
大阪大学 産業科学研究所

技術室報告

№23

２０１０



目次

☆ はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 技術室長 石橋武  ３頁

技術室報告会

＜特別講演＞

☆ データマイニング技術を使った臨床データからの新薬発見 ・・・

・・・ 技術室運営委員長 鷲尾 隆  ５頁

＜招待講演＞

☆ 機械加工における知恵 ・・・

・・・ 工学研究科技術部 岩崎 信三  ７頁

＜ユーザーズレポート＞

☆ フェムト秒時間分解透過型電子回折装置の開発と産研技術室 ・・・

・・・ 励起物性科学研究分野 成瀬 延康 ９頁

＜技術室報告＞

☆ 分析装置の総合利用管理システムの紹介 ・・・

・・・ 計測班 計測・情報システム係 奥村 由香 １５頁

☆ 簡易型セル洗浄器の改良 ―簡単・丈夫・低価格― ・・・

・・・ 工作班 ガラス工作係 小川 紀之 ２０頁

☆ 高精度化に一翼を担う機器について ・・・

・・・工作班 松川 博昭 ２６頁

☆ 最新装置紹介 ナノ X線 CT装置について ・・・

・・・ 計測班 田中 高紀 ３２頁

技術室行事

☆ 安全講習会       ・・・・・・・・・・・・ 榊原昇一実行委員長 ３８頁

☆ ものづくり教室     ・・・・・・・・・・・・ 相原千尋実行委員長 ３９頁

☆ 学術講演会      ・・・・・・・・・・・ポスター担当 田中高紀 ４０頁

☆ 彩都サンデーサイエンス    ・・・・・・・・・・榊原昇一実行委員長 ４１頁

☆ 技術室報告       ・・・・・・・・・・・・ 大西政義実行委員長 ４２頁

出張・研修報告

☆ 平成 22年２月 1日～平成 23年１月 31日 ・・・・・・・・・・・・・ ４４頁～



はじめに

技術室  石橋 武

昨年の技術室報告会は未来工業の話題で始めたのですが、この間 TVの「カンブリア宮殿」

を見ていますと、社長さんはこの不況の中ますます元気で頑張っておられ、少し嬉しい気

がしました。今年は大ブームを巻き起こした竜馬伝での高知弁を拝借しますと「マッコト、

イカンゼヨ」と云いたくなるような目まぐるしい変化の年でした。

100 年に一度と云われる補正予算によって分析装置類の導入が３月にあり NMR は５台

すべて新しくなり MS は従来の倍の数になりました。また産業科学研究所が堺の地から千

里に引っ越してきて以来 40数年ぶりに試作工場が新棟（インキュベーション棟）へ移転し

ました。このお陰で CNC旋盤やフライス盤、大型ガラス研削盤、放電加工機などの大型装

置が余裕を持って設置することが出来るようになりました。さらに技術室に於いては３年

ぶりの新人採用試験を実施し、４月には機械加工室（試作工場）に技術職員が実に 30年ぶ

りに採用されます。民間企業では考えられないことですが、2010年は「盆と正月とゴール

デンウィークが上半期に３つ同時にやってきた。」マッコト忙しくてイカンゼヨでした。

実は私にはクラシックギターの趣味があり、楽器店・ギター工房を探索したり、コンサ

ートへ行ってライブを聴いたり、下手の横好きですが自分でも少し演奏します。もし仮に

私に 10台のギターをプレゼントすると云われたらビックリ仰天、最高の喜びです。しかし

残念なことに、その１台１台の楽器の持っている本当の音色を弾きだすにはプロが弾いて

も数年はかかり、私なんかが弾く時には死ぬまでかかっても全ての楽器の音色を弾き出す

ことは到底できません。

今年は産研に一度に多くの装置が入りました。しかし、それを使いこなせる人、技術が

なければ宝の持ち腐れになってしまいます。幸いなことに OB のアドバイス、前年度にで

きた技術職員の新しい研修制度や講習会等があり、若手が積極的に参加してくれて 100 年

に１度のチャンスにどうにか対処出来ました。しかしギリギリセーフと云う所でどうにか

間に合った感がします。建物、設備、それから人もどうにか揃ってきました。今後は中身

の問題、技術の継承が課題になってきます。また今回の技術室報告の中では複数の技術職

員がプロジェクトでも重要な仕事をし始めており、その成果も報告されました。技術職員

個人の技量も大切ですが複数の力、チーム力が伸びてくれば技術室の存在がもっと素晴ら

しいものになるでしょう。今春よりは新人を迎え、さらに技術室力を高める事を念頭に皆

で頑張っていきたいと思います。



技術室報告会



データマイニング技術を使った臨床データからの新薬発見

鷲尾 隆

大阪大学 産業科学研究所 第１研究部門（情報・量子科学系） 知能推論研究分野

１． はじめに

IT 革命の進展の中で，膨大な社会活動記録がコンピュータネットワーク上に蓄積される

ようになり、その分析の一部をコンピュータに代行させて、医療や品質管理、マーケティ

ングなどの分野において有用な知識を発掘しようとするデータマイニング技術が注目を集

めている。類似技術として、従来から情報検索、統計解析がある。情報検索はデータから

欲しい``個別知識''を探し出そうとする．一方，統計的解析は殆どの場合、データが表す

``全体的傾向知識''を把握しようとする。これらに対して、データマイニングはデータ中

に埋もれた``部分的傾向知識を仮説として発見"しようとする。これがマイニング（発掘）

と呼ばれる所以である。そこでは人工知能研究で発達したコンピュータによる自動機械学

習技術やコンピュータの計算パワーを駆使するデータマイニング固有の技術など、さまざ

まな解析技術が用いられる[1]。

２． データマイニング技術の代表例

データイニングで用いられる技術は数十種類以上あるが、大まかには部分的傾向条件に

基づき事例が属するカテゴリを推定する Classification（分類)手法と部分的傾向に基づき類

似事例にグループ分けする Clustering 手法がある。特に前者は疾患の推定規則や薬品の作

用内容・程度の推定規則の発掘などに用いることが可能である。その代表手法に図１に示

す決定木分類学習法がある[2]。元のデータのカテゴリ分布よりも、特定のカテゴリに分布

が偏る条件項目をデータから見つけ出すことを再帰的に繰り返し、一定基準以上分布が偏

る条件の組み合わせとして、部分的傾向による推定規則を導出する。

３． 心疾患患者の入院時投薬データへの適用

国立循環器センターにおける心疾患患者の退院時投薬・治療歴データ２７４件につき、

上記手法を適用した。説明条件項目として原因疾患、薬効を規格化した 52 グループの投薬

品群と量を、目的カテゴリとして BNP, LAD, %FS, LVDd の各'低い'，'正常'、'灰色'、'高い'、
'異常に高い'などの分類を取った。図２に LVDd に関するマイニング結果を示す。利尿剤、

抗不安薬、血小板凝集抑制剤、β―受容体遮断薬が LVDd 検査値に影響を与えている可能

性が示唆された。



図１ 決定木分類学習法の概要

利尿剤 =< 0.667
    抗不安薬 =< 0.182
        血小板凝集抑制剤 =< 1.75 (146.0, 0.589) -> Normal
        血小板凝集抑制剤  > 1.75 (5.0, 0.6) -> High
    抗不安薬  > 0.182 (6.0, 0.5) -> High

利尿剤  > 0.667
    β―受容体遮断薬 =< 0 (16.0, 0.563) -> High
    β―受容体遮断薬 > 0 (11.0, 0.636) -> Normal

