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はじめに 

技術室長  石橋武 

 

技術室が誕生して５年目に初めて開催した技術室報告会が２４回目を迎えま

した。早いもので四半世紀続いた事になります。第１回目の時は３５歳だった

私も定年を迎え、今回の最後の発表を含めますと合計１４回報告した事になり

ます。少なくとも２年に１度は報告しようと努めてきましが、過去に発表した

テーマを眺めていますと当時の仕事を懐かしく思い出し、これらの技術報告は

私の産研での足跡となっています。 

実行委員長の小川さんは報告会最後の挨拶のさいに「この技術報告誌はきっ

と技術室の核となり、技術室は待遇改善のための組織ではなく、産研の研究の

一翼を担っている組織なのだと云う技官各自の自覚を生み出すと共に技官の地

位向上に役立つものと期待しております。」との第 1 回技術報告誌での当時の大

村室長の話を引用しながら今回のサブテーマの「温故知新、次の飛翔へ」の意

義や産研技術室報告会の原点について紹介してくれました。 

今年度は久しぶりに２人の新人を採用することが出来ました。その若い人た

ちの技術報告もあり、着実に育っているのを確認できたことが何よりの成果で

す。高度な技術の報告では無いですが新鮮な空気が漂う発表で今後このメンバ

ーが中核となり先輩方の技術を引き継いでくれればと思いながら聞いておりま

した。 

 手前味噌ではございますが当日は多くの方々に来て頂き嬉しい限りでした。

「現場での失敗談や工夫した事、泥臭い内容でいいので何でも報告して行こ

う。」との提案に皆が賛同して創めた技術室報告会です。次の目標の３０回目に

向けてバトンを渡します。産研技術室が成長しているかを測るバロメーターで

ありますので、さらなる素晴らしい報告会が開催出来ますよう持続させていっ

てください。 



技術室報告会



平成23年12月8日（木）第24回産研技術室報告会

ナノ構造で
電子の結晶を操る

ナノ構造で
電子の結晶を操る

産業科学研究所
産業科学ナノテクノロジーセンター

田中 秀和



水が氷になったり、沸騰したりするときに
は、温度によって分子のつながり方が異なる
【相転移】が起きています。

環境の変化により、物質の秩序が崩れて一
気に無秩序になり、あるいは無秩序から秩序
が自ら急に現れ、微視の粒子世界の変容が劇
的に観察されます。



相転移

物質がある相から別の相に移ること。
融解・蒸発、凝縮・凝固など。相変化。

水

氷



相変化：DVD･ブルーレイディスク

GeSb2Te5



電子･スピン結晶と液体

H. Takagi and H.Y. Hwang, 

An Emergent Change of Phase for Electronics
Science  327 (2010) 1601,  PERSPECTIVE



電子の固体

絶縁体

電子 “固体”電子 “液体” 

金属

強い電子相関

Mott絶縁体

1977年：ノーベル物理学賞
受賞理由：磁性体と無秩序系の
電子構造の理論的研究

Nevill Francis Mott
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酸化物高温超伝導体

J. G. Bednorz 

K. A. Mueller

(La,Ba)2CuO4

YBa2Cu3O7

In 1986,  TC30K ! In 1987,  TC93K !



高温超伝導 ?
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強相関電子機構



様々な超伝導体と発現温度

10



磁石

強磁性（フェロ磁性）
Ferromamagnetism

常磁性
paramagnetism



強磁性相転移
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高温・超巨大相転移
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Metal-Insulator 
Transition

強い電子反発 U～5eV

絶縁体・反強磁性

電子結晶融解

高温強磁性・

超巨大磁気抵抗

室温金属・絶縁体転移

高温超伝導



いろいろな相転移

【分子･原子】
水－氷
結晶－非結晶

（アモルファス･ガラス）

【電子･スピン】
金属－非金属
超伝導-常伝導
強磁性－常磁性



次世代エレクトロニクス応用

Emerging Research
Materials and Devices 

2010 ITRS Load Map 
(国際半導体技術ロードマップ)

The ultimate resistance chance devices
-Pure electric phase change devices-

■ Huge On-Off ratio by Small energy
■ Ultra fast phase switching  (80fs in VO2) 
■ Multifunctional 

(Electric/Magnetic/Superconducting)
■ Non Volatile 
■ High repeatability ()
■ Re-configurable
■ Operation in sub (10nm)3 scale

c.f. (原子) 結晶 ガラス

GeSb2Te5

Electronic Effect Memory

Pros and Cons of Electronic Memory
–Mott Insulator-Metal Transition

Cons．
まだまだ、

実際は効果が小さい



結晶成長

均一な溶液から固体結晶が生成する過程。
結晶化は核形成と結晶成長という2つの段階か
らなる。
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巨大電子結晶

Metallic

Insulating

10

On TiO2 (001) substrate 電子氷!!
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Input voltage (V)

Temperature 300K
Ramp wave 0-11V
Frequency:1.0 Hz
rload =500 ohm

電気による制御

VO2

rload

① ②
③

④
⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

① 0 V

② 5.0 V

③ 8.56 V

④ 8.59 V

⑤ 9.0 V

⑥ 11.0 V

⑦ 9.0 V

⑧ 6.0 V

⑨ 4.0 V

Differenced image

Pt

Pt
VO250μm

Optical microscope image

1 msec.

Pt electrode

Pt electrode

VO2

Al2O3 substrate
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電子結晶スイッチングと超巨大効率

■TiO2(001) substrate



VO2 ナノワイヤ

Fabrication of VO2 nano wires

① VO2 thin 
films

Pulsed 
Laser 
Deposition

PO2:1Pa
Ts:360K

② Spin coating of 
organic resists

1st layer：
160nm, 110℃
10min

2nd layer：
200nm, 28℃

③ Nanoimprint
Press a mold at 

50bar and UV 
irradiation

④ Demolding
A mold 

pattern is 
transferred to 
an under layer 
VO2.

⑤ RIE
CF4:Removal 

of residual layer
O2:Ething an 

under layer
→Mask for VO2
etching

⑥ RIE
CF4：

Etching the 
VO2

⑦ Removal 
of resists
by using 

organic 
solutions

In
ten

sit
y (

arb
. u

nit
)

14012010080604020
2θ

 Thin Film
 Nanostructure
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電子結晶を捉える（1）
width = 30μm  width = 1μm

The metallic  domains are easy to be constrained between artificial ditches, so 
metallic domains are one-dimensionally aligned in The VO2 micro lines with a 
width of 1μm

17℃ 17℃

24℃ 24℃

28℃28℃

30℃30℃

45℃ 50℃

40μm 20μm
VO2 wire

Ditch



電子結晶を動かす

Nano Lett. 6 (2006) 2313.



