤雄二  

   

7) 9:00-9:25 ガラス製品の修理加工における他社製ガラスの使用可否の検討  

  宇都宮大学 地域共生研究開発センター  長谷川和寿  

   

8) 9:25-9:50 ガラス製マイクロ波照射装置の製作  

  大阪市立大学  大学運営本部  中原啓晃  

   

9) 9:50-10:15 創造工学センター機械工場ガラス加工室における活動報告  

  富山大学 工学部 創造工学センター 豊岡伸安  

   

 10:15-10:30 休憩 

  座長 澤田修太  

   

10) 10:30-10:55 ガラス旋盤偏芯取り付け治具の試作  

  名古屋工業大学 南口泰彦  

   

11) 10:55-11:20 Φ3 ガラス管の蛇行形状加工について  

  弘前大学 理工学部 堀井智実 

   

12) 11:20-11:45 燃焼による劣化が少ないカーボン製冶具の材料選び  

  東北大学 多元物質科学研究所 加藤拓也  

   

 11:45- 事務連絡  

   

  《閉 会》  シンポジウム実行委員長                扇 充 

   

 

 

【見 学 会】 

 13:00 集合場所 硝子機器開発・研修室前  

   

  東北大学総合学術博物館  

工場見学 硝子機器開発・研修室 機器開発・研修室 

   

  工場見学は 2 グループに分かれて移動します。  

   

 15:00-17:00 被災地見学 閖上 バス移動  

  解散 

 





【特 別 講 演】 

 

ガラス模型と博物館展示 

 

東北大学 学術資源研究公開センター 

西 弘嗣 

 

 博物館は、多くの科学的な事象を社会の人々に紹介する場である。特に、肉眼で理解しにくい

昆虫や海洋生物などは、図解やモデルを作成し展示すると効果的である。このような生物モデル

をガラスで作成し展示している博物館は非常に少なく、その代表的な場所がハーバード大学自然

史博物館とニューヨークにあるアメリカ自然史博物館である。これらの博物館に展示されている

標本はガラス製にもかかわらず、まるで本物、いや本物以上にその生物の姿を表現してくれる。

それは学術的というより、芸術的な域に達している。これらの標本は、レオポルド・ブラシュカ

とルドルフ・ブラシュカの親子によって作成された。彼らは、ボヘミア地方出身のガラス工芸家

である。1938年まで、植物模型の製作を続け、標本館のために 3000の模型を制作し、780は実物

大で、残りは細部が見られるように拡大された大きさで製作されたそうである。特に、一般向け

の展示として有名なのは、植物のガラス模型のウェア・コレクション（ウェアは資金提供者の名

前で、「グラス・フラワーズ」と呼ばれる）で、ブラシュカ父子によって 1887 年から 1936 年の

間に製作された植物模型のコレクションで、蜂などの昆虫も含まれている。 

 生物界では、その骨格構造をガラスの成分で作る生物は非常に少ない。生物は海から誕生した

と考えられており、海水と生物の元素の構成は似ているが、地球の岩石を構成する元素の組成と

は大きく異なっている。しかし、幾つかの生物はガラスの成分（二酸化ケイ素、SiO2）を使用し、

その骨格を形成する生物があり、海洋では珪藻と放散虫がその生物にあたる。 

 これらの生物を顕微鏡下でみると対称性の強い、幾何学的な美しい骨格から形成されている。

東北大学で理学部の自然史標本館が建築される計画が持ち上がってきたとき、ガラス工場のすば

らしい技術を使用した放散虫の模型の作製をお願いした。現在、博物館に展示されているように

９個の標本が展示され、本年度も新作の模型が作成された。 

 同じような放散虫模型は別の博物館等でも作成されたが、プラスチック製であり、また銀細工

で模型の作成も行われているが、本来の質感を表現することはできない。やはりガラスの成分で

できている生物はガラスで作成すべきで、自然史標本館の放散虫展示が高い評価を得ている所以

である。しかし、その作成は当大学のガラス工場のもつ卓越したす技術になくしては達成できな

かった。今後も、皆様にはガラス技術のすばらしさを社会に伝えていってもらうことを切に願う

ものである。 

  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%98%E3%83%9F%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E5%B7%A5%E8%8A%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/1938%E5%B9%B4