図２ LVDd に関する決定分類木のインデント表現

さらに本来は心臓病治療薬ではなく副次的な目的で投与していた消化性潰瘍剤、潰瘍治

療薬が BNP 検査値に、αグルコシダーゼ阻害薬が%FS 検査値に良い影響をもたらす可能

性も示唆された。これらについては、さらに動物実験による追試を行い、実際の効能が確

認され、新たな心臓病治療薬の可能性を得ることができた。

４． まとめ

データマイニングを心疾患臨床データに適用し、部分的傾向知識を取り出す見通しを得

た。
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「機械加工における知恵」

岩崎 信三

工学研究科技術部

１． はじめに

我々機械屋さんが「ものづくり」をする上で基本となるのが機械加工である。旋盤、

ボール盤、フライス盤等を安全に注意し、適切な加工を行っていく「工夫」や「考え方」

について私が今までに体験してきたことを中心にお話をさせていただきたいと思います。

時代が変わり、技術職員の立場も変わりつつありますが、このような技術に関する知

恵は次の世代にも継承して行かねばならないことだと思っております。

２． ものづくり

「ものづくり」におけるノウハウの一部を挙げてみると以下のようなものがある。

 機械・工具類の取り扱いを十分理解し、素材に合った最適な加工法で取り組む。

 身近にあるものでも工夫次第で有用な部品となることもある。

以上のことを踏まえ、少ない手順で安全に配慮し、目的にかなった製品を製作するのが

「ものづくり」における基本である。

 工作に使用する機械・工具を検討する。（計測のしやすさも考慮に入れる。）

 作業手順を検討する。（段取り）

部品点数の多いものは位置きめが大切である。特に摺動面で構成されているものは取り

付け位置に注意が必要である。時には現物あわせも必要になってくる。

治具（ジグ）を作る。

同一形状のものを多数製作する場合は治具と呼ばれるものを使

用すると高精度のものを効率的に作ることができる。

３． 工具や器具における工夫

クランプ：工作機械等で工作物を固定する工具。

締め付け部は自由に動くが、ものをはさんで締

め付けると「てこの原理」で固定される。 どこ

の位置でも固定されるので幅の広いものから狭

いものまで素早く対応することができる。



直角定規（スコヤ）：直角を測る測定具。いろいろな使い方がある。

工作物にバリ（加工の際にでる突起物）がある場

合、直角定規に切欠きがあるとより正確に直角を

測定できる。定盤などを利用すると大きいもので

も測定できる。

４． 工具類の自作

 市販品では間に合わないものは自作する。

刃先交換式中ぐりバイト 加工物固定具（左：自作 右：市販品）

５． ライフサイクル

ライフサイクル設計から、これからの「ものづくり」が見えてくる。できるだけ無駄を

省き、使えるものは再利用をして資源の有効利用を進める。企業でも実践を始めていると

ころがある。これは今後の技術の進むべき方向ではないだろうか。

６． まとめ

機械を使用して加工をするためには創意工夫、十分の経験が必要である。普段から専門

外の分野にも目を向け、仕事に役立つものは取り入れる寛大さが必要である。不要になっ

た製品も工夫次第で有用な部品となりうることもあるのでリユース・リサイクルも視野に

入れた「ものづくり」が今後の課題である。先人の知恵を無駄にせず我々も知恵を働かせ

て、新しい時代に対応した「ものづくり」を考えていかねばならない時ではないかと思う。

最後にこれらの技術を次世代の若い技術者に伝えてゆくことが我々に課せられた使命では

ないかと思う次第である。



フェムト秒時間分解透過型電子回折装置の開発と産研技術室

成瀬 延康

産研 第 2研究部門 励起物性科学研究分野

１． はじめに

超短時間パルスレーザー技術の革新的発展に伴い、光励起が原因となって進行する個々

の原子の運動を時間分解的に追跡することが可能になってきた。このような超高速の構造

動力学研究は、分子科学、生物学、材料科学など、凝縮系科学各分野で急拡大しており、

反応開始前の構造はもちろん、最終的な構造へと変化する種々の反応中間状態に対する詳

細な知見が獲得されつつある。光誘起構造相転移に代表される超高速構造動力学現象の多

くは、フェムト秒オーダーで起こる非可逆変化である。ゆえに、高い時間分解能を有し、

かつ、可逆のみならず非可逆の構造変化過程を直接観察できる手法の確立が必須であり、

世界的にも集中的な取り組みがなされている。最近、我々は非可逆構造変化の追跡にも対

応するフェムト秒時間分解透過型電子回折装置の開発に成功した。ここでは、本装置の概

要に加え、本研究に多大な貢献をしていただいた産研技術室との関わりについても述べる。

２． 研究背景

従来、超高速構造動力学に関する知見は、主に光学スペクトルの解析を通じて間接的に

得られてきた。しかしながら、分光学的に獲得した構造の知見は、解析時に用いるいくつ

かの近似や仮定に大きく依存しており、得られた構造情報の曖昧さや任意性が避けられな

いという課題があった。また、光誘起構造動力学現象の多くは、フェムト秒（fs）オーダ

ーの時間スケールで非可逆に進行することが明らかになりつつあり、高い時間分解能を有

図 1 フェムト秒時間分解透過電子回折装置の概観図



し、かつ、可逆のみならず非可逆の構造変化過程を直接観察できる手法の確立が強く望ま

れるようになった。

物質系の原子構造を直接知ることができる代表的な手法は、回折法と顕微鏡法が挙げら

れる。そのプローブとしては、X線が、歴史的にも重要な発見や新しい領域を開拓してきて

おり、時間分解回折法に限っても、SPring-8 をはじめとする大型放射光施設において、数

10 ps（10－10秒）の時間分解能で、種々の物質系における構造変化の直接決定が可能とな

っている。最近では、フェムト秒パルスＸ線を用いた時間分解Ｘ線回折法が大きな進展を

見せており、動的構造変化の知見を直接的に獲得する手法として用いられている。しかし

ながら、X線と物質の相互作用は、例えば電子などの荷電粒子と比べると3-5桁程度弱く、

1）回折パターンの撮影に長い時間を要する、

2）散乱能の小さい軽元素物質には適用が難しい、

3) ビームコリメーションや拡大などレンズ作用を実現することが著しく困難であるた

めに顕微鏡法としての応用が限られるため局所構造情報が得られない、

など、いくつかの原理的な問題を有している。

そこで着目された手法が、超高速時間分解電子回折法である。2004 年に開催された第 1

回の国際会議を境に種々の系の超高速構造動力学研究の主要な実験手法として大きく発展

した。その理由は、

1）技術的問題の克服によって100 fs 以下の時間分解能が実験室レベルで達成可能、

2）Ｘ線に比べて大きな弾性散乱断面積によって、回折パターンの検出効率の大幅な増加

が可能、

3）高精度のビームの調整・集束が実現可能で鮮明な回折パターンが測定可能、

4）実験室レベルでの装置の組み込みとSTM などの表面解析装置との有機的接続が可能、

等にある。我々は、現在、実験的研究に主として使用されている光電子のDC 加速（30～50 

keV）による電子パルスの反射型電子回折装置の特性と限界、および世界の趨勢を検討した。

その結果、DC 加速型の反射型電子回折装置では、

1）空間電荷効果の為に発生可能な電子数がパルスあたり数千個に限定され、単一パルス

による回折パターン測定が不可能で、非可逆的相転移現象に適応できない、

2）空間電荷効果の存在の為、試料配置や電子銃からの距離に制限があり、数100 fs 以

下の超短時間の時間分解能の達成が困難、

3）反射型回折パターン測定では多くの重要な格子配置変化が直接検出できない、

4）近い将来の凝縮系物質に対する構造動力学研究の主武器となるフェムト秒時間分解電

子顕微鏡の開発と実現に大きな制限を与える、

等の諸問題が原理的に解決困難であるとの結論に達し、装置開発目標を、未だ世界的に

実現されていない、100 fs を切る時間分解能を有するMeV 電子を用いた透過型高精度電子

回折装置の建設に置いた。特に①単一パルスによる回折パターン測定を実現し、非可逆的

構造変化過程の研究を可能にすること、ならびに、②試料透過型での時間分解電子回折測

定を高精度で実現し、それを超高速時間分解電子顕微鏡開発の基礎とすること、が最大の

達成目標となった。



３． フェムト秒時間分解透過型電子回折装置と性能

今回作製したフェムト秒時間分解透過型電子回折装置の詳細については参考文献[1]に

詳しいので、ここでは概略を述べるにとどめる。

図1 、図2に我々が開発した電子回折装置本体の概観図および概略図を示す。装置は、

大きく分けて

①レーザーフォトカソードからの光電子をＳバンドのRF電場で数MeVの相対論的領域ま

で瞬時に加速する電子ビーム発生部、

②超高真空中での電子回折パターンの高精度測定を可能にする3つのレンズや偏向素子

を含む回折部、

③微弱な回折パターンを高感度に検出する検出部、

から構成されている。

フォトカソードRF 電子銃は、小型でかつ短パルス・低エミッタンスの電子ビームが発生

できる利点を有している。理論的シミュレーションによれば、カソードに100fsのレーザー

光パルスを照射した場合、電子パルスの電荷量が1 pCの時に、パルス幅が100 fs、エネル

ギー分散が5 × 10－4の短パルス高品質電子ビームが達成可能である。これらの理論予測は、

共同研究者の楊准教授らにより実験的に確かめられており、同型のRF電子銃から出射した

電子パルスが実際に100fs以下の幅をもつことが実測されている。RF 電子銃の幾つかの特

徴を表1（左）にまとめる。一方、電子回折部の特徴は、レンズを含めた結像系が横型配置

であるという点である。通常の透過電子顕微鏡では、色収差や非点を最小にするため縦型

図 2 フェムト秒時間分解透過電子回折装置の概略図



配置となっているが、我々の目的とする固体の超高速構造動力学研究においては試料への

レーザー光励起など、他の光学系配置を含めた厳密な調整が必要となるために横型配置と

なっている。また、検出部の最大の特徴は、高感度でMeVの電子検出が可能となっている点

である。MeV 領域の電子に対する高感度測定の困難さは，①一般的な高効率電子検出素子

であるチャンネルプレートが利用できない事、②電子ビーム照射による2 次元検出素子の

ダメージの効果を除去する事、③散乱電子ビームや２次的に発生するＸ線の検出器への混

入を排除すること等、を効果的に実現することにある。我々はシンチレータとして、CsI

の柱状結晶を素子とするFiber Optic Plateを採用することで高効率に電子-光変換を実現

し、光信号のみを45°反射しCCDカメラにて撮影する光学系を採用、さらに全検出部を鉛ブ

ロックで覆うことにより、MeV 領域の電子に対する高感度測定を可能にした。

最後に、本装置を用いた測定例を紹介しつつ，本装置の卓越した性能の一部を示す。図

3 に電子エネルギー2.95 MeV, パルスあたりの電子数が3.7×106個の測定条件で得たSiの

回折パターンを示す。ここで用いたSiは産研技術室の協力を得てドライエッチング手法に

よって180nm±50nmまでに広領域で薄膜化されている。極めて明瞭な回折パターンが、高次

の回折スポットまでシングルショット（1電子パルス）で得られていることが大きな成果で

ある。RF電子銃を利用した電子回折実験は、米国のSLAC、UCLA、中国の精華大学の研究グ

ループが我々に先行して行っているが、いずれも測定のS/Nが悪く、これほどまでに明瞭な

回折パターンは得られていない。高次の指数の回折スポットが得られることは、構造変化

を解明する上で大きな利点がある。図に示すように、我々はこの試料からの時間分解測定

にも成功し、極めて急速にBragg回折強度が変化する様子を捉えることができた。特筆すべ

きは、わずか数％の強度変化を100fs以下の時間分解能で測定出来ている点である。もちろ

ん、上述のいずれのグループからも未だ時間分解回折データも報告されておらず、達成さ

れた成果の大きさはわかっていただけるかと思う。

本装置を用いて得たSi結晶の超高速構造動力学に関する知見については、紙面の都合上

割愛する。我々が開発したフェムト秒時間分解透過電子回折測定装置は、

1）シングルショット測定による極めて鮮明な回折像が測定可能、

表 1 フェムト秒時間分解透過電子回折装置の特徴



2）100 fs 以下の時間分解能での測定が可能、

3）1.56 Å-1 という極めて広い領域での散乱波数ベクトル領域での測定が可能、

4）数％の回折強度変化の正確な測定が可能、

等の多くの点で、現時点で世界最高性能を有する時間分解回折装置であると言える。

４． 今後の展望

現在，開発した本装置を用いて精力的に光誘起構造相転移現象の直接的な微視的機構を

解明するための研究を行っている。その代表的な例としては，固体構造の凝縮様式を特徴

づける①擬一次元有機結晶におけるイオン性－中性構造相転移，②共有結合における

sp2-sp3 結合変換を伴うグラファイト－ダイヤモンド相転移，③電子系の相関効果が重要

な役割を果たすVO2 結晶における金属－非金属相転移，更には，④応用上極めて重要な意

味をもつ相転移型情報記憶材料GeSbTeにおける結晶－アモルファス相転移等である。

今後、上述の研究に加えて、我々の電子回折装置の特徴の一つであるシングルショット

測定能力を併用すれば、秩序－無秩序構造相転移、結晶－アモルファス転移等の不可逆相

転移過程の超高速構造動力学研究が可能となり、構造相転移研究の対象を格段に広げるこ

とができる。今まで推論（理論的考察）の域を出なかった素過程や化学反応で重要となる

平衡条件から遠く離れた物質系の原子構造等が、実時間・実空間における直接的知見とし

て獲得され、自然認識のレベルを革新し得る。

さらなる高性能化を実現するためには、現有装置に対し、①電子銃のエネルギー分解能

をさらに1 桁向上させること、②イメージ結像・拡大用の電子レンズを収差補正まで含め

て高度化・高精度化する事、が必要となるが、本装置開発の基礎となった、量子ビーム科

学・固体物理学・材料科学等の多くの分野の共同作業によって、確実に達成できる課題で

あると思われる。

５． 産研技術室との関わり

本研究を推進するあたり、産研技術室の存在は極めて大きかったといえる。筆者の個人

的な感想ではあるが、産研では、①装置の機械工作的微調整や創作を自前で行うことが出

図 3 Si 単結晶から得た回折パターンと Si 単結晶 620 スポットのフェムト秒励起

後の時間変化



来る（試作工場の利用）点、②試料作製（ドライエッチング）から評価（透過電子顕微鏡

の利用）までを自前でできる点、が大きな利点であったように思う。結果として、装置性

能の向上や試料作製技術の改善に向けたフィードバックが早く、取得データのクオリティ

ー向上にも大きく貢献している。特に、短期間での成果を求められるプロジェクト型研究

において、フィードバックが早いことは何事にも変えられない利点であると感じている。
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分析装置の総合利用管理システムの紹介

奥村 由香

技術室 計測班 計測・情報システム係

１． はじめに

昨今、Internet Explorer や FireFox などの WEB ブラウザの発展により、WEB アプリケー

ションで作業をする機会が増えてきている。

大阪大学産業科学研究所の付属施設である総合解析センター（以下、「解析センター」）

にも WEB アプリケーションシステム（以下、「WEB システム」）が構築されているが、サ

ーバの老朽化、新規分析装置導入を伴い、WEB システムの再構築が検討された。そこで今

回、私が解析センターのご協力のもと、新しく構築した WEB システムについて報告する。

２． 解析センターの紹介

解析センターは組成分析や構造分析などを総合的に行うために NMR や、MASS、X-ray、
EPMA といった共同利用度の高い大型分析装置等を一極集中管理している付属施設である。