電子結晶を捉える（2）

⑦Well-spaced 
VO2 wires

⑧ 2-layer resists
as same way as 
②

⑨ UV nanoimprint
Exact alignment is 
necessary.

⑩
Demolding

⑪
RIE

⑫ Deposition of Ti/Au
by using an electron    

beam evaporation  a 
technique

⑬ Lift-off by using 
organic solutions
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dependence of 
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dependence of 
current for a VO2
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Fabrication of electrode to VO2 nano wires

Al2O3 substrate (0001)



ナノ電子相転移デバイス

機能性酸化物
3次元ナノ相界面

ゲート層

Off

On



多様な外場に応答する機能性物質

酸素イオン

遷移金属イオン

Aイオン
高/強誘電体

圧電体 導電体超巨大磁気抵抗

反強磁性

高温超伝導体強磁性体
（完全スピン偏極）

遷移金属酸化物

半導体

メモリ
(DRAM, FRAM、RRAM)

ピエゾ素子

ジョセフソン
接合

ボロメータ

電極

インターコネクタ

磁気ヘッド

不揮発性

メモリ
(MRAM)

磁気記録

SQUID
磁束計

赤外線センサ

ガス分子センサ

焦電体

電子・スピン

(強相関電子系)

Perovskite (ABO3)構造



磁石（強磁性相）

100nm
100nm

(La, Pr,Ca)MnO3薄膜
トンネル顕微鏡像

M. Fäth et al, Science 285 (1999)1540

強磁性

反強磁性

Fe3O4薄膜
磁気力顕微鏡像

Appl. Phys. Lett., 85 (2004) 1811-1813

100nm



高温超伝導体とトンネル顕微鏡像

Bi2Sr2CaCu2O8+δ単結晶
トンネル顕微鏡()像

A N. Pasupathy et al, Science 320 (2008) 196

25nm25nm



From http://www.sato-sato.jp/2007/05/post_195.php

酸化物ナノファブリケーション?



50nm

0µm

20µm

“酸化物ナノギャラリー”

Line in Fe3O4 film
APL85 (2004)1811

for (La,Ba)MnO3 JAP 95 (2004) 7091 for  SrTiO3 APL 84 (2004) 2670

(La,Ba)MnO3 Nano-Channel
APL89 (2006) 163113

for (La,Pr,Cs)MnO3
AP L 89 (2006) 253121, JAP., 100 (2006) 124316

(Fe,Mn)3O4 Nano-blanch
JAP., 105 (2009) 064301

(Fe,Mn)3O4 Nano-wire
Adv Materials 20 (2008) 909

(Fe,Mn)3O4 Nano-wire
Nano Lett 9(2009) 1962

(Fe,Mn/Zn)3O4 Nano-dot array
Small 4 (2008)1611 , 
Nano Lett.11 (2011) 343

(Fe,Mn)3O4 Nano-constriction
Nano Lett 10 (2010) 2772

Adv Materi.18 (2006) 3099

(Fe,Mn)3O4 sub-Micro dot 
(“within “R”)  

(Fe,Mn)3O4 SG Nano-FET 

(Fe, Zn)3O4 Nano-dot array 
Nanotechnol. 22 (2011) 415301

(Fe, Zn)3O4 , ZnO Nano-Box array 
Nanotechnol. 22 (2011) 185306

Now 
down to 10nm scale !!



酸化物人工ナノ構造の作製

+
ボトムアップ・
ナノプロセス

~Artificial stacking of materials ~

The combination of size reduction and use of materials exhibiting important prop
erties is particularly promising. Unfortunately, controlling the size and position o
f nano-materials for fabricating nano-devices is still challenging.

y

トップダウン・
ナノプロセス

~Perfect control of  dimensionality & location



ナノテク先端機器室

Nanoscience and Nanotechnology Center

機能 装置

ナノ加工 電子線露光システム 稼働中

ナノ加工 ナノインプリント微細加工装置

ナノ加工 レーザ描画装置

ナノ構造評価 薄膜ナノ構造解析装置

ナノ構造評価 ナノ有機薄膜評価装置

ナノ機能評価 ナノ空間反応・ナノ粒子解析装置

ナノ機能評価 ナノデバイス超精密物性評価装置

--- ---

ナノテクノロジーに特化した先端装置を戦略的に順次整備

光学系光学系

ステージ制御装置ステージ制御装置

X軸（スキャン軸）X軸（スキャン軸）
Y軸Y軸

Z軸Z軸
θ軸θ軸

縮小レンズ縮小レンズ

装置制御部
（DMD, CPU, FPGA）
装置制御部

（DMD, CPU, FPGA）

測距用
レーザーヘッド
測距用
レーザーヘッド

撮像装置撮像装置光学系

ステージ制御装置

X軸（スキャン軸）
Y軸

Z軸
θ軸

縮小レンズ

装置制御部
（DMD, CPU, FPGA）

測距用
レーザーヘッド

撮像装置

■室員：上記装置の先端的利用に関して順次増員
■技術補佐員：装置の管理・運営

→高度なナノテク研究、共同研究、産研研究室の利用、…..）



(d)

Oxide deposition

Total Control at Nano-Scale

400nm

(b)

AFM lithography

30nm

400nm

(c)

H2O etching

30nm

Functional oxide nano structures 
defined well by nanolithography

Adv. Mater., 20 (2008) 909, Nano Lett, 9 (2009) 1962



34

10 µm

78 nm

400 nm

300 nm



ナノインプリントリソグラフィー



Nano-Imprint lithography

100nm  hole 100nm Groove

Original quartz mold
fabricated by NTT Advanced Technology Corporation)



317 nm

• Step 1 : After RIE process (angle view of 60o )
• CF4 50W 2pa 2min,  O2 50W 2pa 2min

Bottom Resist

Top Resist
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• Step 2 : After Au sputtering
• ~20 nm of Au (1min deposition)

346 nm
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• Step 5 : After Ion milling for 5 min
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• Step 6 : After Piranha cleaning for 10 min
(25 nm of sidewalls)
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10 µm

78 nm

400 nm

300 nm

• Au box arrays with 39 nm of sidewalls



42



(1) ナノテンプレート一括作製
(ナノインプリント)

(2) Side wall 薄膜成長
ナノワイヤ構造

(3) Nanotechnology 22 (2011) 415301-41530,        (6) Nanotechnology, 22 (2011)185306-185310