【技 術 報 告】 
 

 

地学で使用されているガラス製真空ラインの紹介 

 

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 

 

当室への製作依頼において理学研究科内からは主に化学系、物理系研究室、他学部では薬学研

究科からが依頼元の大部分を占めているが、近年では地学系研究室からも増えている。依頼内容

は試料の封入や観察用基板の製作、薄肉のガラスチューブ製作など研究室によって様々であるが

その中に真空ラインの製作が数件あり、当室で製作したものが実験に使用されている。 

真空ラインといえばやはり化学実験で使用される事が多く、地学で使用されるというのは珍し

いのではないかと思う。そこで、当室で製作した真空ラインがどのような実験で使用されている

のか、それによって何が分かるのか真空ラインの紹介と併せて報告する。 

 

 

 



マシニングセンタによるガラスマイクロ加工とその応用 

 

大阪府立大学 

渡辺一功 

 

これまでいくつかのガラス機械加工を紹介してきた。その中でもマイクロ加工や公差が厳しい

穴加工などは加工箇所が増加すると、極端に難易度が上がる加工の一つである。ここ数年にわた

ってダイヤモンド工具による研削加工をしてきた。その多くは数値制御機械に最適化したもので

加工機に恵まれた当環境のため小型マシニングセンタを使用した加工紹介になるが、加工形状や

条件によっては自作機、汎用機のほかキット化された簡易 NC テーブルなども十分に視野に入れ

ることができると考える。同時にワークの固定方法、工具選別方法などや、試行錯誤の結果、独

自にデータとした加工条件、実際に加工する上での要点も失敗事例を含めて紹介する。 

 

 



ガラス加工技術習得と地域貢献に関する取り組み 

 

宮崎大学 工学部 教育研究支援技術センター 

 ○安井賢太郎、金丸慎太郎、原口智宏、真木大介、斎藤泰男 

 

1．はじめに 

宮崎大学工学部教育研究支援技術センターでは、平成 21年度にガラス技術習得グループを立ち

上げ、学部内で使用するガラス器具の製作及び修理を行うことを目的に技術研鑽を行ってきた 1）。 

本稿では、昨年度実施したガラス加工技術習得と地域貢献に関する取り組みについて報告する。 

 

2．ガラス加工技術習得 

一昨年度までは、基礎レベルの向上を目標に技術研修を行ってきたが、活動 5 年目となる昨年

度は教育・研究で用いるガラス器具の製作に対応することを目標に掲げた。工学部内で最もガラ

ス器具を使用する化学系の教員に対し、ガラス器具に関する具体的な要望についてヒアリングを

行った結果、リービッヒ冷却管、ジムロート冷却管及び真空ラインの製作について要望が多かっ

た（表 1）。これらの製作技術を重点的に習得するためガラス加工技術研修を実施した。技術研修

の講師には、大阪大学の松川博昭氏と大阪府立大学の渡辺一功氏を招聘した。研修会の成果とし

てリービッヒ冷却管、ジムロート冷却管の製作技術を習得することができた（図 1）。 

この他、昨年度の主な加工実績についても報告する予定である。 

 

3．地域貢献活動 

当グループは、平成 23 年度より毎年大学開放イベントに出展している。昨年度は、平成 25 年

11月 17日に『ガラス加工教室（ガラス細工を体験してみよう）』と題して出展し、参加者と共に

ガラス管、色ガラス棒を用いた箸置き・浮沈子作りを行った（図 2）。実績として、浮沈子作り 18

名、箸置き作り 16名に加工を体験して頂き大変好評であった。参加者の中には、リピーターもあ

り定着した活動となりつつある。 

 

4．おわりに 

製作したリービッヒ冷却管、ジ

ムロート冷却管を学生実験等で使

用している。ユーザーから使用時

の問題点をヒアリングし、扱いや

すい製品に改良していく予定であ

る。今後も、ガラス加工技術研修

会、CONNECT での情報収集を通

してスキルアップ行い、学部内の

教育研究の発展に寄与したい。 

 