装置数は 36 台、スタッフ数は 11 名（兼任も含む）で、装置は研究者に終日開放しており、

スタッフは依頼分析や装置のメンテナンスを行っている。これら数々の分析装置を円滑に

利用するために、装置の利用・依頼予約から課金計算等まで WEB 上で行うための総合管

理システムが構築されている。

３． はじまり -TASMAC システム -

まず、総合管理システム構築のはじまりとなったのが昭和 61 年から運用が開始された

TASMAC（Total Analysis System of Material Analysis Center）システムである。当時、各装置

には付属のミニコンピュータやパーソナルコンピュータが設置され、それぞれ独立して動

作していた。そのため、各々のデータをコンピュータ間で共有することは不可能であった。

そこでTASMACシステムは、NMRやMSなどの主要機器分析装置類からデータを収集し、

構造解析や物性評価を総合的に行うように開発された中央集中型のスーパーミニコンピュ

ータであった。しかし時は流れ、高性能で安価な小型コンピュータの登場により、再び分

散型への道を歩むこととなる。

４． MACWEB システム

MAC(Material Snalysis Center 材料解析センター)とは解析センターの旧略称名である。

MACWEB システムは装置の予約、分析依頼、サンプルの受付、施設利用課金を目的とし、

これらがブラウザ上で行える WEB アプリケーションシステムとして構築された。



分析装置を利用するにあたっては、研究者自身が装置を利用する自主測定とスタッフに

依頼する依頼測定があり、分析手法によって利用形態が異なる。それらを配慮して構築さ

れたシステムであり、今回再構築するシステムにも参考にさせていただいた。

５． CACWEB システム

CAC（Comprehensive Analysis Center）とは現在の

解析センターの略称名である。今回構築した

CACWEB システムは表１のように装置や分析手法

によって利用形態が異なるアプリケーションを用意

した。  

装置を短時間しか占有しない分析

にはスタートストップタイプ、長時

間にわたり装置を占有する分析にはカレンダー予約タイプを用意した。また、依頼分析に

は帳票タイプを用意した。詳細は後ほど紹介する。

また、産研以外の外部ユーザが装置を利用する場合もあるが、外部開放しない装置もあ

るため、その区分分けを行う必要があった。そのためユーザのアカウント情報をもとに以

下のようなデータを用意した。

このデータをもとに、

ユーザには利用できる

装置だけが表示される

ようになる。それでは、

次にその形態に要した

アプリケーションを紹

介する。

６． アプリケーションの紹介

スタートストップタイプは WEB 上で打刻することで、利用開始・終了を宣言してもら

い、装置の利用状況が随時確認できる仕様となっている。終了打刻の時点で課金計算が行

われ、データベースに反映される。現在使用中の装置には、使用順番待ちが可能なボタン

も用意し、現ユーザが使用終了後、次ユーザが誰であるかが表示され、現ユーザは次ユー

ザに連絡する。また順番待ちではなく、指定した時間に使用を希望するユーザのために、

時間指定予約も設けた。しかしこの予約は、直近で順番待ちのユーザの間に割込めないよ

うに、現在から 3 時間以降の予約が可能な仕様とした。

図１：CACWEBシステム TOP

表１：利用形態

表２：装置利用可、不可リスト



また、その他に、NMR では method や solvent
の選択項目を用意し、次ユーザに装置環境状況が

把握できるようにしたり、また、スタッフ用にメ

ンテナンスボタンを用意し、メンテナンス中はユ

ーザが打刻できないように工夫を凝らした。

カレンダー予約タイプは、利用希望時間を選

択し、登録するシステムである。

日にちのマス目の色で装置の利用状況が確認

可能である。（赤色：終日予約、黄色:一部予約、

白色：予約可能、緑色：本日の日付）

マス目をマウスオーバすると予約者が表示さ

れる。

依頼タイプは前回同様、必要事項を入力しても

らい、その情報を PDF 出力する仕様である。新規

ツールとして、構造式作画ソフト ChemDraw 等で

描いた図（jpg）をインプットすることを可能にし

た。

図２：スタート・ストップタイプの画面

図３：カレンダー予約タイプの画面

図４：依頼入力及び帳票出力の画面



７． 課金について（報告書）

解析センターでは四半期毎に各研究室に受益者

負担報告書を提出している。作業効率化を図るた

めに、この報告書を自動で作成するアプリケーシ

ョンを構築した。スタッフは課金期間を選択し、

システムはその期間のデータをデータベースから

抽出、その情報を Excel で研究室毎に各シートに

出力する。

８． その他の特徴

MACWEB システム同様、土日祝日、夜間割引

を導入している。装置によっては割引を行わない

場合もあるので装置毎に割引設定ができるように

した。

また、外国人ユーザが多く、今回は基本、英語表記となっている。アカウント作成時も

マルチバイト文字での登録はリジェクトする仕様となっている。

９． サーバに関して

システムに関しては表３のとおりである。

HD：500G を２台搭載し、RAID1 を組み込ん

だ。ライブラリとして PEAR をはじめ、PHP
で PDF を作成する FPDF、エクセルを作成す

る PHPExcel をインストールした。

１０． 苦労した点

ある Kernel パッチを適用した際に何度も再起動を繰り返し、OS が起ち上がらないとい

った症状に遭遇した。GRUB メニューよりセーフモードで、再度パッチを適用した。また、

ブラウザの種類やバージョンの違いによるレイアウト崩れ、OS の違いによって異なる動

作に回避策を検討する必要があった。

１１． 今後の課題

近年、他機関と装置を共同利用する取り組みが進んでおり、それに伴うユーザと装置の

利用区分に関する複雑化、情報共有化、システムの連携化を視野に入れながら更なるシス

テム開発を進めていきたい。そのためには各機関のプログラム開発者と様々な情報交換を

していきたいと考えている。

図４：受益者負担報告書

表３：開発環境



また、未完成の部分の作成や、テンプレートを作成することによるコードの簡略化も行

う必要がある。
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－簡単！・スピーディー！・低コスト！－

硝酸酸化装置の製作

工作班 ガラス工作室

小川 紀之

【１】はじめに

ゲート絶縁膜への利用を目指して、シリコン酸化膜（SiO2）を作成することを

目的とした、100％硝酸蒸気を用いる硝酸酸化装置の製作をしたので報告する。

製作に際しては以下の３点を目標に掲げた。

① 繰り返し実験に対応する簡単な取り扱い

② 製作期間の短縮

③ コストの低減

【２】装置の使用条件

示された装置の使用条件は以下の４点である。

① ６インチと８インチの丸型と角型のシリコンウェハを

② 窒素雰囲気化で

③ 400℃に加熱したのち

④ 硝酸蒸気を吹きつけ酸化膜を生成する

写真１．硝酸酸化装置



【３】装置の概要

装置全体の概要を示すための、写真１に完成品となった２号機を示す。中央に

ある平たい透明容器が装置本体で、中にシリコンウェハがセッティングされてい

る。装置の左右に２カ所づつ、計４カ所に摺りサイズ 15 のジョイントメスが取

り付けられており、右側にあるマントルヒーターの三口フラスコ内で 100％硝酸

蒸気が作られ、右側奥の導入口から装置へ供給される。その手前の導入口からは

窒素が供給できるようになっている。装置左側奥の導入口からは熱伝対が挿入さ

れる。

左側手前の導入口からは硝酸蒸気が排気される。装置の上部はガラス板でフタ

をされ硝酸蒸気の漏出を防いでいる。加熱は装置を上下からヒーターで挟んで行

う。写真では上部のヒーターは外された状態になっている。装置全体は安全のた

めにドラフト内へ設置されている。

装置内に茶色い「もや」のようなものが見られるが、これは、おそらく、硝酸

蒸気 HNO3 がシリコンと反応もしくは分解して二酸化窒素 NO2 に変化しているの

ではないかと思われる。実験中はもっと濃い茶色になる。

【４】１号機の製作と破損

装置１号機（写真２）は、外径φ250、肉厚 7.3 ミリのパイレックス管に厚さ

５ミリのテンパックス円板を溶融して貼り付け製作された。テンパックスは、パ

イレックスとほぼ同じ組成と性質のガラス素材である。

写真２．１号機の概要



１号機では導入口は全体で３カ所となっている。これは、硝酸蒸気と窒素ガス

の導入口をひとつにまとめているためで、その結果、この導入口の外側に付けら

れる関連部品が重くなり破損へとつながったと思われる（写真３）。また、テン

パックスとパイレックスは通常は問題なく溶融してつなぐことが出来るのだが、

今回のような大口径・肉厚であると、

製作時からアニールがうまく出来な

いなどの兆候があり、何らかの影響

があったと思われる。１号機の本体

部分の製作費用は、パイレックス管

とテンパックス円板とで約１万５千

円。製作日数は、材料取り寄せと製

作で約１カ月半を要した。

写真３．破損の起点

【５】２号機の改良点

製作にかかる時間と材料費を大幅に節約するため、ネット検索で見つけた既製

品のパイレックス製の鍋を転用することにした。同じパイレックスでも理化学ガ

ラスと家庭用品とでは微妙に組成と性質が違う可能性はあったが、早急な製作が

望まれたため、とにかく鍋を取り寄せ作ってみることにした。

取り寄せたパイレックス鍋のサイズは外径φ230、深さ 50 ミリで、若干希望よ

り小さめであった。１号機の反省から、硝酸蒸気と窒素ガスの導入口を分け、

導入口は左右２カ所づつの４カ所なった（写真４）。

    主な改良点

1．製作時間の短縮のため

パイレックス製の鍋を転用する

2．付属品を軽量化するため

摺りサイズを 19 から 15 にする

3．製作日数を２日に短縮

写真４．２号機の概要



【６】２号機の製作

■購入したパイレックス鍋の「つまみ」部分をダイヤモンドソーで切り取った

のち、鍋の縁を平面研削盤で研削する。ほぼ、ボール状態となる。

■ジョイントを取り付ける部分にミニター工具で下穴を開ける。

■560℃の電気炉内においてジョイントを溶着する。



■容器の縁とパイレックス板とを共摺りし密着性を高める。

研磨材は♯1000 番を使用。

■ウェハ固定台と付属部品を製作して完成。



■ガラス工作室内において仮に装置を組み上げてみた。

【７】まとめ

今回の製作を通じて、仮に行き詰っても、智慧を働かせていけば思わぬ物が

代用品として立派に役立ち、そのことが手間と費用の大幅なカットに結びつくと

いう体験をした。

今後も、産業科学研究所の発展に貢献できるよう創意工夫に努め、精進してい

きたい。

まとめ  １．意外な素材が役立ち

２．製作日数を大幅短縮でき

３．材料費も 7 分の 1 にダウンできた

2010.12.06 第 23 回 技術室報告会



高精度化に一翼を担う機器について

松川博昭

工作班長

１． はじめに

研究者が使用するガラス製の測定装置や実験器具は年々、高精度化が望まれている。当

試作工場では徐々にではあるがマシニングセンター、放電加工機、旋盤、円筒研削盤と NC
化により高精度化を図っている。私はガラス加工を本務としているので、２００９年２月