ターゲット

試料位置
(傾斜・回転)

極小ナノワイヤ成長



ZnO :
Transparent 

semiconductor

透明半導体酸化物



ZnO Nano- Structures

Nanotechnology. 22 (2011) 185306

Nano-Box Nano-Wire

20nm

30nm

Nano
box 
area

Si substrate

30m

10m



ZnO Nano- Structures
Nano-Box

30nm

Nano
box 
area

Si substrate

10m

SEM image
100 nm

CL mapping  =390 nm

@RT



Ferromagnetic Oxide Nano Wire

FMOナノワイヤーの構造(SEM)

50μm

(Fe,Mn) 3O4

on Al2O3 (0001) single crystal substarte



Distance between electrodes ~  mm

30nm

10
0n
m

14
0n
m

4
0
n
m

100nm

140nm

Ferromagnetic Oxide Nano Wire



酸化物多次元ナノデバイス構造

(Fe,Mn)3O4ZnO

Nanotechnology. 22 (2011) 185306

30nm



For nano-dot

Cutting 
Line

RIE
Mo Sputtering

Ultrasonic cutting (in acetone)

Melting in
Acetone

Cleaning 

60nm

10m

250nm

1m



Epitaxial Artificial Nano-Dot

Fabrication of epitaxial-grown FMO (Fe2.5Mn0.5O4) arrays using the Mo nanopillar maskwith100-nm square window by 
PLD at 350oC

100 nm

104 nm

Fe2.1Zn0.9O4  (111) 

Al2O3 (0001)

2m



スピネル・フェライト

(AB2O4) TC  900K e.g. Fe3O4: 酸化鉄



強磁性酸化物ナノスピントロニクス

Fe3O4

Appl. Phys. Lett., 85 (2004) 1811-1813 Nano Lett., 9 (2009) 1962

高いスピン偏極物質：Fe酸化物

100nm 100nm



(Fe,Mn)3O4ナノワイヤ中の磁気ドメイン

Nano Lett., 9 (2009) 1962

0.6°

400nm

0.6°

200nmMFM image MFM image

Wire width=630nm Wire width=120nm

(Fe3-x,Znx)O4, (Fe3x,Mnx)O4
*

室温強磁性半導体

Appl. Phys. Lett.,, 86 (2005) 222504
Appl. Phys. Lett., 89 (2006) 242507 
Phys. Rev. B 76(2007)205108
Appl. Phys. Exp, 1 (2008) 077003



強磁性人工ナノボトルネック構造

Nano Lett, 9 (2009) 1962-, Nano Lett. 10 (2010) 2772-

(Fe,Mn)3O4酸化物平面ナノ狭窄型強磁性トンネル接合構造
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酸化物ナノ構造デバイス

※[1] 理論：磁壁圧縮, P. Bruno, Phys. Rev. Lett. 83, 2425 (1999) 
[2] 理論：スピン蓄積誘起磁気抵抗, J. Ieda, S. Maekawa, et al., J. Magn. Magn. Mater. 310, 2058 (2007)

酸化物ナノ狭窄細線
トンネル磁気抵抗デバイス

①磁気抵抗効果の向上(>200%)

キー技術：酸化物デバイスの極限ナノ構造化

w

WD：ナノ構造中での圧縮磁壁幅=

F：スピン散乱長80nm, W0：自然磁壁幅160nm, P:スピン偏極率0.9
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環境調和･資源戦略

http://love-mineral.jp/about-minerals/

酸化鉄(III)  Fe2O3

(Fe,Zn)3O4

酸化亜鉛：ZnO



環境調和･資源戦略

Rich natural resource, Very stable in air

高クラーク数
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50nm

0µm

20µm

“酸化物ナノギャラリー”

Line in Fe3O4 film
APL85 (2004)1811

for (La,Ba)MnO3 JAP 95 (2004) 7091 for  SrTiO3 APL 84 (2004) 2670

(La,Ba)MnO3 Nano-Channel
APL89 (2006) 163113

for (La,Pr,Cs)MnO3
AP L 89 (2006) 253121, JAP., 100 (2006) 124316

(Fe,Mn)3O4 Nano-blanch
JAP., 105 (2009) 064301

(Fe,Mn)3O4 Nano-wire
Adv Materials 20 (2008) 909

(Fe,Mn)3O4 Nano-wire
Nano Lett 9(2009) 1962

(Fe,Mn/Zn)3O4 Nano-dot array
Small 4 (2008)1611 , 
Nano Lett.11 (2011) 343

(Fe,Mn)3O4 Nano-constriction
Nano Lett 10 (2010) 2772

Adv Materi.18 (2006) 3099

(Fe,Mn)3O4 sub-Micro dot 
(“within “R”)  

(Fe,Mn)3O4 SG Nano-FET 

(Fe, Zn)3O4 Nano-dot array 
Nanotechnol. 22 (2011) 415301

(Fe, Zn)3O4 , ZnO Nano-Box array 
Nanotechnol. 22 (2011) 185306

Now 
down to 10nm scale !!
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神吉輝夫(助教)、服部梓(助教)、藤原宏平(助教)、岡田浩一(特任研究員)
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科学教育機器リノベーションセンターの 

研究教育機器共同利用に向けた活動について 

 特任教授 武井 廣見 

科学教育機器リノベーションセンター 

 

１． はじめに 

科学教育機器リノベーションセンターは、「大阪大学における設備整備に関するマスター

プラン」に基づき、教育研究環境の充実のため全学的に設備マネージメントを行う組織と

して平成１９年４月に設立されました。リユース可能な機器を修理・復活再生させ、汎用

性の高い研究教育基盤機器として学内外の共同利用に供する「リユース研究教育基盤機器

整備事業」や、本学の研究開発力を活かし従来よりも際立った性能を有し、かつ汎用性の

ある先端機器を開発する「革新的研究教育基盤機器開発整備事業」を推進しています。さ

らに、今年度から文部科学省運営費交付金により、研究教育機器の有効活用を促進する設

備サポート事業を開始しました。これらの事業をとおした、リノベーションセンターにお

ける機器の整備と共同利用に向けた活動について報告します。 

 