参考文献 

1）原口智宏 他；ガラス加工技術

習得に向けての活動報告，第 7

回ガラス加工技術シンポジウ

ム報告集，pp.43-46（2012） 

表 1 要望調査結果（要望の一部を抜粋） 

ガラス器具 要望内容 

リービッヒ冷却管 ・市販品よりも長さを短く 

・枝管を実験装置に合わせて曲げる 

ジムロート冷却管 ・実験装置に合わせたサイズに 

クロマトカラム管 ・実験装置に合わせたサイズに 

真空トラップ ・真空ラインの対応 

ガラス板 ・切断、穴あけ 

               

図 1 ジムロート冷却管    図 2 ガラス浮沈子 

 



植物の灰からガラスを作る実験 

 

富山大学 理学部 ガラス工作室 

泉 秀明 

 

 2012年 9月に開催されたサイエンスフェスティバルで、植物の灰からガラスを作る実験を体験

企画として実施する為、ガラス工作室の設備の利用と実験補助の要請を受けた。 

実施時間はとんぼ玉制作体験を午前中に実施している関係上、午後からの実施とすることにし

た。当初、灰にする植物を、富山大学周辺に自生しているススキを採取して、使用する予定だっ

たが、灰にした時の量が少なかったため、稲を使用することにした。設備は化学科の実験室や、

ガラス工作室の物を使用した。学生たちとの打ち合わせや、予備実験、当日の模様などを報告す

る。 

 

 

 

 



ガラス成形機による成形および融着加工 

ガラスナノインプリント技術の応用 

 

北海道大学 電子科学研究所 技術部 

 ○笠 晴也、太田隆夫 

 

研究目的 プレス成形による金型技術は日本のものづくりの一端を担っており、それに使用され

る金型は超精密機械加工機で作られている。例えば 100μm周期、50μm凹凸より大きいサイズの

加工であればステンレス材料でも可能であるが、50μm 周期 25μm 凹凸以下の加工になるとステ

ンレス材の場合、加工側面のバリの発生等の問題が生じる。通常、ステンレス上にメッキしたニ

ッケルリンや銅を加工するが、その場合、耐久性・耐熱性が十分とは言えない。本研究の１つ目

の目的として、超精密機械加工機では加工が難しい 10～80μm サイズの金型加工がフォトリソグ

ラフィーやドライエッチングによる微細加工技術によって可能か否か探りたい。また、２つ目の

目的として、耐久性、耐熱性に優れた金型材料である超硬合金材料の加工を試みる。超硬合金は

ガラスレンズのプレス成形に用いられる材料で、研削研磨による曲面加工が可能である。しかし、

ドライエッチングによる加工の場合、結晶焼結体であるため加工面に荒れが発生してしまう。そ

れゆえ、これまで微細加工には不向きな材料とされてきた。しかし、仮に微細加工が可能となれ

ば、丈夫で量産可能な金型材としてのニーズが見込める。そこで、次世代の金型の開発として、

マイクロサイズの超硬合金加工を試みようと考えた。 

計画 金型の作製として、一般市販材料である冨士ダイス㈱製超硬合金材料 JF03のドライエッチ

ング加工を行う。JF03 は焼結後の炭化タングステン（WC）粒形が 500～800nm 程度である。ドラ

イエッチング後の超硬金型の評価にはレーザー顕微鏡を用いる。作製した超硬合金は、ガラス成

形機で紫外透過ガラス（五鈴精工硝子製 IHU290、屈服点 578℃）に成形テストを行い、金型とし

ての耐久性、成形性、離形性を確認する。ガラス成形性については、はじめは本研究所にある離

形力測定装置（小型成形機）を使用するが、より成形力の強い大型装置を日本山村硝子㈱より寄

付して頂き成形実験を行う。 

方法 図 1は、炭化ケイ素（SiC）金型を作製し、ガラスに転写したものである。この技術を応用

し、超硬合金金型を作製する。25mm 角、2mm 厚の超硬基板上に銅（Cu）を鍍金（メッキ）する。

紫外線露光によるフォトリソグラフィ、Cu エッチング

液を用い、マイクロ流路、マイクロレンズアレイ金型の

もととなる Cuメタルマスクを作製する。次に CHF3ガス

等によるドライエッチング技術にて超硬材の深堀を行

う。作製した金型でガラスを挟み軟化点付近で成形を行

う。成形に用いるガラスには市販ガラスを用いる。転写

したガラスの評価はレーザー顕微鏡で行う。 

 