に導入されたガラスやセラミックス等の加工もこなせるＣＮＣ円筒研削盤を主に高精度化

に一翼を担う機器について報告する。

２０１０年９月に「新工場と新しい機器について」と題して北海道大学で行われたガラ

ス工作技術シンポジウムにおいてＣＮＣ円筒研削盤を使った加工例を主に発表報告した。

今回の報告でもＣＮＣ円筒研削盤を使った加工例を主に発表するが、ガラス工作技術シン

ポジウムではガラス加工を本務としている者を対象に製作の手順や工夫点、失敗例を中心

に報告した。今回はユーザーを対象に加工範囲の拡充や精度アップを中心に報告する。

また最近、更新された他の機器についても報告する。

２． CNC 汎用円筒研削盤

この円筒研削盤（写真－1）は金属加工

のみならず、研削砥石をダイヤモンドなど

に換えることにより、ガラスやセラミック

スを金属加工用の旋盤と同じ様な加工が行

え、ガラスやセラミックスの高精度加工に

適している。２６年間稼働し続けた境野製

作所製 MT-450L 型の更新として導入した、

シギヤ精機製作所製 GPS-30･40 型である。

更新後の CNC 汎用円筒研削盤は以前の機

種に比べ、全ての加工範囲を上回り、さら

に高精度な加工ができるようになった。しかも、プログラミング加工ができるようになっ

たため、他の作業も同時に行え効率アップにつながっている。この CNC 汎用円筒研削盤

を設置後、製作した加工例を以下に報告する。

２－１ 旋光計用セル（写真－２）

このセルはパイレックスガラス製で光路長５０㎜、光路径φ３,５㎜である。装置のセッ

ト位置に大きさの制限があり外形の高さと幅の精度も求められている。これまでにもこの

タイプのセルの製作をしているが光路径がφ５㎜と太く、このセルはハンドワークでバー

写真－１



ナー加工により製作ができた、しかし、φ３,５㎜と細くなっ

たためバーナー加工では難しくなり、これの製作には円筒研

削盤が活躍した。

胴体部にはφ２０～２５㎜の無垢棒を使用した。加工はま

ずは適当な長さにカットし、円筒研削盤により穴あけ加工を

両端面より行った。装置セット幅に合わせサイドをカットお

よび研磨（平面研削機を使用）し、さらに、高さ調整を行う

ため研磨している。その後、光路長を決める研磨を行い、そ

の端面には厚さ１㎜の板をあらかじめ加工しておき、紫外線

硬化接着剤にて貼り付けている。

２－２ １ℓ反応ろ過器（写真－３）

この装置はこれまで２０～５０㎖で行っていた実験の容量を少し多くして行いたいため

に製作した。取り扱いおよび操作を簡単にできるように、フィルターの取り外しができる

ことおよび上部開口部を大きくしてある。

今回、円筒研削盤にて製作した部分（写真－４）は下部のフランジ部分で、このフラン

ジ部分はフィルターを簡単装着できるように下側フランジの段加工およびフィルターを下

のフランジを同時に押さえるための溝加工（写真－５）を行った。

この構造はフランジ締め付け金具とOリングによりフィルターをしっかり押さえる形状

にしている。

写真－２

写真－３

写真－４

写真－５



２－３ 石英ガラス製反応容器 A

この装置（写真－６）は容器壁面からのＳｉＯ2 以外

の物質の溶出を防ぐためオール石英ガラスで製作してい

る。

この蓋部分（写真－７）は厚みのある板を使い外側と

内側にテーパー加工を施している。外側のテーパーは容

器とのジョイントに、内側の小さなテーパーは反応液導

入のための導入管とのジョイントに用いる。また、ガス導入用の枝管が必要でテフロン製

のジョイントが外れないように横溝加工を施している。また、蓋の下部に試料をぶら下げ

るためのバーを取り付けている形状になっている。

写真－８は組立前のパーツで石英ブロックより円板を作り、内外テーパー加工、穴加工

と枝管は石英棒より外径研削、横溝加工、穴加工を円筒研削盤にて製作した。

２－４ 石英ガラス製反応容器 B

この容器（写真－９）も前述と同様の理由により石英ガラス製で製作している。円筒研

削盤ではフランジ部と底部（上下）の製作を行っている。フランジ部はφ１２０㎜×ｔ１

２㎜の円板を作り、穴加工、段加工、面取り加工を施し作成する。

写真－１０は蓋部の製作に使った部品である。

写真－６

写真－７ 写真－８

写真－９ 写真－１０



２－５ パイレックス製反応容器

写真－１１・１２はφ６～８インチの試料（円板）をホルダーに置き、反応させるため

の容器である。試料の反応温度を測定できるよう熱電対の導入管を中央まで挿入している。

容器の大きさはφ２５０㎜×高さ４０㎜で上部スリ部の研削加工、面取り加工に円筒研削

盤を使っている。

写真－１３は円筒研削盤のチャックに取り付けるために金属でフランジのような治具

（写真－１４）を作り、ステッキワックスにて仮付けし研削しているところである。

２－６ 斜めの穴明け加工例

写真－１５はアルミ蒸着したガラス板に４５°の角度でφ７.３㎜の穴加工を行ってい

る。これの製作にはカバー用ガラス板でステッキワックスを使って挟み込み、４５°に加

写真－１２写真－１１

写真－１３ 写真－１４

写真－１５ 写真－１６ 写真－１７



工した治具に貼り付け（写真－１６）、円筒研削盤で穴明け加工を施している。写真－１７

は蒸着の剥離やガラス特有の欠けを防ぐためにカバーしたガラス板である。

３． 多機能工作機（NEW COMPLE 5000E）

写真－１８は２００４年に導入した多機能卓

上小型旋盤で旋盤加工の他フライス加工、ボー

ル盤加工のできる複合機である。本来は金属、

プラスチック、木材の加工機であるが、先端工

具をダイヤモンド工具に換えることによりガラ

ス、セラミックスへの加工が行える。

この機械は１９８０年代から使っていたコン

パレータを改造して、ミニターを取り付けた自

作機（１９８９技術室報告）の代替およびネジ

切り加工が行える利点があることにより導入し

た。以前に比べると加工範囲が２倍以上拡がり、剛性も高くなり高精度加工が行える。ま

た、XYZ 軸方向はデジタル表示のため加工位置の確認操作が簡単に行えるようになった。

この機械により製作した加工例を以下に報告する。

３－１ セラミックスへの加工例（写真－１９・２０・２１）

最小の穴空け加工は０.１mm 深さ１㎜まで可能。

写真－２０・２１の外周は円筒研削盤により加工している。

３－２ 石英ガラスへの加工例

この実験装置の石英パーツ（写真－２２・２３・２４）は側面よりテーパー加工（ドリ

写真－１８

写真－１９ 写真－２０ 写真－２１

写真－２２ 写真－２３ 写真－２４



ル形状）その先端はφ２㎜のストレートドリルで空けている。その穴に上面からφ１㎜の

穴を空け貫通している。

上面のリング溝は円筒研削盤により加工している。

４． 精密研磨機（低周速ドクターラップ）ML-180SL

この研磨機（写真－２５）は低周速で加工でき

るためサンプル研磨用ホルダーの面ぶれが少ない、

また、強制駆動アームを使っているため研磨効率

と研磨精度の良い加工ができる。さらに高精度が

得られるサンプル研磨用ホルダー（写真－２６）

がある。しかし、小型であるため、φ６５㎜以下

の加工しかできない。そこで平行度は悪くなるが

自作サンプル研磨用ホルダー（写真－２７・２８）

を使うことでφ１１０㎜までは加工可能になった。

φ３６.７㎜×ｔ１.７㎜の円板の製作依頼があ

ったので、純正と自作ホルダーの比較を行った。純正で作った円板は最大の厚み差が０.
０３㎜に対して自作で作った円板は０.０６㎜と２倍の差があった。

これまでに依頼製作した最小厚みは０.１５㎜×φ２５㎜の石英ガラス板であるが、限界

は未だ探していない。

５． まとめ

今回は試作工場のガラス、セラミックスへの機械加工の現状を報告した。さらに高精度

化を目指し機器の更新や精密測定機器の導入を考えている。しかし、利用頻度や作業場の

スペースなどを考えると経済的かつ合理的ではない。やはり専門的に秀でた企業の技術力

には及ばない所があるのは当然である。そこで、専門的に秀でた企業を紹介することも我々

の仕事だと考えている。

写真－２５

写真－２６ 写真－２７ 写真－２８
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装置概要（Sky Scan 2011）

※光学・電子顕微鏡＝2次元観察

※3次元観察※3次元観察
ア．スライス・サンプルの作成・撮影

（サンプル作製が困難）
イ．透過像の撮影

（三次元情報が含まれている）

第23回 産研技術室報告会3/11

装置概要（Sky Scan 2011）

真空排気部

高圧・電子線発生部

画像検出部

試料駆動（回転）部

X線発生部

第23回 産研技術室報告会4/11

試料駆動（回転）部

制御PC部
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測定・処理の手順

三次元画像の構築

三
次
元
画
像
の

透過画像の収集

三次元画像の構築 の
可
視
化
・デ
ー
タ
解
析
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データ変換 動画画像の構築

SEMとの比較
試料提供：井上雅博助教（先端実装材料研究分野）
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アプリに進みます
Ｄａｔａ Ｖｉｅｗｅｒを使います。

第23回 産研技術室報告会7/11

まとめと課題

◇最高分解能の確保のため熟練

◇高分解能には試料の前処理も必要

◇VGStudi MAXを使いこなせ

◇測定講習会の開催

第23回 産研技術室報告会8/11

◇測定講習会の開催

◇時間がほしいです
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材料解析センターの皆様
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総合解析センター 設立１周年記念セミナー
　標記セミナーが5月14日（金）にインキュベーション棟講義室で開催されました。山口所長の挨拶に始まり、大学連携ネットワーク笹井宏明西
近畿委員長、科学教育機器リノベーションセンター石塚守副センター長から共同利用のための各システムの紹介がされました。続いて核磁気共
鳴装置、質量分析装置、単結晶Ｘ線構造解析、ReactIR、ナノフォーカスＸ線ＣＴ、生物用電顕等最先端研究設備に関する合計10件の最新分
析技術が紹介され、活発な意見交換が行われました。延べ出席者数は、研究所内外から80名以上にのぼりました。講演会終了後には最先端設
備見学会と懇親会が開催され、花房昭靜名誉教授、澤田正實前材料解析センター助教授などからご祝辞を頂き、大変和やかな会になりました。
　また、本セミナーのポスター作成、ビデオ録画にご協力いただいた技術室の方々に厚くお礼申しあげます。

（総合解析センター　菅沼　克昭）

産業科学研究所安全講習会の開催報告
　今年度も5月13日の午後に、磯山安全衛生管理委員長と技術室のメンバーが担当して安全講習会が開かれました。産研のような幅広い分
野の人員が所属する研究所での安全講習会は、端から端まで興味をもって聞いてもらうのが難しいかと思われます。そこで講演項目は例年どお
り、研究室と産研生活全般、工作関係、放射線関係、ガス関係、ネットワーク関係、試薬登録関係とし、より新人オリエンテーションの趣を強める
内容に改めて講演を行ないました。産研で研究活動に従事する事を念頭に、より具体的な項目を重視した講演を目指したものです。
　13研究室から33名の参加者があり、皆さんにアンケートにも協力頂きました。その中に講演スライドの配布を願うものがあり、担当としては喜ば
しいものでした。現在、講演のスライドはホームページから閲覧可能になっていますので、産研技術室のサイトからご覧下さい。その一方、スライドを
英語化して欲しいとの意見も頂いています。安全講習会のみならず、産研で行なわれる講演・講習の英語化は今後必要になってくると改めて考
えさせられました。
　　　　　　　（技術室　榊原　昇一）

産研テクノサロン（平成22年度第１回例会）
　平成２２年５月７日、産研テクノサロン平成２２年度第1回例会が産業科学研究所において開催されました。「産業に生かす科学を目指して」を
テーマに、4つの講演と今春竣工したインキュベーション棟などの見学会を行いました。講演では、山口明人所長から、「産業界の要請に応える産
研を目指して」と題して、産研の現状を紹介するとともに、産学連携によるオープンイノベーションの推進についての抱負が述べられました。続いて
鈴木健之准教授から新装置が数多く導入された総合解析センターの紹介と環境調和型酸化反応に関する研究成果の発表がありました。大阪
ガスの松本毅室長からは、外部技術の活用によるオープンイノベーション型研究開発の推進について、また、近畿経済産業局の八島毅祐課長
からは、「関西の新産業ビジョン」と題して、関西産業界の活性化構想について説明されました。見学会では、インキュベーション棟の企業リサー
チパークにおいて利用可能な施設や総合解析センターに新たに導入された超高感度核磁気共鳴装置など最先端機器の見学が行われ、産研
を拠点とした産学連携によるオープンイノベーションの推進に向け、熱心に意見交換が行われました。

（産学連携室　清水 裕一）
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武庫川女子大学附属高校産研見学会
　文科省のSSH（スーパーサイエンスハイスクール）指定校である武庫川女子大学附属高校の産研見学会が、6月4日の午後にSSクラス1年
生43名と引率教諭3名が参加して行われました。広報委員長の産研概要紹介に始まり、笹井研究室（笹井教授）、安蘇研究室（家准教授）、吉
田研究室（近藤助教）、野地研究室（林久美子研究員と大学院生2名)から研究内容を分かり易くご紹介頂きました。その後、2グループに分かれ
ての研究室見学では、若手教員や大学院学生を囲んで熱心な質問が飛び交い、積極性と関心の高さが伺えました。最後に生徒代表から謝意
が述べられました。このうち２１名の生徒は、夏休みの7月末に夏季研究体験として、上記の研究室で体験実習を受けることになっています。
　この他にも、7月13日に兵庫県立西宮北高等学校サイエンスコミュニケーションコース3年生40名が訪れ、量子ビーム科学研究施設、阪大複
合機能ナノファウンダリ、総合解析センターの施設見学を行いました。また、７月２８日には滋賀県立彦根東高等学校の２６名が施設見学に訪れ
ることになっています。ご協力頂いております研究室、施設の皆様に深く感謝いたします。