２． 「阪大オンリーワン」汎用性先端機器開発 

「革新的研究教育基盤機器開発整備事業」は、市販品に比べて低コスト、高性能な「阪

大オンリーワン」の手作りの汎用性先端機器を開発しようとするものです。学内公募によ

り７件の開発プロジェクトを進めており、現在、二つの機器が完成しています。ひとつは

「高性能小型マルチターン飛行時間型質量分析計」（リーダー：理学・野末泰夫教授）で、

８字型の周回軌道を多数回飛行させることにより、コンパクトでかつ高分解能を達成して

います。もうひとつは「全固体真空紫外レーザーによる超微細加工装置」（リーダー：工学・

森勇介教授）で、大阪大学で発見された非線形光学結晶(CsLiB6O10)を用い全固体による真

空紫外光の発生を可能にし、赤外領域から真空紫外領域まで５つの波長を選び加工ができ

ます。質量分析計および超微細加工装置ともに、リノベーションセンター・吹田ブランチ

に設置されており共同利用を開始しています。これらの機器は「阪大オンリーワン」の先

端機器であるとともに、質量分析、レーザー加工という汎用性の高い基盤的機器であり、

理学・工学・医学・薬学等の幅広い研究者の利用を期待しています。 

 

３． 阪大スタイル「もったいないプロジェクト」 

「リユース機器整備事業」は、もったいない精神でリユース可能な機器を活用するプロ

ジェクトです。本事業で対象としているのは全学の各部局に所属する研究教育機器・設備

で、リノベーションセンターではリユース可能な機器・設備に関する全学的な調査を行い、 



 

図 リユース事業のしくみと H20 から H22 年度の共同利用実績 

 

リユース機器の要件および運用に関するガイドラインに合う機器を選定し必要な経費を配

布します。リユース後はリユース機器として登録し、全学の共同利用に供します。これま

で、核磁気共鳴装置、質量分析装置、Ｘ線回折装置、走査電子顕微鏡、ICP、EPMA 等の

元素分析装置、DNA 解析装置等、７０機種が登録されています。リユース機器の部局間の

共同利用に関しては、「リユース設備・機器利用システム」を運用し、センターのホームペ

ージより共同利用の申し込みを受け付けています。共同利用は平成２０年に開始してから

４年目に入り利用件数も着実に増加しており、平成２２年度の部局内の利用実績は 9,500

件、部局間利用は 345 件となっています（図）。平成２２年からは、核磁気共鳴装置、質量

分析装置、元素分析装置等について（現在５機種）学外からの依頼も受付けており、今後

は学外共同利用に供する機種を増やそうとしています。 

 

４． おわりに 

今年度より開始した設備サポート事業は、限られた資源を有効活用し教育研究環境の整

備を図るため、教育研究設備の有効活用に係わるマネージメント機能を強化するものです。

本事業推進のため新たにリノベーションセンター内にサポート推進室を設置して体制を強

化しました。さらに、技術サポートスタッフを配置し利用者の拡大に対して即時に対応で

きる等の支援体制の充実を図っているところです。今後、学内に留まらず、近畿地区の大

学等とも連携し科学教育機器の共同利用の拡大、促進を目指そうと考えています。 



工作機械の取り扱いと加工事例の報告 

－加工に必要な知識と感覚の習得について－ 

 松下 雄貴 

工作班 機械回路工作係 

 

１． はじめに 

私は今年の 4 月に大阪大学に採用され、産業科学研究所の技術室に配属された。技術室

では機械回路工作係として機械加工室試作工場で業務を行なっている。機械加工室では研

究室等から依頼される様々な実験器具や部品、装置などを製作しているが、多くの工作機

械が私にとって初めて扱うものである。そのため、数々の工作機械を安全に正しく使いこ

なして指定された寸法で品物を製作する技術を身につける必要がある。技術習得にあたっ

ては機械加工室の熟練工の角一技術職員より加工知識や機械の取り扱い、安全な加工につ

いて教授賜っている。普段の実習風景を図１，図２に示す。 

本稿では私が配属されてから現在で 8 ヶ月が経ち、今までに身につけた金属加工に関す

る知識や技術、それらが必要とされる場面について加工事例をもとに報告する。 

 

  

図 1 フライスの実習風景            図 2 旋盤の実習風景   

 

２． 工作班にとっての技術 

工作班にとって必要な技術とは工作機械を扱うことであり、機械を操作する上で多くの

知識を必要とすることはもちろんである。それに加えて感覚というものが非常に重要な要

素となることに気付かされた。知識については材料特性や加工工程、工具選定、加工条件

設定などの知識を必要とする。正しい知識を持って加工に取り組まなければ精度よく品物

を製作することはできず、時には危険が及ぶ場合もある。感覚について述べると、ほとん

どのアナログ工作機械にはセンサー類が組み込まれていない。したがって、加工に必要な

情報は随時人間がフィードバックしてやる必要がある。そこで重要となるのが五感である。



私が気づいた五感の役割について挙げると以下のようなものがある。 

 

機能 役割

視覚 切れ味の確認、垂直の確認、刃物と材料など接触判定

嗅覚 焼ける匂いなどから切れ味の判別、切削負荷判別、切削温度判別

聴覚 振動の確認、切削状態の確認、切削負荷の確認

触覚 切れ味の判断、仕上がり状態の確認、力加減の判断

表1　加工における五感の役割

 

 

このように加工を行ううえで五感を用いて判断を行なっていくことは非常に重要なもの

であり、ほとんどの加工で感覚を必要とする。 

 

３． ワッシャの加工事例 

次に私が受けた加工依頼を通して、学んだ知識や技術、五感の必要性について述べる。

依頼内容は図 3 に示す真鍮製のワッシャの製作である。 

 

 

図 3 ワッシャの加工依頼 

 

3.1 円盤の切りだし 

加工を行うにあたってまず、加工工程を考える必要があるが、私が当初考えていた加工

方法は旋盤を用いて丸棒からワッシャを切り出すといった方法であった。しかしここで板

材からワッシャを切り出す方法を教えていただいた。丸棒からワッシャを切りだす場合と

板材から切りだす場合では表 2 に示すように工程が大幅に削減できる。板材を使うことで

ワッシャ表面の加工や板厚を規定寸法に仕上げる工程を減らすことができる。しかしなが

ら、板材から円盤状のものを切り抜くことはとても困難に思えたが、そのテクニックを知

った時は非常に驚いた。 



加工内容 工程数 加工内容 工程数

外形加工 1 外形加工 2

穴加工 1 穴加工 20

端面加工 20 段加工 10

切り多し 20

裏面加工 20

段加工 10

丸棒

表2　丸棒からと板材からの工程数

板材

 
 