謝辞 本研究は、平成 26年度奨励研究（科研費）により行われたものである。 

 

図 1 SiCマイクロ流路金型（左）、成形したガラス（右） 

25mm 20mm 



光電子制御プラズマ CVD装置用ガラスカバーの製作 

東北大学 多元物質科学研究所 

齋藤雄二 

 

 2011年頃から当研究所高桑研究室より光電子制御プラズマ CVD装置（以下、本装置）に使わ

れるガラスカバーの製作依頼があった。ガラスカバーの使用目的は、基板以外でのプラズマの生

成を抑制することである。本装置の特徴に紫外線照射によって放出される光電子を用いて、プラ

ズマを生成することが挙げられる。装置内には基板以外に、基板ホルダ、ヒーター、装置内壁等、

プラズマが生成される箇所がある。基板以外の箇所でプラズマが生成されると基板の汚染、装置

内の汚染が起こるため、それらをマスクすることが重要である。 

 ガラスカバー形状は円筒状、箱状の 2種類がある。このカバーは基板に被せるため、カバー上

面内側はフラットな面が必要とされる。また既存装置に組み込むため隙間が取れず、カバー接合

部は Rを小さくすることが求められた。 

 厚み 2mmのテンパックスフロートガラスを使用し、端面の研磨後溶着することで Rが小さい

カバーを製作した。最近でも同様のガラスカバーの製作依頼がある。今回は、製作を重ねて気づ

いた注意点、板溶接における失敗を含め製作工程を紹介する。 

 

   

写真 製作したガラスカバー  右：120×130×22mm 板厚 2mm 

左：φ133×60mm 板厚 2mm  



ガラス製品の修理加工における他社製ガラスの使用可否の検討 

 

宇都宮大学 地域共生研究開発センター 先端計測分析部門 

長谷川和寿 

 

 ガラスの依頼製作の大半を占めるガラス製品の修理において、様々なメーカーのガラス

製品が持ち込まれます。さらに同じメーカーでも製品によっては異なるガラスが使用され

ていて、同じメーカーのガラスを使用しても安心して修理をすることができません。また

同じメーカーのガラスがない場合には他社製のガラスで修理することが必要となります。

そこで持ち込まれるガラス製品と手持ちのガラスを使用し比較することによって修理可能

なメーカー等の組み合わせを検討しました。 

 修理依頼が多いガラス製品とそのメーカー名を表１に示します。各メーカーはそれぞれ

ホウケイ酸ガラスを使用しているようですが、実際のガラスの線膨張係数は各メーカーで

異なっています。したがって基本的には同じメーカーのガラスでないと修理できません。 

 
表１ メーカーとガラス製品の一覧 

 

メーカー 主な製品 

Ａｒｒｏｗ  ビュレット 

Ｃｈｅｒｒｙ  ピペット 

ＨＯＫＫＡＩ  ビュレット、ピペット 

ＩＷＡＫＩ  ビュレット、ピペット 

ＰＹＲＥＸ  ビュレット、ピペット、分液ロート、ナスフラスコ 

ＳＩＢＡＴＡ  ビュレット、ピペット、分液ロート 

その他  分液ロート、ナスフラスコ、注射器 

 

 ところが同じメーカーでも製品によって修理することが困難な組み合わせがあります。 

特にＰＹＲＥＸ製ビュレットは写真１の通りコックと本体部分とで、元々異種ガラスを使

用している様なので修理には毎回気を遣っています。 
 

写真１ 修理前の破損ビュレット （左は実写、右は歪検査時） 



ガラス製マイクロ波照射装置の製作 

 

大阪市立大学 大学運営本部 研究支援課 

中原啓晃 

 

図１のような金属製の箱（内寸 2950×55×110ｍｍ）の中に納まるようなガラス製の容器の製

作依頼があった。条件としては、横からマイクロ波を照射し、反応系流路とその周りに温度を一

定に保つための冷媒の流路を上部の左右の円筒の部分からチューブでつなぎポンプで循環させる。

さらに反応時間を長くしたいので、できる限り反応系の流路を長くしてほしいとのことだった。

実際に製作したものが図２である。諸条件のもとでの設計と、製作過程での失敗や工夫した点な

どを報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 



創造工学センター機械工場ガラス加工室における活動報告 

 