（広報委員会委員長　安蘇　芳雄）

「ものづくり教室・ナノテク理科教室2010」　開講
　今年も技術室と阪大複合機能ナノファウンダリの共催で大阪大学２１世紀懐徳堂の協力の下、小中学生を対象に「ものづくり教室・ナノテク
理科教室」を８月４日から６日までの３日間にわたり開講致しました。
　１年ぶりに復活した「金属加工」と「ガラス工作」、引き続き開講の「電子回路」と「微細加工」の４コースを募集したのですが、最初に思わぬ
びっくりが有りました。募集を開始した７月５日の午前０時から応募のメールが次 と々やって参りまして、翌日を待たずに全て定員に達するという皆さ
んの期待の高さをひしひしと感じて始まりました。お断りのご連絡も多数させて頂きまして、残念ながらご参加頂けなかった方には大変申し訳なく思
います。来年も開催いたしますのでご期待下さい。
　開催の内容についてですが、山口所長による開会の挨拶と産研紹介に始まり、４日は沼尾教授の「共感するコンピューター」、５日は加藤教授
の「薬の話」、６日は山口所長の「ばい菌の話」の講義を45分間行いました。小学生には少し難しい話だったかもしれませんが、保護者の皆さんと
もども熱心に聴きいっていたのが印象的でした。
　その後、各教室に分かれ実際に物をつくってもらいました。金属加工「オリジナルプレートを作ろう」に計18名、ガラス加工「浮沈子を作ろう」に
計18名、電子回路「ハンダゴテを使って電子回路を作ろう」に計30名、微細加工「ナノ加工技術を使ってオリジナルカードを作ろう」に計17名の
合計83名の参加を頂きました。教室では皆楽しそうに物を作っていましたし、各教室が終わり戻ってきた子供達の顔を見ればとても満足そうでした
ので、その笑顔を見れてスタッフとしてもうれしかったです。また保護者の方からも参加されたお子様の喜びの声や自発的に学校の自由研究をや
り出すという激変した？お子様の様子等も送って頂きまして大変ありがとうございました。来年もお待ちしております。

（技術室　相原　千尋、阪大複合機能ナノファウンダリ　大島　明博）

産研ニュースレター 第41号 2010.8
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平成２２年１１月２８日に彩都西中学校において彩都サンデーサイエンスが開催されます。技術室では今年、「光の回折現象とホログラム」というタイトルで出展します。
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変換した図(ホログラム)に
レーザーポインタをあてると、
元のハ トマ クが再生されます

技術職員が携わる新装置の紹介（総合解析センター）

このハートマーク
(25pixel角)を

逆フーリエ変換すると
右図のようになります

360pixel角に変換 720pixel角に変換

元のハートマークが再生されます。

フ リエ変換型質量分析装置(FT MS) 高輝度型単結晶Ｘ線回折装置（FR IP)有機微量元素分析装置(CHN)MALDI TOF型質量分析装置(MALDI MS)

これらの装置は昨年度、総合解析センターに導入されました。新装置導入により予約システムも新しく作成しました。

フーリエ変換型質量分析装置(FT-MS) 高輝度型単結晶Ｘ線回折装置（FR-IP)有機微量元素分析装置(CHN)MALDI-TOF型質量分析装置(MALDI-MS)

熱分析装置(TG-DTA)ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC-MS)DART質量分析装置(DART-MS)

装置予約システムの構築装置予約システムの構築

装置を利用するにはWEB上で予
約します。このシステムを奥村技
術職員が再構築しました。 装置
の利用形態に適応した仕様となっ
ています。

このシステム構築の詳細については

熱分析装置(TG-DTA)

ナノＸ線ＣＴ(X-ray CT)

ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC-MS)DART質量分析装置(DART-MS)

このシステム構築の詳細については
１２月６日（月）の技術室報告会で紹
介いたします。

他にも、NMR5台、3D-TEM、CSI-MS、

React IR、旋光計が導入されています。

谷畑氏は、これまで、研究施設において専らセラミックスに関連する業務に従事し、装置の保守および改良による研究環境の整備に努め、
その傍らに行なった研究の成果が認められての受賞となりました。

谷畑 公昭 技術専門職員が第64回日本セラミックス協会賞功績賞を受賞

受賞（日本セラミックス協会賞功績賞）
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彩都サンデーサイエンスに出展しました
　今年で四回目を迎えた彩都サンデーサイエンス（11/28）に、やっぱり今年も参加しました。技術室は一回目から参加しており、筆者も皆勤して
います。これまでの出展で筆者が感じたことは、「もの」を作って、持って帰れるようなテーマが喜ばれるということです。せっかく技術室が出展する
のですから、材料から作り出すような企画がかっこいいですが、大量に準備する困難から、これまでは既製品を利用した内容になっていました。
そこで今年は、一から作れるようなものにしようと考え、家庭用のインクジェットプリンターでホログラムを作ることを試みました。ところが実際にやっ
てみると、インクジェットのにじみから再生像は
乱れたり、OHPシート表面の凹凸が望まない
回折を起こしたりと、課題がいっぱいでした。
最終的には解像度を落とし、ラミネートするこ
とで本番に耐えうる出来になりました。
　当日は、二台設置したプリンターのうち一
台の出来栄えがあまりよくなくて、ホログラム
が再生できない子がいて申し訳ない点もあり
ましたが、午後になってからは安定して提供
することができました。方法は確立したので、
これからもイベントで使えるものにはなったと
思います。

（技術室　榊原 昇一）

第23回産研技術室報告会
　平成22年12月6日に第23回産研技術室報告会を開催致しました。　改修工事を終え新装なった管理棟の講堂にて行いました。本報告会
では、はじめに山口明人所長、石橋武技術室長から挨拶を頂き、続いて技術室運営委員長の鷲尾隆教授により「データマイニング技術を使った
臨床データからの新薬発見」と題する特別講演が行われました。また、招待講演は工学研究科技術部の岩崎信三技術専門員より「機械加工に
おける知恵」と題して、ユーザーズレポートは励起物性科学研究分野の成瀬延康助教より「フェムト秒時間分解透過型電子回折装置の開発と
産研技術室」と題して講演いただきました。技術室からは４題の報告（奥村由香技術職員「分析装置の総合利用管理システムの紹介」、小川紀
之ガラス工作係長「－簡単！・スピーディー！・低コスト！－　硝酸酸化装置の製作」、松川博昭工作班長「高精度化に一翼を担う機器について」、
田中高紀計測班長「－最新装
置紹介－　ナノX線CT装置に
ついて」）が行われました。今回の
報告会は、いずれも活発な質疑
応答があり有意義な開催となりま
した。本報告会開催に際し参加、
協力下さいました皆様に感謝申
し上げますとともに、今後も技術
室へのご理解とご指導、ご鞭撻
をよろしくお願いします。

（技術室　大西 政義）

産研ニュースレター 第42号 2011.1

　本研究所において日々研究等を行っている外国人研究者、留学生の方々及びそのご家族と、教授をはじめとする教職員やチューターとの親
睦を深めることを目的とした本研究所恒例の国際交流パーティーが、１２月１６日（木）午後５時３０分から、工学部GSEコモンイースト１５階のラ・
シェ－ナにて開催されました。
　副所長兼国際交流推進委員会委員長の菅沼教授の開会の挨拶の後、同教授の司会により山口所長の挨拶と乾杯の発声でパーティーは
始まり、中国、韓国、インド、ベトナム、バングラデシュ、米国、ドイツなど計１３ヶ国もの外国人研究者・留学生や小さいお子さんを含むご家族と、教
職員などあわせて約８０名が、教育・研究や日常の生活等の話題について終始歓談したのち、各研究室ごとに自己紹介し、最後に日本伝統の一
本締めでパーティーを締めくくりました。

（総務課総務係）

産研 国際交流パーティー開催
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　本研究所において日々研究等を行っている外国人研究者、留学生の方々及びそのご家族と、教授をはじめとする教職員やチューターとの親
睦を深めることを目的とした本研究所恒例の国際交流パーティーが、１２月１６日（木）午後５時３０分から、工学部GSEコモンイースト１５階のラ・
シェ－ナにて開催されました。
　副所長兼国際交流推進委員会委員長の菅沼教授の開会の挨拶の後、同教授の司会により山口所長の挨拶と乾杯の発声でパーティーは
始まり、中国、韓国、インド、ベトナム、バングラデシュ、米国、ドイツなど計１３ヶ国もの外国人研究者・留学生や小さいお子さんを含むご家族と、教
職員などあわせて約８０名が、教育・研究や日常の生活等の話題について終始歓談したのち、各研究室ごとに自己紹介し、最後に日本伝統の一
本締めでパーティーを締めくくりました。

（総務課総務係）

産研 国際交流パーティー開催



出張・研修報告



「ナノテク 2010」に参加して

谷畑公昭

日程：平成 22 年 2 月 18 日（木）～19 日（金）

場所：東京都江東区有明 東京国際展示場

1. はじめに

平成 22 年 2 月 18 日、例年に無く東京は未明よりの雪に見舞われ、寒気の中に包まれて

いた。このような交通の遅延も予想されるなか、遥々と東海道を上り、いざ東京に着くと

天候は回復し、雪は融けていた。先ずは安堵するも、電車からホームへ降りると第一声は

「寒い！」であった。筆者には勝手知ったる路線と言えども、やはり案内板を頼りに進ま

ないと迷いそう。人の波は果て無く続き、足早に電車を乗り換え、国際展示場へと向かう。

2. 今年のブース

恒例の「ナノテク 2010」へ出展し、見学者への対応を行なった。今年のナノテクセン

ターのブースは見事な装いであった。デザイン的にも色彩的にも優れていた。さぞかし、

見学者諸氏の目を惹いたことであろう。ナノテク 2010 自体は 2 月 17 日（水）から 19 日

（金）までの 3 日間開催で、筆者はその内の後半を担当した。今回は本年度にナノテクセ

ンターが改組してから初めての展示であり、従来の組織とは異なった構成員による新体制

であった。会期中は連日、それぞれの担当者が詰めており、基本的に各所属分野等の展示

を担当することが任務である。

3. ナノ加工室

ナノテクセンターの所属としてナノ加工室では、リソグラフィーの技術と疎水、親水性

の特性を組み合わせて作製した試料の原物と画像の展示を行なった。そして、顕微鏡持参

による観察を提供し、その中には微小パターンに産研の紋章を用いた視覚性の像を示した。

見学者の中には微小パターンの確認と紋章出現の巧妙に驚くとともに、微小領域の研究へ

の展開を期待する人もあり、大いに関心を惹いた。

4. その他会場内

出展数余りに多く、全てを見ることはできず、大まかに見学した。記憶に残った箇所は

3 次元加工に関するものと、精密研磨に関するもの等であった。毎回思うに、大手企業の

展示会場は華やかで、時にはアルコールや茶菓子類のサービスが行なわれ、商談等が行な

われているが如く見える。実際、そうかも知れない。諸所、熱気に溢れた空間であった。

5. おわりに

今回も、充実感と疲労感に満たされた 2 日間であった。特に、展示終了に際し、会場内

には朗々と「蛍の光」が流れ、総員が撤去片付けに入ると、時間厳守の荷造りのため慌し

くなる。「終わり、即ち始まり」。会場内では次の準備への始まりか、作業員が手際よく働

いている。全てが無事に終わり、駅へと向かう歩道には帰路に着く人、人が続いており、

「兵どもが夢の跡」、夕刻の国際展示場には寂しさが漂う。--- これで、無事に終わった。



 

 

 

大 阪 大 学 学 外 技 術 研 修 報 告 書 

 

                      職  名  計測班長 

                      氏  名   田中 高紀  

 

１．派遣先の機関名及び派遣期間 

  国立大学法人 琉球大学 

平成２２年３月３日～平成２２年３月６日 

 

２．派遣用務（研修テーマ） 

「平成 21年度機器・分析技術研究会、実験・実習技術研究会（琉球大学主催）」に参加し、

特にＸ線構造解析に関する最新の分析技術、分析装置及び安全衛生管理の情報を得ることによ

り日常業務に反映させることを目的とする。 

 

３．研修の概要及び成果（字数は制限しない。） 

                                         

 「平成 21年度機器・分析技術研究会、実験・実習技術研究会」は琉球大学主催により琉球大学

工学部等を会場として 3月に開催された。本研究会の実験・実習技術研究会は単独開催で第 3回目、

機器・分析技術研究会は第 15回目を迎える。琉球大学において初めて二つの技術研究会が合同で

開催され、口頭発表 120件、ポスター発表 164件の発表が行われ、参加者人数も 571人と盛況で

あった。開催 1 日目には「直木秀夫琉球大学客員教授」による特別講演「今 沖縄からテ

クノイノベーション」で始まり、その後参加者の口頭発表、ポスター発表が行われた。残

念ながら単結晶Ｘ線構造解析に関した発表は無かったものの、Ｘ線回折装置を用いた発表

で北海道大学上野晃平氏による「ＸＲＤによる硫酸銅五水和物の測定 –学生実験での試薬

の再利用-」の発表がありＸＲＤ（粉末Ｘ線回折装置）により試薬の品質確認を行い試薬の

再利用に役立てているとの興味ある発

表であった。さらに、私も業務上担当

している電子線マイクロアナライザー

（ＥＰＭＡ）に関連した発表で、三重

大学中村昇二氏による「ＥＰＭＡ波高

分析用データファイルの作成」のポス

ター発表が行われていた。測定対象元

素に対しての妨害元素が存在するとき

の回避測定方法の紹介とデータファイ

ルの蓄積について発表させており大変        研究会ポスター 

参考になった。                                 

 機器・分析技術研究会はその名の通り大学の教育・研究を行う上で新規に開発された材

料の評価を行うのに必須のアイテムを使いこなす上で必要な技術情報交換の場である。機

器・分析技術は環境測定を行うのにも役立つ技術で同時に技術習得している。法人化後習



 