板材を円盤形状に加工するのに用いる工作機械は旋盤であった。旋盤はチャックと呼ば

れる工具で材料を固定するが、チャックは主に円柱形状を固定するために使われ、板材を

固定することは通常不可能である。しかし、専用の治具を用いることで板材を固定するこ

とが可能になる。まずチャックに加工したい円盤よりも少し小さい直径の丸棒をチャッキ

ングする。次に加工したい板材を同様の丸棒で挟み込み、心押台の回転センタを用いて押

し付けるように力を加える。はさみ込む丸棒には心押台を当てるための穴加工と、大きい

摩擦を得るために中心部分を低くする段加工が施してある。実際の写真と分割したイメー

ジを図４に示す。 

 

 

  

図 4 板材を旋盤で加工するための治具 

 

 

このようなテクニックを用いることで、通常は固定することができない板材を旋盤に取

り付け、円盤に加工することができる。しかし、この状態で切削を行うには注意しなけれ

ばならないことがある。板を心押台を用いて押し付けるように摩擦でチャッキングする場

合、スクロールチャックで固定した場合にくらべ固定する力が弱い。したがって、切削負

荷をかけ過ぎると材料が外れてしまう場合がある。また、材料のエッジ部分が刃物に衝突



する断続切削となるため、衝突時の衝撃力で材料の脱落、材料の変形、刃物の破損といっ

た事故が起こる場合がある。そのため切削条件の設定には注意を払わなければならない。 

上記の様な事故を防ぐには材料のエッジがバイトに衝突する際の衝撃力を小さくする必

要がある。そのためには回転速度、送り速度、切込み量のパラメータを適切に設定しなけ

ればならない。初期の旋削条件として、回転数を 100rpm、切込を 0.25mm（直径）、送り量

を 0.1mm/rev と設定した。これらの初期条件は安全に切削できる目安として、教わった数

値である。 

上記の条件で加工を行った場合、材料の脱落や刃物の欠損もなく安全に加工を進めるこ

とができた。しかしこの条件で加工した場合、回転数が遅く、切込み量も小さいため加工

に非常に時間がかかってしまう。加工を進めると板材の角がとれて丸みを帯びてくるため、

バイトに材料がぶつかる際の衝撃力もだんだんと小さくなってくる。（図５）そこで衝撃力

の減少に対応させて切削条件を変更していくことができる。変更する点は回転数、切込み

量、送り速度である。しかし、これらの切削条件を上げるタイミングが早かった場合には

上記したような事故につながる。私はまだ回転数を上げるタイミングなどを判断すること

が出来なかったため、師匠に教えを仰いだが、帰ってきた返答は「自分の感覚を頼りに、

回転数を上げて行け」というものであった。切削開始直後は材料の角が立っており、バイ

トに材料がぶつかる際にカッカッカッといった切削音がするが角が取れて丸みを帯びるに

つれて音が柔らかくなってくる。そういった切削音の変化を聴覚で判断したり、切削状態

を視覚で判断したりしながら回転数を上げていく。しかし、私は回転数を上げるタイミン

グがつかめず、回転数を早い段階で上げたために材料が滑り、外れてしまうといったこと

を何度か経験した。回転数や切込み量のパラメータを何度も変更して、試行錯誤の上で円

盤を成形することができた。加工時の切削条件を表３に示す。材料の状態を判断して表中

の１から６のように条件を変更した。表中の７の条件は完成後に表面の黒い酸化膜を取る

ために磨きを行った時の条件である。 

 

 

大  小 

 

図 5 加工進行度と衝撃力の推移イメージ 

 



条件推移 1 2 3 4 5 6 7

回転数 (rpm) 100 140 200 270 370 530 1000

切込み量 (mm) 0.25 0.30 0.30 0.30 0.40 0.10 -

送り速度 (mm/rev) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -

表3　ワッシャの加工条件推移

 

 

3.2 円盤形状の固定方法 

板を円盤形状に加工した後に穴加工と段加工を行う。この加工も旋盤を用いて行った。

しかし、円盤を旋盤の三爪スクロールチャックに固定する場合、そのままチャッキングす

ると図 6 左に示すように円盤の円周 3 点に力が加わってしまい、しっかりと固定すること

ができず、また、面を平行に正しく取り付けることが困難である。さらに、板厚が 1mm

のものも加工するため、変形してしまうおそれがある。そこで、図 6 中央に示すような“や

とい”と呼ばれる治具を使って円盤を固定する方法を教えていただいた。やといは割れ目

を入れた真鍮のパイプの端面に円盤がしっくりとはまるように円盤よりもわずかに大きい

段加工を施したものである。この溝に図 6 右のように円盤をハメ込んだ後にチャックを締

めることで平行に円盤を取り付けることができるうえ、全周を使って力が加わるため円盤

が変形しづらくしっかりと固定する事ができる。 

 

   

図 6 ヤトイを使って円盤を三爪チャックに固定 

 

4. まとめと感想 

本稿では工作機械を扱う上で様々な知識や感覚が大切であるということを実感し、それ

について具体的なワッシャの加工依頼を通して感覚の必要性や加工のテクニックについて

述べた。 

旋盤作業を行うに際して、安全な作業方法についても十分に指導していただいていた。

安全確認の事項や、作業時の姿勢や立ち位置などである。今回経験した材料が外れるとい

うことは危険なことではあるが、回転運動するチャックの正面から外れた位置に立って作

業を行えば、材料が外れた場合も飛んでくるようなことは少ない。今回のような安全に失

敗できる環境で失敗を繰り返すことで、加工を行う感覚を養うことができた。 



採用されてから 8 ヶ月が経ち、工作機械の扱いにも慣れてきているが、まだまだ加工方

法のわからない物や、指定寸法に精度よく仕上げることができないときがある。まだ未熟

者ではあるが、様々な製作依頼を通じてスキルアップし、よりよい工程や精度で装置等の

製作依頼にこたえられるようになりたいと思う。 
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L バンドライナックの改良と 

S バンドライナックの稼働作業に関して 

古川 和弥 

計測班 計測・情報システム係 

 

１． 始めに 

2011年 4月より筆者は技術室から量子ビーム科学研究施設に派遣され業務を行なってい

る。主な業務は L バンドライナックと S バンドライナックの運転、保守に加え、施設全体

の保守に携わっている。今回は派遣当初より参加している L バンドライナックのモジュレ

ータ電源の高安定化作業と S バンドライナックの稼働状況に関して報告を行なう。 

 