富山大学 工学部 創造工学センター 機械工場 

豊岡伸安 

 

 私は 2012年に富山大学に採用され、工学部創造工学センター機械工場ガラス加工室で理化学ガ

ラス加工を始めました、前任者の藤岡氏の下、1年間理化学ガラスの加工に関する技術を学び、

藤岡氏の退職後、独自に研鑽を重ねております。 

今回の発表では、通常業務と地域貢献活動として学部開放事業「工学部 in夢大学」で行ったガ

ラスのスタンプ制作体験について報告したいと思います。 

 

1. 通常業務：実習指導、依頼品の製作、修理など  

 

2. 地域貢献活動： 

工学部では学部開放事業として「夢大学 in工学部」を開催している。講演会や地元企業の展

示、おもしろ体験、プチ科学教室などの企画が行われている。その中のプチ科学教室へ機械工

場の技術職員が、ガラス製のスタンプ制作体験を実施した。 

内容 準備したガラスの印材に木工用ボンドで印影となる図案を描きマスキングとし、サンド

ブラストにより印影を 0.3～0.5㎜彫り、のちにマスキングを除去する。 

対象/参加者数 小学生/20名（午前 10名・午後 10名）（平成 25年度）  

 

 

サンプル作品 

        

   ボンドでマスキングする様子         サンドブラストの様子 



ガラス旋盤偏芯取り付け治具の試作 

 

名古屋工業大学 

○南口泰彦、榊原俊作 

 

 ガラス加工する際、軸を合わせることは基本中の基本であり軸出しを練習することからガラス

細工の研修が始まる。しかし、その作業も手で回せるものにとどまり、管径が大きいものや、修

理依頼で持ち込まれるガラス製品は手で持って作業することは困難なことが多い。 

 管径が大きなものの加工をする場合はガラス旋盤を使用する。しかし、ガラス製品には枝管が

複数出ているもの、特殊な形状なものなどがあり通常のガラス旋盤のチャックではつかめず加工

できないものがある。 

 そういったものでも対応し加工できるようにガラス旋盤用の治具を制作したので報告する。 

 

 

  

 

   



φ3ガラス管の蛇行形状加工について 

 
弘前大学 理工学研究科 

堀井智実 

 

当ガラス工作室の依頼の大半は化学系研究室からのものであるが、近年、工学系研究室からの

依頼が増えてきている。特に熱流体工学系研究室からの依頼が顕著で、内容としては単純なガラ

ス管の加工依頼がほとんどである。 

ある日、その熱流体工学系の研究室からφ3 のガラス管を蛇行状に加工してほしいという依頼

があった。依頼を引き受けた段階では、簡単に製作できるだろうと思っていたのだが、実際、加

工してみると技術不足や加工上の条件等の問題があり、思うように製作することが出来なかった

が、試行錯誤の末、何とか完成させることができた。 

今回は 2件の蛇行形状加工依頼（写真 1，2参照）について報告、製作方法を述べる。もっと効

率の良い製作方法があると思うので、アドバイスを頂けたら幸いである。 

写真 1．アクリル加工品に対して 

加工したもの 

写真 2．「型」を用いて加工したもの 



燃焼による劣化が少ないカーボン製冶具の材料選び 

 

東北大学 多元物質科学研究所 

加藤拓也 

 

カーボン製治具は、ヤリやコテをはじめジョイントやフランジの成形、多角形管の引抜き成形、

電気炉での加工など、ガラス加工をするうえで欠かせない道具となっている。比較的加工が容易

で任意の形状に加工し易いカーボン材料だが、火加工で使用するうちに劣化消耗する性質がある。

そのため、劣化した冶具で加工を続けるとカーボン粉の付着による汚染や失透の原因となる。ま

た、引抜き成形ではカーボン型のサイズや形状が劣化によって変わってしまうことで、製品のサ

イズや形状も求められるものに仕上がらない。 

今回の発表では数種類のカーボン材料を使用して、研究室から依頼のあった内寸60×60mmの角

型パイプの引抜き成形と電気炉による燃焼テストを行った。そこでカーボンの劣化の状態やガラ

スへの影響を比較して、この引抜き成形に適したカーボン材料を検討したので報告する。 

 