 

得した技術で大学における安全衛生業務に積極的に取り組んできている。一方、実験・実

習技術研究会は学生等への実験・実習授業時の技術支援を中心にするとともにその培われ

た技術は地域、小中高各学校への出前実験体験・ものづくり教室等を初めとした地域貢献

にも力を注ぎ展開してきている。今回の研究会においても、安全衛生管理、地域貢献（も

のづくり教室）に関した発表が多数あったことは言うに及ばない。産業科学研究所技術室

においても４年程前より「ものづくり教室」に取り組み、２年前より「彩都サンデーサイ

エンス」への地域貢献にも取り組んできている。他大学の発表が参考になっていることを

付け加えておきたい。                               

 

４．研修中の感想又は希望等（字数は制限しない。） 

 研修の感想及び希望をのべる前に今回、私の大阪大学学外技術研修を現実化するに当た

り御尽力いただきました、産研所長、事務部の方々を始め事務局の皆様に厚くお礼申し上

げます。本研修事業があるからこそ高額な旅費等が必要とされる沖縄への研修出張が実現

出来たと考えております。機器・分析技術研究会と実験・実習技術研究会が同時に開催さ

れていたことにより多くの体験談、失敗談、成功例、今後の工夫点等々学ぶところは非常

に多くあったと考えております。今後も、大阪大学学外技術研修を有効に活用させていた

だきたいと考えると同時に、継続していただけることを願ってやみません。       

                                        

                                         



出張報告書    
                                           

                         平成 22 年 6 月 18 日

                      所属部局 産業科学研究所 技術室

                      職  名 技術室長

                      氏  名 石橋 武

１.派遣先の機関名及び派遣期間

名古屋国際会議場

平成２２年５月２４日～平成２２年５月２６日

２.派遣用務（研修テーマ）

「日本顕微鏡学会第６６回学術講演会」に参加し、最新の顕微鏡技術、試料作製法及

びトモグラフィーに関する応用技術の情報を収集する。

３.研修の概要及び成果（字数は制限しない。）

５月２４日～２６日にかけて名古屋国際会議場に於いて「日本顕微鏡学会第６６回

学術講演会」が開催された。

講演内容については最新装置の性能情報は透過電子顕微鏡（TEM）・走査電子顕微

鏡（SEM）・透過走査電子顕微鏡（STEM）について、応用技術はナノ材料・磁性材

料・セラッミクス等の材料に関して、新しい電子顕微鏡手法の開発は、その場観察

法・高分解能分析電顕法・トモグラフィー電顕法などに関心があり、それらについて

は数多くのテーマにわたって口頭発表やポスター発表があった。

特に、試料作製技術については新開発の FIB 装置を用いた断面観察試料の作製方法

に顕著な進歩がみられ、僅か数１０分間で完成するという最新鋭の能力を知る機会が

得られた。昨年度に産研に新規導入された X 線 CT 顕微鏡、バイオ TEM の両機種は

ともにトモグラフィーの手法を必要とする装置であり、それらに関する性能や応用例

などの情報を調べる必要があったので私にとっては非常にタイムリーな講演会にな

った。

４.研修の感想又は希望等（字数は制限しない。）

昨年度は日本顕微鏡学会の講演会に日程の都合で参加できなかった。わずか１年間

抜けただけで電子顕微鏡及びその関連技術が随分と進歩していた。

一昨年の時はまだまだ開発途上の技術だろうと思っていたものが、今年はかなり完成

された技術になっていたのには技術開発の速さに驚かされた。最先端の研究開発を支

援する立場として絶えず新しい情報に接することは必要不可欠であり、この様な出張

の機会を与えていただいたことに感謝します。仕事の良き刺激になりました。



別紙様式3

大阪大学総長　殿

大阪大学学外技術研修報告書

平成22年　6月3日

所属部局（執講座、臓肝愕）産業科学研究所　技術室　工作班

職　　名　　　　　　　機械回路工作係長

氏　　名　　　　　　　大西　政義 印

1．派遣先の機関名及び派遣期間

主催：日経ものづくり　場所：Learning Square新橋

平成22年6月1日～2日

2．派遣用務（研修テーマ）
ものづくり塾「CNC切削自動化、超精密・微細切削のための切削基礎理論」に参加し超精密・微細
切削の新たな可能性を探る。

3．研修の概要及び成果（字数は制限しない。）

ものづくり塾「CNC切削自動化、超精密・微細切削のための切削基礎理論」に参加した。　こ

のセミナーは、グローバル化するものづくりにおける標準的な加工技術になってきたCN

C切削において、高精度化に必要な切削の基礎理論と実践について学ぶ講座である。　全

国の民間企業や大学等から約70名の参加があった。　講義内容は、具体的に現場で直面す

る課題を盛り込み、切削の基礎理論と実践や切削データの蓄積によるデータベース構築を

めざす等、生産技術エンジニアのレベルアップを目的としている。　さらに、今後注目さ

れる超精密・微細切削に関しての事例が紹介された。　今回は、私が日常業務で行ってい

るマシニングセンタにおける高硬度鋼加工の高精度化や超精密・微細切削の新たな可能性

を探るために参加した。　近年工作機械の発達と共に工具もめざましい進化を遂げ、一頃

では考えられなかった加工が可能になり、集約加工はおろか加工工程そのものを根本から

見直さなければならなくなってきた。　これらの問題に加え、超精密加工に対応するため

仕上げ面精度に影響を及ぼす突き出し量を加味した工具の保持方法や工具軌跡等工具挙動

と切削の関係をフィードバックした切削データの蓄積とデータベース構築の必要性を痛感

した。

4．研修中の感想又は希望等（字数は制限しない。）

今回参加したものづくり塾では参考になる講義を多く聞くことができた。　是非とも今

近年高速ミーリングによる高硬度鋼の切削後の業務において活用していきたいと思う。

が一般化して以来、切削の高精度指向が強まり、超精密・微細切削など新たな街域に注目が

集まっている。　このような切削葡域になると、今まで培ってきた熟練技能に依存する条

件とはまるで違ったアプローチによるデータベース（プログラミングのための切削データ）

を構築しなければならない。今回専門講義を受講することによりその必要性を実感した。

これからも学外技術研修で業務に活かせる技術の研鏡を行っていきたい。

注：講義内容の公開は損害賠償、著作権法上行っておりません。



第 64 回（平成 21 年度）日本セラミックス協会賞表彰式に出席して

                          谷畑公昭

日 程：平成22年 6月4日（金）

場 所：東京 霞ヶ関ビル 東海大学校友会館

業績の題目：「装置の保守および改良による研究環境の整備と

傾斜機能材料の開発」

1. はじめに

今般、第 64 回（平成 21 年度）日本セラミックス協会賞功績賞を受賞した。これまで、

研究施設において専らセラミックスに関連する業務に従事し、装置の保守および改良によ

る研究環境の整備に努め、その傍らに行なった研究の成果が認められたと言うことであり、

大変光栄に思っている。セラミックスの研究を始めるに当たっては（昭和 54 年当時の）

材料高圧合成センター長の小泉光恵教授からテーマを与えられ、その後 20 年以上に亘り、

（センターの改組に伴い）研究テーマの変遷はあるものの恵まれた環境にあった。途中、

雑音が入ることもあったが、幸い指針を見失うこともなく、本流から反れることもなく、

お蔭様でセンターにおいて先生方の暖かいご指導、ご鞭撻により、多少なりの成果を得る

ことができた。

2. 研究の継続と学位の取得

今から思えば、これ以上望むべきもない程に恵まれた環境であった。一技術職員にあっ

て研究の機会を与えられ、学会への参加も認められ、そして院生諸氏とも親しく交流し、

研究室での生活を充分に堪能することができた。この間、途中（昭和 57 年）から事務機

構改革として技術室が組織された。その結果、これまで所属していた材料高圧合成センタ

ーが派遣先となり、新たな組織との間で二重構造が誕生した。

発足時、所長から「業務については、派遣先の長に従うように」とのお言葉があった。

その後、何かと悩ましきこともあったが、従来の勤務体制は殆んどそのまま温存された。

と言うよりも、意識的にそのように務めた。その分、新組織に幾分皺寄せが行ったかも知

れないが、当時の室長も急激な変革に対する状況に理解を示し、影ながら応援していたよ

うに思っている。そのような暖かい心遣い、気遣いに対し、今もって感謝する次第である。

以来、改組を経て、高機能極限材料研究センター、高次インターマテリアル研究センター、

そして現在のナノテクセンター（ナノ加工室）へと続いている。この間に研究成果を纏め、

大阪大学から博士（工学）の学位を取得した。誠に、有難き哉。これ言うなれば、良き指

導者に恵まれた結果であろう。かくして、平成22年6月 4日、東京での表彰式に臨んだ。

3. 日本セラミックス協会と新原先生

会場は霞ヶ関ビルの最上階と言う好立地に位置する東海大学校友会館であった。今回は

表彰式に先立ち、会場では日本セラミックス協会の通常総会が開催されており、既に議事

が始まっていた。現在の日本セラミックス協会長は（数年前まで産研に在職されていた）

新原皓一先生で、会場に入るなり先生のお顔が目に留まった。新原先生には産研に在籍時、



大変お世話になった。以前とお変わりない姿に、懐かしさの余り、思わず「新原先生！」

と声を掛けるところであった。総会へは受賞者も出席してよく、役員と一般に混じって進

行する審議に耳を傾けた。その中には、旧知の A さんと B さんが居合わせ、それまでの

張り詰めた気持ちが幾分緩和した思い。後の懇親会では A さん曰く「ミニ同窓会だね」の

通り、久々に積もる話に花を咲かせ、旧交を温めた。

4. 表彰式

表彰式は受賞者の一人毎に新原会長

から直接に賞状と副賞が手渡され、併

せてねぎらいの言葉が掛けられた。各

氏が受賞される姿を見ていると、受賞

のシーンは一瞬ではあるが、受賞者も

十人十色、これまで業績に到達するま

での苦労話や苦心談が必ずや背景に沢

山隠れているであろうと筆者自らに重

ね合わせて想像していた。実験で遅く

なることもあり、装置が故障すること

もあり、試料の作製に手間取ることも

あり、またデータの解釈に悩むことも

あり、上手く纏まれば喜びも一入。「苦

あれば楽あり、楽あれば苦あり」である。

5. 懇親会

後の懇親会での席上、或る受賞者と歓談中に、

当時（10～20 年前？）は決して受賞や何やと

目に見える成果を意識して業務に当たってい

た訳ではなくて、ただ与えられた任務について

忠実に知恵を出して遂行したに過ぎない。その

ことが結果として成果に繋がったと言うよう

な話題になった。併せて、上司として（研究者

としても）優れた先生に恵まれたことも幸運で

あり、忘れてはならない重大な要素であること

に帰着した。つくづく、そう思った。

6. おわりに

このような賞をいただいて身に余る光栄に思う。唯、一言で「運が良かった」と言って

しまえば、話は早いが、所属が変わる度に良い先生方に巡り合ったことも事実であった。

これまで、所内にて多くの先生方や諸先輩方にお世話になった。特に、故石黒政一先生、

故小泉光恵先生、宮本欽生先生（現阪大名誉教授）、そして菅沼克昭教授には格別にお世

話になった。ここに、改めて感謝する次第である。

  表彰式では新原会長（産研名誉教授）より

  賞状と副賞を戴いた。

日本セラミックス協会 功績賞



 

技 術 研 修（出張） 報 告 書 
 

                                                       平成２２年 ６月５日 

 