２． L バンドライナックについて  

 L バンドライナックは高輝度のピコ秒電子パルス発生を目的とし 1978 年に設立された。

L バンドライナックはパルスラジオリシス法によるナノ秒からサブピコ秒にわたる時間領

域の過渡特性の解明や、遠赤外自由電子レーザー(FEL)の開発研究などに用いられている。 

 L バンドライナックではシングルバンチモード、トランジェントモード（過渡モード）、

マルチバンチモードの 3 つのモードを使い分けることができる。シングルバンチモードで

は電子銃を出た 5ns の時間幅の電子ビームをサブハーモニックプリバンチャー（SHPB）か

ら発生された 108MHz、216MHz のマイクロ波に乗せることで圧縮され、さらにクライス

トロンから加速管に供給される 1300MHz のマイクロ波に乗ることで加速され、 大エネ

ルギー40MeV、時間幅 20~30ps の電子ビームを生み出すことができる。 

 

図１ シングルバンチモードのビーム圧縮・加速のイメージ 

 

また、FEL の実験の際に用いられるマルチバンチモードの場合は電子銃から 8s の時間

幅の長いビームを発生させ、SHPB からの 108MHz（１波長あたり 9.2ns の時間幅）のマイ

クロ波に乗せることで 9.2ns の間隔で 8s にわたる、時間幅の長いビームを発生させるこ

とができる。マルチバンチモードでは 8s の間に渡りエネルギー、電流値、ビーム形状と

いったパラメーターを安定させる必要性から安定したマイクロ波の供給が必要となるため、



モジュレータ電源の高安定化作業を行なうこととなった。 

 

図２ マルチバンチモードの加速・圧縮のイメージ 

３． モジュレータ電源の高安定化作業 

加速管で用いられるマイクロ波は 30MW と非常に出力の大きいものであり、コンスタン

トに発生させることは非常に難しいためパルスで運転をされている。原理としては充電器

からの充電電流を PFN と呼ばれるコイルとコンデンサを結合させた回路に充電し、設定電

圧に達した段階でサイラトロンと呼ばれる真空管の一種を駆動させ、充電したエネルギー

を放出し、パルストランスで昇圧させ、大電力をクライストロンに供給し、マイクロ波を

発生させている。 

 

図３ モジュレータ回路 

 

この PFN での充電値にばらつきがあり、その原因が充電器からの充電電流にあることが判

明した。そこでこの充電器を改良することで充電電圧の変動を 0.1%以内に抑えることを目

標とした。 

充電電流はインバータのロス低減と充電電流の減流のため直列共振インバータを採用さ

れているが、元々は旧共振ユニット１つのみを通って充電していた。 



旧共振回路を通った電流値は298Apとなっていたが電流値が大きすぎて正確な充電が難

しかった。そこで図のように新規共振回路を追加し、C の値を小さく、L の値を大きくす

ることで共振周波数は変えずに 7.0AP と出力電流を小さくすることができる。 

これにより 95%までの充電を旧共振回路と新規共振回路を通して充電し、 後の 5%を

新規共振ユニットからの補充電電流のみで充電することにより、高精度充電が可能となる。 

 

図４ 充電回路             図５ 共振ユニット 

現在の改善された波形を以下に示す。新規共振ユニットの改善作業により、補充電電流は

35Ap とし、補充電切り替えを 95%から 99%時に変更した。この波形より充電電圧の安定

度が 0.01%であることが確認でき、目標を達成することができた。ただし、充電器に送る

充電電圧の設定信号にのるノイズの影響で 0.01%よりも微弱ながら悪化することが確認で

きたのでこの改善作業を続けているところである。 

 
図６ 充電波形全体図          図７ 充電波形拡大図 

４． S バンドライナックの稼働作業に関して 

S バンドライナックは 1990 年に設立され、主に陽電子の生成に使用されている。S バン

ドライナックは 3 本の加速管を持ち、電子を通常の 0.25A で 100MeV 以上のエネルギーに

加速することができる。S バンドライナックはエネルギーの高さから発生する放射線量も



大きく現状のまま運転を行なうと同じ照射室内に設置されている RF 電子銃ライナックに

影響を及ぼす可能性があるため、ビーム調整と遮蔽により発生する放射線量を抑えながら

稼働させることにした。 

線量が も出るのがエネルギー解析のためのファラデーカップ周辺であるため、ファラ

デーカップ周辺に鉛を後方に 30cm、前方、左右、上下に 20cm を積み、さらにその周辺に

中性子遮蔽のためポリエチレンを全方位に 30cm 積み、遮蔽を行なった。これによりシミ

ュレーション上で線量を 100 万分の１に落とすことができると考えられる。しかし、実際

にはビーム入射部などの遮蔽が難しい部分や鉛の隙間から洩れる放射線があるため、運転

しながら測定することが必要である。 

 

図８ Ｓバンドライナックビームライン 

 

またビームをファラデーカップに曲げるためにベンディングマグネットに電流を流して

いるため、電流値を０にしてもヒステリシスが残るため消磁を行なう必要があるため、消

磁回路を作成した。消磁は以下の図のように FPGA からの信号を、消磁基板を通し電源か

らの出力電流を 20A から 1A ずつ小さくすると同時に、IGBT により極性を切り替えるこ

とで 20A、-19A、18A……2A、-1A、0A と変化させ消磁を行なう。 

 

図９ 消磁回路の動作         図１０ 消磁回路 

 

そして準備が整った段階で S バンドライナックを稼働させ、ビーム調整を行なっている

が現在は 10mA、1pps（１秒に１回ビームを出す）の条件で問題となる RF 電子銃ライナッ

クのレーザーのあるクリーンルーム内での線量が 30Sv/h であったが、第２、第３加速管

付近での線量が 1~2mSv/h と高い線量が出ていることが分かった。よってこの第２、第３

加速管付近を鉛で遮蔽する作業を現在行なっており、目標とする 100mA、30pps の条件で

の運転を達成できるよう引き続きビーム調整を行なう予定である。 
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Ｌバンドライナックの高安定化作業、S バンドライナックの稼働作業に当たり丁寧にご
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元素分析装置の還元銅長寿命化とテフロンの分析について 

-第 28 回大阪大学技術職員研修に参加した成果- 

松崎 剛 

計測班 分析・データ処理係 

1.はじめに 

2010 年 3 月に元素分析装置 JM10 が導入されたが、当初は還元銅の寿命が極端

に短かった。その後、燃焼条件等の変更を行ったことで、還元銅の寿命が大幅に

延びた。また還元銅の寿命が延びたことで酸素量を多く必要とされる難燃性含フ

ッ素化合物であるテフロンの分析を行ったが良い結果が得られなかった。しかし、

第 28 回大阪大学技術職員研修での技術職員講演でヒントを得、同試料が分析可

能になったので報告する。 

 