  

 

 

  

 



10 月 16 日 12：00～受付 

仙台駅前発 時刻表 

A 理学部経由 動物公園循環      

11：18  11：53  12：18 

B 工学部経由 宮教大行き 

11：33  11：43  12：03 

12：23  12：43 

10 月 17 日 9：00～開始 

仙台駅前発 時刻表 

A 理学部経由 動物公園循環 

7：53   8：00   8：20    

B 工学部経由 宮教大行き 

7：46   7：58   8：03 

8：06   8：09   8：12 

8：15   8：23   8：28 

8：33   8：38   8：43 

交通アクセス                     

JR 仙台駅からバスでのアクセス 

 

 

 

 

キャンパスマップ 

東北大学大学院理学研究科・理学部（北青葉山キャンパス） 

所在地：宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6番 3号 

 

 

 

 

 

自然史標本館 

（東北大学総合学術博物館) 

H-01 自然史標本館 

硝子・機器開発研修室 

H-35 硝子・機器開発研修棟 

技術交流会会場 

I-01 北青葉山厚生会館 2F 

レストラン「AOSIS（アオシス）」 

シンポジウム会場 

H-32 理学研究科大講義棟 



氏名 所属
石川 勝久 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
笠 晴也 北海道大学 電子科学研究所
堀井 智実 弘前大学 理工学部
川村 綾香 群馬大学 理工学部
田部井 由香里 群馬大学
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
皆川 慎吾 物質・材料研究機構 材料創製支援ステーション
三澤 徹 東京大学 生産技術研究所
大嶋 正明 埼玉大学 研究機構総合技術支援センター
斉藤 由明 埼玉大学 研究機構総合技術支援センター
佐藤 亜矢子 埼玉大学 研究機構総合技術支援センター
徳永 誠 埼玉大学 研究機構総合技術支援センター
戸島 基貴 埼玉大学 研究機構総合技術支援センター
百瀬 与志美 静岡大学 電子工学研究所
榊原 俊作 名古屋工業大学 大型設備基盤センター
南口 泰彦 名古屋工業大学 大型設備基盤センター
岡本 久和 名古屋大学 全学技術センター（理）
川崎 竜馬 名古屋大学 全学技術センター（工）
小塚 基樹 名古屋大学 全学技術センター（工）
白木 尚康 名古屋大学 全学技術センター（工）
鷲見 高雄 名古屋大学 全学技術センター（工）
森木 義隆 名古屋大学 全学技術センター（工）
篠塚 郷貴 山梨大学 工学部附属ものづくり教育実践センター
鈴井 光一 分子科学研究所
中原 啓晃 大阪市立大学 大学運営本部 研究支援課
堀井 一考 大阪市立大学 大学運営本部 研究支援課
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
泉 秀明 富山大学 理学部
豊岡 伸安 富山大学 工学部
佐藤 勇 広島大学 ものづくりプラザ
藤原 雅志 広島大学 ものづくりプラザ
金丸 慎太郎 宮崎大学 工学部教育研究支援技術センター
安井 賢太郎 宮崎大学 工学部教育研究支援技術センター
阿部 寛則 東京理化器械株式会社
村上 博文 東京理化器械株式会社
須田 真通 株式会社テクノアイ
磯貝 宏道 テクノクオーツ株式会社
座間 寛典 株式会社ジャパンセル
田村 洋介 株式会社ジャパンセル
佐藤 大智 ㈲仙台石英硝子製作所
上原 大 株式会社水戸理化ガラス
石澤 茂 東北大学 工学研究科・工学部
笠原 哲也 東北大学 工学研究科・工学部
佐々木 貴康 東北大学 工学研究科・工学部
太田 福雄 東北大学 流体科学研究所
阿部 真帆 東北大学 電気通信研究所
加藤 拓也 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
佐藤 綾香 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
扇 充 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
澤田 修太 東北大学 理学研究科・理学部

参 加 者 名 簿