                      所属部局 産業科学研究所 技術室 

                      職  名 係長 

                      氏  名  榊原昇一 

                  

 

 

１．派遣先の機関名及び派遣期間 

内閣府主催 「科学・技術フェスタ in 京都」＠ 国際会館（2009年6月5日） 

 

２．派遣用務（研修テーマ） 

ナノテクセンターの出展に伴い、その手伝いと自身が開発したデバイスを

使った品の展示。 

 

３．研修の概要及び成果（字数は制限しない。） 

大阪大学産学連携室の呼びかけに応じて、ナノテクノロジーセンターの

有志が出展を行なった。ブースは大阪大学として出しており、産学連携室、

ナノテクセンター、基礎工、工学部とバラバラの内容であった。そのため、

他の目だったブースと比較すると分かりにくい内容になっていた。（とく

に、向かいに出展していた長崎大学のブースは、大学で開発したお茶の売

り込みに特化しており、にぎやかなものであった。）センターでどうこう

できることではないが、次回は工夫が必要だと感じた。 

 私が出展したのは、微小デバイスを使った水の絵が浮き出るオブジェだ

が、見てくれたのは１０人ほどであった。むしろ、産研の方に受けていた。 



別紙様式２

大 阪 大 学 学 外 技 術 研 修 報 告 書

                                                       平成２２年９月２２日

大阪大学総長 殿

                  所属部局  産業科学研究所技術室
                    職  名        技術室長
                    氏  名             石橋 武
                  
１.派遣先の機関名及び派遣期間

東京工業大学 大岡山キャンパス  平成２２年９月１日～３日

２. 派遣用務（研修テーマ）
｢平成 22 年度機器・分析技術研究会｣に参加し、電子顕微鏡等の機器分析装置
に関する技術情報を収集する。また参加大学の技術部等の研修活動や技術継
承についての情報も調べる。

３. 研修の概要及び成果（字数は制限しない。）

東京工業大学の蔵前ホールで｢2010 年度機器・分析技術研究会」が開催され

た。参加者はおよそ２５０名で、技術研究会は開会挨拶、学長挨拶、技術部

長の挨拶があり、東京工業大学大学院生命理工学研究科教授による特別講演

「ゾウの時間ネズミの時間から技術について考える」で始まり、口頭発表が

29件、ポスター発表が 56件行われた。

    

蔵前ホールでの開会式        ポスター会場の様子

前回の沖縄での研究会は実験・実習研究会との同時開催だったが今回は

機器・分析技術研究会のみの開催ではあったが多くの技術発表があった。

この技術研究会での近年の傾向としては、開催大学の特徴を出すべく

特別公演が企画されており、富山大学では癒しの為のロボット研究開発



について・京都大学では独法化後の大学の安全衛生と技術職員のかかわ

りについて・琉球大学では技術職員の研究支援の在り方についてなど、

その時々にあったテーマで催されてきた。

今回は私も TV 番組で見たことがある東工大の名物教授の講演と歌が

あった。ナマコの研究で有名ではあるが、工学部に関係している私ども

とは縁のない研究に思えた。しかし話が環境破壊に及びその中で、今ま

で考えもしなかった｢我々人間は時間を短縮する為に他の生物と違って

非常に多くのエネルギーを消費している｣との指摘には成程と考えさせ

られ、違った角度から物事を考えることが重要だと思った。

４．研修の感想又は希望等（字数は制限しない。）

開会式の学長の話、情報交換会での副学長の話はいずれも若い時代にハ

ンダ付け、溶接、旋盤加工、ガラス細工などで手作りの実験装置を作るの

に苦労した体験談や当時お世話になった技術職員の仕事に対する姿勢で

あった。｢究極の技術伝承は何か、それは技術者魂を伝えることである。｣

との結論は私にとっては非常に含蓄のある内容で深く心に残った。

今回は講演会場が１つだったせいもあって、ゆっくりと口頭発表を聞く

ことが出来、また電子顕微鏡仲間の顔見知りが増えてきたので情報交換会

でも作ろうと云う話も持ち上がり、実りの多い技術研究会であった。  

                                

                                

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

   



 

 

大 阪 大 学 学 外 技 術 研 修 報 告 書 

 

                      職  名  計測班長 

                      氏  名   田中 高紀  

 

１．派遣先の機関名及び派遣期間 

  国立大学法人 東京工業大学 大岡山キャンパス 

平成２２年９月１日～平成２２年９月３日 

 

２．派遣用務（研修テーマ） 

「2010 年度（平成 22年度機器・分析技術研究会（主催：東京工業大学）」に参加し、「機器分析

装置講習会開催の与える効果」の発表を行い、同時にＸ線構造解析に特化した最新の分析技術、分

析装置及び安全衛生管理の情報を得ることにより日常業務に反映させることを目的とする。 

 

３．研修の概要及び成果（字数は制限しない。） 

                                         

 「2010 年度機器・分析技術研究会」は東京工業大学で 2010 年度機器・分析技術研究会実行委員

会主催にて開催された。１６回目の同研究会には２６０名近い参加者があり２８件の口頭発表と５

６件のポスター発表、３件の特別セッション発表があった。初日は東京工業大学 大学院生命理工

学研究科本川達雄教授による「ゾウの時間ネズミの時間」から技術について考える と題した特別

講演で始まった。同タイトルの新書が中公新書より出版されており、「これだけは読んでおきたい

科学の 10冊」（岩波ジュニア新書、池内了編）にも選ばれているそうで、生物学の講演をこれ程

興味深く拝聴したことはなかった。大変有意義であった。技術発表で、特に興味を持ったのは東京

大学坂本氏による「有機元素分析室の技術継承について」で昨年

度着任から有機微量分析装置等数種の装置が使えるようになるま

での技術継承についての発表であった。そこには、一人だけでの

トレーニングではなく先輩からの助言・指導さらに同種の業務を

行っている他大学の技術職員との情報交換・交流など、直接同装

置に携わっていない私にも技術伝承・継承のあり方などの参考と

させられるものでした。特別セッションに関しては同セッション

の企画・開催提案者である私にも発表時間を与えていただき、

『「機器・分析技術研究会」と「国立大学法人機器・分析センタ

ー会議」について』と題したお話しをさせていただいた。機器分

析装置で依頼分析、測定指導・保守・運転の日常業務で技術職員

の不足など抱えている問題点が、「機器・分析技術研究会」と機    研究会ポスター 

器分析センター長（立場が違う教員・研究者）の集まりであり全国規模組織の「国立大学法人機器

・分析センター会議」で同様であることから相互の連携があって

しかるべきである。との内容で発表を行った。特別企画のもう一

つの内容として、情報関連技術者で自然科学研究機構分子科学研



 

 

究所岡野芳氏に「大学関連研究設備ネットワークについて」と題して Webを用いての全国各地の機

器分析センター装置を網羅した予約システム開発についての講演もいただいた。各装置をさらに効

率良く利用・使用するために必要なアイテムの一つとして各装置の予約ソフトウエアー（予約から

課金まで）が技術職員を中心に開発されている。我々技術職   特別企画での発表風景 

員は機器・分析に精通しているもののソフトウエアーの開発には素人と言っても過言ではない。情

報・コンピューター関連技術職員仲間の手助けを受け相互の研鑽にも役立っている。       

                                             

                                                  

 

４．研修中の感想又は希望等（字数は制限しない。） 

 研修の感想及び希望をのべる前に今回、私の大阪大学学外技術研修を現実化するに当た

り御尽力いただきました、産研所長、事務部の方々を始め事務局の皆様に厚くお礼申し上

げます。本研修出張では特別企画で発表させていただいたが、全国の技術職員が同じ内容

で失敗し、悩み、先輩の知恵、仲間の知恵を借り解決していることを知る貴重な場であり

ました。 今後も、大阪大学学外技術研修を有効に活用させていただきたいと考えると同

時に、継続していただけることを願ってやみません。                 

                                         

                                         