2.装置導入当初の燃焼条件 

装置導入当初は、メーカーである

J-SCIENCE が設定した試料炉 950℃、

燃焼炉 850℃、還元炉 550℃にして

燃 焼 時 (COMBUSTION) の ガ ス を

He150ml/min、O2 15ml/min の燃焼条

件(図 1)で使用していた。 

しかし、還元銅の寿命が 100 回未満

と極端に少なかった。                           

1.酸化銅(酸化剤)

2.酸化銅・酸化マグネシウム(フッ素除去)

3.サルフィックス(X,S除去)

COMBUSTION時に

He150ml/min、O2 15ml/min

試料炉
950℃

燃焼炉
850℃

1213

1

還元炉

550℃

4 5

4.銀:酸化銅(5:1)(X,S除去)

5.還元銅(余剰のO2除去)

1.酸化銅(酸化剤)

図１ 

3. 試料量と炉の温度の検討 

試料を装置導入当初より燃えやすくするために燃焼条件の検討を行った。 
通常、元素分析は2mgで分析が行われているが、さらに燃えやすくするため1mg
で行った。結果を表 1,表 2 に示す。 

 
 
 



 
表 1.Graphite の分析結果(C の理論値 100%) 試料炉 950℃ 燃焼炉 850℃ 

試料量 2mg の場合 

酸素流量 

(ml/min) 

3 6 9 12 15 18 

C の分析値 

(%) 

-61.55 -41.01 -12.01 -0.69 +0.09 -0.01 

灰分の有無 有 有 有 無 無 無 

 
表 2.Graphite の分析結果(C の理論値 100%) 試料炉 950℃ 燃焼炉 850℃ 

試料量 1mg の場合 

酸素流量 

(ml/min) 

3 6 9 12 15 18 

C の分析値 

(%) 

-17.63 -2.53 +0.09 +0.13 -0.08 +0.01 

灰分の有無 有 有 無 無 無 無 

まず、表１の結果から炉の温度条件を試料炉 950℃、燃焼炉 850℃で試料量 2mg
の Graphite(C の理論値 100%)を分析した結果、酸素流量 3～12ml/mln の時は

良好な値は得られなかったが酸素流量 15ml/min 以上になると良好な値が得ら

れた。次に表 2 の結果から上記と同様試料、同様条件で試料量が 1mg の場合は

酸素流量3～6ml/minの時は良好な値は得られなかったが、酸素流量が9 ml/min
以上になると良好な値が得られた。この表 1,表 2 での結果から試料量は 2mg よ

りも 1mg の方が燃焼しやすいことが分かったので試料量を 1mg に変更した。 
そしてさらに燃えやすい条件を検討するために、続いて炉の温度条件の検討を 
行った。その結果を表 2,表 3 に示す。 

 
表 3.Graphite の分析結果(C の理論値 100%) 試料炉 1035℃ 燃焼炉 900℃ 

試料量 1mg の場合 

 

酸素流量 

(ml/min) 

3 6 9 12 15 18 

C の分析値 

(%) 

-17.41 +0.14 +015 +0.02 +0.07 +0.05 

灰分の有無 有 無 無 無 無 無 



表 2,表 3 を比較すると炉の温度が試料炉 950℃と 1035℃と燃焼炉 850℃と

900℃の違いがある以外は、同じ条件で行った。 
表 2 の場合は酸素流量 3～6ml/min の時は良好な値は得られなかった. 
また表 3 では酸素流量が 3 ml/min の時は良好な値は得られなかった。しかし、

6ml/min 以上になると良好な値が得られた。結果、炉の温度を上げた方が燃焼

しやすいことが分かったので炉の温度を試料炉 1035℃と燃焼炉 900℃に変更し

た。酸素量も当初は 15ml/min だったが、より燃えやすくなるように 18ml/min
に変更した。これよりも多い酸素量でも良いのだが、あまり酸素が多すぎると

還元銅を消耗するので 18ml/min とした。 

 

1.試料炉(210mm) 950℃ ←1035℃に変更

2.燃焼炉(255mm) 850℃ ← 900℃に変更

3.還元炉(355mm) 550℃
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3

COMBUSTION時にHe150ml/min、O2 15ml/min←18ml/minに変更

燃焼条件の変更点
4.燃焼条件の変更点 

上記の試料量と炉の温度の検討結果から

図 2 のように燃焼条件を変更した。燃焼条

件を変更したことで還元銅の寿命が装置導

入当初は 100 回未満だったのが現在は 471

回まで延びた。またメーカーが指定する還

元銅交換の時期も 150 回前後であるので今

回、還元銅の寿命が大幅に延びたことにな

る。 

当初100回未満→現在４７１回

メーカー150回

図 2 

5.還元銅の寿命が延びた要因 

通常は還元銅で余った酸素をとり酸化銅になるのだが、炉の温度を上げたこ

とで一部の酸化銅から酸素が取れて亜酸化銅になり、その亜酸化銅が酸化還元

を繰り返したため、還元銅はあまり消費されなくなったので、寿命が延びたの

ではないかと考えられる。注意としては、試料炉、燃焼炉の温度を上げれば上

げるほど 亜酸化銅が多く出来て 還元銅の寿命も延びるのだが、あまり炉の温

度を上げすぎると炉が耐え切れなくなり割れる、炉が切れる、銅が溶けて燃焼

管が割れることがある。対策としては燃焼管内の温度分布を測定し、銅が溶け

る一歩手前の温度まで炉の温度を上げるのが良いと考えられる。 

また、燃焼炉のサルフィックスが入っている部分は 900℃設定では少し温度が高

すぎるので新たに炉を増設しその炉の温度を 600℃程度にできれば、燃焼効率、

還元銅の長寿命の点からさらによくなるのではないかと考えられる。 

 



図 3                                         図 4 

酸化銅が亜酸化銅にいつの時点でなっているかと言うと図 3

のSWEEPINGのときにMV4の電磁弁から大量のHe(187ml/min)

が還元管(R.F.)、燃焼管(C.F.→S.F.)へと逆に流れることで

酸素は燃焼管試料導入部より追い出される。その際に酸化銅

の一部は炉が高温のため酸素が取れて燃焼管試料導入部か

ら取れた酸素が追い出されることで亜酸化銅になる。 

そして図 4 の COMBUSTION のときには、O2と He の混合ガスが

導入されるが図 5ように SWEEPING の次は COMBUSTION になっ

ている。その際にはすでに酸化銅の一部が亜酸化銅に変わっ

ているので、試料の燃焼で余った酸素は亜酸化銅に取られて

酸化銅に戻る。そしてさらに余っている酸素が還元銅にいく

のだがそこに行くはずの酸素が減っているので還元銅の寿

命が延びたのではないかと考えられる。               図 5 

 