技 術 研 修 報 告 書

                                                 平成 22 年 9 月 7 日

                所  属 計測班 計測・情報システム係

                職  名 技術職員

                氏  名 奥村 由香                          

１．派遣先の機関名及び派遣期間

   東京工業大学 大岡山キャンパス

   平成２２年９月１日～平成２２年９月３日

２．派遣用務（研修テーマ）

「2010 年度（平成 22 年度）機器・分析技術研究会（主催：東京工業大学）」に参

加し、「分析装置利用のための Web 管理システムの開発」の発表を行い、装置管理

者と意見交換を行い、より良いシステムに改良するための情報を得ることを目的とす

る。

３．研修の概要及び成果       

東京工業大学で開催された「2010 年度機器・分析技術研究会」に参加した。参加者

総数は 262 名で、技術発表が 29 件、ポスター発表が 56 件、特別講演が 1 件であった。

そこで「分析装置を円滑に利用するための総合管理システムの紹介」という題目でポ

スター発表を行った。これは、昨年度３月に高エネルギー加速器研究機構で発表を行

った、「PHP を用いた分析装置の総合管理システムの構築」の第２段である。前回か

らさらに構築した機能の紹介を行った。このようなシステムは他機関でも必要とされ

るもので、多くの方に大変関心を持っていただき、また情報交換を行うことができた。      

４．研修の感想又は希望等

「機器・分析技術研究会」に初参加となったが、技術発表は自身の専門分野でない

内容が多く、理解するのが難しい一方、私が発表する内容も他の方からすれば専門分

野外のため、その方達にわかるように説明しなければならなかった。しかし、発表し

たシステムは分析者（装置管理者）が必要としているものであって、大変興味を持っ

ていただき、違う角度から分析者の方々と交流を持つことができ、大変意義のある研

究会であった。今後このようなシステムは益々重要視されていくため、それに関わる

技術研究会や会議には進んで参加していきたいと思っている。 最後に、このような

機会を与えいただき心から感謝いたします。                            



大阪大学学外技術研修報告書

平成 22 年 9 月 10 日

大阪大学総長殿

所属部局   産業科学研究所 技術室

職  名   技術職員

氏  名   松崎 剛  

１．派遣先の機関名及び派遣期間

東京工業大学 蔵前会館

平成 22 年 9 月 1 日～平成 22 年 9 月 3 日

２．派遣用務（研修テーマ）

「2010 年度（平成 22 年度）機器・分析技術研究会（東京工業大学主催）」に参加し、

元素分析、質量分析等に関する最新の分析技術、分析装置の情報を得ることにより日常

業務に反映させることを目的とする。

３．研修の概要及び成果

東京工業大学で行われた 2010 年度機器・分析技術研

究会に参加した。今回 254 名の参加であった。

技術研究会は開会挨拶、学長挨拶、技術部長挨拶、東

京工業大学大学院生命理工学研究科教授による「ゾウ

の時間ネズミの時間から技術について考える」と題し

た特別講演で幕を開けた。口頭発表が 29 件、ポスタ

ー発表が 56 件行われた。ポスター発表で、東京工業

大学技術部分析支援センターの小泉公人氏による「新規導入装置 ESI-TOF-MS の紹介」

では、総合解析センターにも新しく導入された質量分析装置 micrOTOFⅡの紹介をさ

れておりその中でも CSI のイオン化で測定を行われているという内容で非常に興味深

かった。その他にも質量分析装置 LTQ orbitrap XL、元素分析装置 JM10 の発表もあり

有意義な意見交換、情報交換を行うことができた。

４．研修の感想又は希望等

今回の技術研究会で、元素分析装置 JM10 での「空気下で不安定な試料のサンプリン

グ方法の検討」という内容で発表をされていた東京工業大学の原知恵子氏と名刺を交換

させて頂き、後日メールにてグローブボックス内で不安定試料を測定する際のマニュア

ル等を頂くことができ大変参考になった。またこれからもこのような研究会に参加し

様々な方との交流を行い技術の向上に励みたい。



大 阪 大 学 学 外 技 術 研 修 報 告 書

                                                          平成２２年 ９月 １３日

大阪大学総長 殿

                      所属部局    産業科学研究所 技術室

                      職  名    工作班長

                      氏  名        松川博昭              

１．派遣先の機関名及び派遣期間

   室蘭工業大学＆北海道大学 平成 22 年 9 月 8 日～平成 22 年 9 月 10 日

２．派遣用務（研修テーマ）
第６回ガラス工作技術シンポジウムへ発表参加及び他ガラス工作室視察と技術交流のため

３．研修の概要及び成果（字数は制限しない。）

第６回ガラス工作技術シンポジウムが北海道大学で開催された。このガラス工作技術シ

ンポジウムは大学などの公の機関に所属するガラス技術者の技術の継承と発展を目指し平

成１０年よりほぼ２年間隔で開催されている。私は大阪大学学外技術研修制度の恩恵によ

り平成１１年に北海道大学 電子科学研究所に「石英ガラス加工技術及び金属封入技術の習

得のため」というテーマで研修させていただきました。その時に電子研をはじめ北大、札

幌医大の工場視察及びガラス技術者との技術交流も行わせていただきました。今回は１１

年前に視察ができなかった室蘭工大の工場視察と技術交流もシンポジウム前日に行った。

（９月８日午後）室蘭工業大学の視察見学および技術交流を行った。ガラス加工室には大

きな作業机にそれを覆うダクトが設置されていた。作業机周りを使いやすく工夫されてい

るところや安全環境整備のすばらしさが目立った。また、昨年実施された天然ガス転換事

業によるバーナーの使いやすさを求めて、独自で実験し改良されていたところに感動した。

（９月９・１０日）北海道大学 百年記念会館で開催されたシンポジウムでは特別講演、発

表１６件、見学会と技術交流会が行われた。私は「新工場と新しい機器について」と題し

て、新棟へ移転した試作工場と平成２１年２月、ガラス加工室にＣＮＣ円筒研削盤の設置

に伴って製作の幅が広がったことと精度の向上が図られたので、試作工場の紹介とＣＮＣ

円筒研削盤による加工事例を報告した。他の発表ではわざわざ技術の伝承のために今も有

用な電離真空計の測定子の製作を動画に記録した内容の報告から高精度の加工まで参加者

の技術力を上げる発表が多かった。見学は総合博物館と創成研究機構内のオープンファシ

リティー・クリーンルームとガラス工作室を見学した。昭和初期の洋館建ての落ち着きの

ある博物館（旧理学部）では時間の問題もあり全て廻れなかったがクラーク博士の教育理

念のすばらしさが良く分かる展示がなされていた。創成研究機構のクリーンルームはスケ

ールの大きさと構造の工夫が凝らされていて良かった。また、創成研究機構のガラス工作



室は技術力の高さが覗えた。技術交流会では６回目ということもあり和気藹々と新規参加

者もすぐに和む雰囲気で進行し、さらに交流を深めることができた。今回も大変有意義な

シンポジウムとなった。      

４．研修中の感想又は希望等（字数は制限しない。）

ガラス工作技術シンポジウムは我々ガラス技術者にとって無くてはならない存在になっ

ています。また、我々の仲間はさらに向上心、探求心に満ち溢れています。さらに、我々

は職場の壁をぶち壊し、みんなの力で研究支援を進めようと考えています。しかしまだ、

参加に対して未だ理解が得られない職場もあるようです。我々の仕事の習得には見て、触

れて、体験して学ぶのが最良です。文字や写真だけでは駄目です。今後は技術の伝承のた

めに実技を主体とした研修なども取り入れたイベントも行っていきたいと思っています。

それには周りの方々のご理解が無くてはならないと思っています。ご協力よろしくお願い

します。                  



技 術 研 修 報 告 書

                                               平成 22 年 10 月 18 日

                所  属 計測班 計測・情報システム係

                職  名 技術職員

                氏  名 奥村 由香                          

１．派遣先の機関名及び派遣期間

   九段合同庁舎

   平成２２年１０月５日～平成２２年１０月７日

２．派遣用務（研修テーマ）

  情報システム統一研修の第１回情報セキュリティ（技術）コースの参加

３．研修の概要及び成果     

総務省行政管理局で実施された「第１回情報セキュリティ(技術)コース」に参加し、

情報セキュリティの基本技術、情報セキュリティ技術最新動向や、侵入防御対策、ア

プリケーションセキュリティについての講習会を受講した。                          

４．研修の感想又は希望等

日々進化しつづけるセキュリティ脅威に対し、常に新しい情報を収集するためにも

大変意義のあるセミナーであった。特に、近年猛威をふるっている Gumblar（Web 感

染型ウイルス、Web 改ざんを組み合わせた攻撃手法）に対するセキュリティ対策や急

速な発展しているクラウドコンピューティング技術とそのセキュリティ対策につい

ては大変興味のある内容で大変参考となった。本セミナーは行政機関向けのセミナー

であり、情報システムに精通し、業務改革を推進する人材を育成することを基本目的

としている。数年に一度内容の見直しもされており、大変充実したセミナーである。

セキュリティ技術は常に学習しつづける必要があるため、是非今後も参加していきた

い。



別紙様式２

大 阪 大 学 学 外 技 術 研 修 報 告 書

                                                          平成 22 年 12 月 15 日

大阪大学総長 殿

                      所属部局 産業科学研究所 技術室

                      職  名 技術専門職員

                      氏  名  馬場久美子                         

１．派遣先の機関名及び派遣期間

   広島大学 東広島市キャンパス サタケメモリアルホール

   平成 22 年 12 月 2 日～3 日（2 日間）

２．派遣用務（研修テーマ）

   「日本放射線安全管理学会第 9 回学術大会」に参加し、「電離箱式エリア

   モニターを用いた放射線計測システムのこころみ」の題目でポスター発表

３．研修の概要及び成果（字数は制限しない。）

今回、日本放射線安全管理学会主催の「第 9 回学術大会」が広島大学東広島市キャ

ンパス「サタケメモリアルホール」で開催され、ポスター発表を行なった。本学会へ

は昨年に続いての出席となった。ポスターの題目は「電離箱式エリアモニターを用い

た放射線計測システムのこころみ」で、元産研助教の池田稔治氏との連名であった。

現在、環境放射線場モニターとしての電離箱式エリアモニターでは、機器の老朽化と

部品の生産休止に伴い、これらの修理が困難になっており、そう遠くない時期にこの

システムの使用が出来なくなることが明白である。そうした事態が生じる前に色々な

場合を想定し、新システムの構築を試みた。  

機器の中で代替え品などいくつかの検出器について調べ、安価な市販品を組み合わ

せることにより新たな放射線計測システムを発案し、その可能性を試みた。各放射線

施設では、どこでも予算面で随分と苦労している。この報告によって、何等かの指針

を提供できれば報告者の悦びとするところである。今後は更に、システムのメンテナ

ンスフリー化を目指すこと、また取り扱い易さの追求などが検討課題である。

一方、学会発表の中で某大学の技術職員から中学生や高校生を対象とした放射線教

育が地域貢献の名の下で行なわれていることを紹介され、しっかりと取組んでいる大

学があることを知った。これが大学技術職員の専門性を生かした本当の意味での地域

貢献かと感銘を受けた。

産研技術室でも、地域を対象にした「ものづくり教室」を夏休み期間中の３日間、

小学生４年生から中学生を対象にやっており、上記の放射線教育における地域貢献を

参考にするところが充分にあると思った。

                                      

４．研修中の感想又は希望等（字数は制限しない。）

  これまで産研の旧放射線実験所に配属されて以来、放射線安全管理と大きく関わっ

てきました。今年度で私は定年になりますが、長きに亘り放射線安全管理に関わって

きたことにより、多くの分野の方々と接する機会が得られ、違った観点からの見方、

考え方を学ぶことができ、その経験から安全管理業務の仕事に取り組めたように思い



ます。

そして、本年も昨年に続いてポスター発表をさせていただく機会を得ました。新た

な発見も多々あり、充実した研修（学会発表）でした。今回の学会発表も無事に終え、

これまで取組んできた放射線管理関係の資料を整理し、何等かのお役に立てばと考え

ています。今振り返り見ますと、ヒヤリハットなど色々なこともありましたが、その

都度、適切なアドバイスをいただいた諸先輩の方々に深く感謝しております。

        最後に、このような場をいただきましたことに改めて感謝し、厚くお礼を申し上げ

      ます。



ハラスメント防止等に関する研修会に出席して

谷畑 公昭                                
日時：平成 22年 12月 8日（水）13：30～16：45
場所：医学部保健学科第一講義室（階段教室）

学内において「ハラスメント防止等に関する研修会」が人権問題委員会とハラスメント

相談室の共催によって開催された。偶然にも、この研修会へ出席する機会を得た。会場内

は聴講者でほぼ満員の状態であった。これは人権問題とハラスメントの重要性と関心の高

さを物語るものであろう。産研からの出席者は見渡したところ、筆者と知人を合わせても、

悲しいかな僅か 3名であった。

講演は 2件あり、初めにパワーハラスメント関係とDVD視聴、そしてセクシャルハラ

スメント関係へと続いた。両方の講演について共通するところは加害者と被害者、強者と

弱者の対峙があり、加害者にはハラスメントの認識が欠如しているということであった。

或る例では、某大学の院生が被害を受けたことにより学生相談室へ駆け込み、相談員が当

該教員に事の次第を説明すると、「全く（ハラスメントの）認識がなかった」。そして「そ

のような状況とは気付かなかった」との返答があり、ハラスメント防止に関する啓蒙の必

要性を痛感したそうである。尤も、加害者が認識してハラスメントに及べば、はっきりと

犯罪が成立することになって話は早いが、それ以外では白黒をはっきり付けるのは極めて

難しい。

また、講師は「このような研修会を開催しても（ハラスメント問題が良く分っていて）

出席しなくてもよいような人は出席するが、出席するべき人が出席しない」と嘆き（？）

に近い心境を述べられた。この発言に会場は一斉に「同じ思いだ」との空気が流れるのを

感じ取ったのは筆者だけではなかったように思う。続けて、（今は強制力がないが、）研修

は少なくとも然るべき立場の人には義務化するべきか、また受講しなければペナルティを

付けるぐらいの措置が必要かも知れないとも述べられた。実際、大学によってはそのよう

なところもあるらしい。

このように見てくると、相談員の任務が如何に重要かと言うことになる。確か、所内に

は「なんでも相談室」があって、相談員の先生が定められていたと記憶するが、上記のよ

うに研修を受けられたかどうか思いが巡る。残念ながら、かつて所内においてもパワハラ

があったことを耳にしている。受けた方（被害者）には心に深い傷が残り、思い出すだに

腹立たしく、癒えるには長い時間と、それなりの環境が必要であろう。それ故に相談員の

先生には「ハラスメント防止」に力点を置いてご尽力されることを願わずには居られない。

このことは本研修会のテーマでもあり、講師も繰り返し力説されていたことである。

幸い、筆者にはこれまで多くの先生方の下で順調に有意義に楽しく、ハラスメントのハ

の字もなく過ごして来た。一般的に見れば、これが平均か希か、また幸運かは知らない。

然しながら、現実に人権やハラスメントに関する問題が存在することを思うと、少なくと

も周囲に関心を持つことは必要であり、研修会等の講演へ出席することも一人個人として

は微々たる行動なれども、集合されれば必ずや有効に成り得よう。そのような意味で、今

回は第一歩となった。



 

技 術 研 修（出張） 報 告 書 
 

                                                  平成２３年 ２月４日 

 

                      所属部局 産業科学研究所 技術室 

                      職  名 係長 

                      氏  名  榊原昇一 

                  

 

 

１．派遣先の機関名及び派遣期間 

産研国際シンポジウム ＠ 大津（2011年1月25,26日） 

 

２．派遣用務（研修テーマ） 

産研国際シンポジウムでポスター発表を行なった 

 

３．研修の概要及び成果（字数は制限しない。） 

産研国際シンポジウムに技術室からも発表しないかとの誘いを受け、ポ

スター発表を行なった。野地研と共同で開発したマイクロデバイスと、そ

の応用実験について発表を行った。産研主催の会議なので、普段から良く

知っている方々に説明を行なったが、ナノ加工室のデバイス開発能力のア

ピールにはなったと思われる。 
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A Single-Molecule Enzymatic Assay in a Directly Accessible Femtoliter Droplet Array
Shouichi Sakakiharaa, Suguru Arakia, Ryota Iinoa, Hiroyuki Nojib

aInstitute of Scientific and Industrial Research, Osaka University,
bDepartment of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo.
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Detailed description was published in Lab Chip, 2010, 10, 3355-3362.

• Directly accessible droplet array developed
• Single enzymatic assay can be realized

• digital ELISA, digital PCR
• Single cell assay

Now examined
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