6.難燃性含フッ素化合物であるテフロンの分析 

還元銅の寿命が大幅に延びたことで、酸素量を多くして分析できるようにな

ったので難燃性含フッ素化合物であるテフロンの分析を行った。結果を表 4 に

示す。 



 

表.4 テフロン(-CF2-CF2-)n C:24.02 F:75.98 の分析結果 

Name テフロン テフロン テフロン 

酸素流量(ml/min) 18 50 190 

(MAX) 

添加剤 CO2O4(サンド) CO2O4 (サンド) CO2O4 (サンド) 

C +0.09 0.10 0 

H +0.89 +1.04 +0.51 

N +0.34 +0.38 +0.87 

MT-5 型元素分析装置を使用していた時は、試料炉を 1100℃、燃焼炉 980℃まで

上げて He230ml/min O2 230ml/min にし、CO2O4 で挟み込み燃焼させ分析し良好

な結果を得ていたので、今回 JM-10 でもそれに近い条件で分析を行ったが良い

結果は得られなかった。 

 

そこで添加剤に BaCl2・2H2O を使用すると良いという情報を得たので、分析を行

った。その結果を表 5に示す。 

表.5 テフロンに BaCl2・2H2O を添加し分析した結果 

Name テフロン テフロン テフロン テフロン 

酸素流量

(ml/min) 

18 50 80 100 

添加剤 BaCl2・2H2O   

のみ添加 

BaCl2・2H2O 

のみ添加 

BaCl2・2H2O 

のみ添加 

BaCl2・2H2O 

のみ添加 

C -0.25 -0.22 -0.34 -0.25 

H +0.15 +0.07 +0.09 +0.17 

N +0.42 +0.71 +0.70 +0.40 

表 5 から、テフロンに BaCl2・2H2O を添加し、酸素量を変化させて分析を行って

みたが、不完全燃焼をおこし CF4(四フッ化メタン)となり C がマイナス、N がプ

ラスとなり良好な結果は得られなかった。 

 

7. 第 28 回大阪大学技術職員研修に参加した成果 

テフロンの分析を様々な条件で行ってみたが、うまくいかず行き詰っていた

際に第 28 回大阪大学技術職員研修(2011 年 10 月 13 日、14 日)に参加した。 

その大阪大学技術職員研修の技術職員講演の中で大阪大学理学部、飯島憲一氏



の元素分析の講演発表の中で WO3を挟むというヒントを得ることができた。 

テフロンを分析する際に BaCl2・2H2O の上に WO3を添加し（挟み込むと良いと聞

いたが挟みこんで分析するのは手間がかかるので添加にした）分析を行った。

その結果を表 6に示す。 

 

表.6 テフロンに BaCl2・2H2O と WO3を添加した結果 

Name テフロン テフロン テフロン 

酸素流量

(ml/min) 

18 15 12 

添加剤 BaCl2・2H2O 

の上に WO3添加 

BaCl2・2H2O 

の上に WO3添加 

BaCl2・2H2O 

の上に WO3添加 

C +0.09 +0.12 +0.02 

H +0.08 +0.12 +0.17 

N 0 0 0 

結果、酸素量を 18～12ml/min まで下げて分析しても不完全燃焼をおこさずに良

好な結果が得られた。 

 

8.まとめ 

燃焼条件を変更することで還元銅の長寿命化に成功した。 

還元銅の寿命が延びたことで燃えにくい依頼試料に対しては酸素量を上げて分

析できるようなった。 

難燃性含フッ素化合物であるテフロンが分析可能になった。 

このことで組成式においてフッ素の数より水素の数が少ない場合の試料は今回

使用した添加剤で分析ができるようになった。 

また依頼試料で水素の含有量が 0%の物に対しても上記の添加剤で分析ができる

ようになった。 

 

9.謝辞 

還元銅の長寿命化で、色々と相談に乗って頂いた 

・大阪工業大学 元素分析室 宗石和晃先生 

テフロンの分析でヒントを教えて頂いた 

・大阪大学 理学研究科 飯島憲一氏 

に厚く御礼申し上げます 

 



光子の発生・検出・制御技術の開発と量子科学への応用 

 藤原 正澄 

産研 第１研究部門 量子情報フォトニクス研究分野 

 

１． はじめに 

本研究分野では、光子 1 粒 1 粒を発生させ、その状態間の量子相関を自在に制御する

ことで、これまでの「光」を超える「新しい光」の実現と応用について実験的な研究を行

っている。光子を自在に制御、検出するために、ナノスケールの微小光デバイスの研究と、

それらを用いた光量子デバイスや単一光子源の実現について研究している。また、応用と

しては、光子を用いた量子コンピュータ・光量子回路のほか、通常の光の限界を超えた「量

子光計測」、「量子光リソグラフィー」の研究に実験的な手法で取り組んでいる。また、量

子コンピュータや量子暗号通信の実現に向けて、量子力学的なもつれ合いを有する光子対

の発生や制御、高効率な光子検出装置の開発、光子情報処理システムのプロトタイプの構

築に取り組んでいる。その中で、本稿では特に技術室からのサポートを受けた課題の一つ

である、光子１つ１つを発生させる単一光子源に関して、最近の成果を報告する[1]。 

２． 光子１つ１つを発生させる単一光子源とナノ光ファイバ 

光子を用いた量子情報処理にとって極めて重要なも

のとして単一光子源があげられる。単一光子源は文字

通り光子１つ１つを発生させる極微弱光源である。単

一光子源からの光は１パルスあたりに必ず１光子が含

まれており（サブポアッソン統計）、微弱なレーザー光

とは光子統計の観点から本質的に異なる光である（単

なる微弱光パルスではポアッソン統計に基づく数のバ

ラツキが存在する）。 

このような単一光子源の有力な候補に、単一分子や

単一量子ドットなどの単一発光体があげられる。理想

的な単一発光体は電子基底状態と励起状態の２準位系で記述されるために、電子を光励起

した場合に「光吸収→光放出」の過程を繰り返す事で、光子１つ１つが放出される。単一

発光体からの発光を集めるために、これまでは顕微鏡対物レンズが利用されてきた。しか

しながら、単一発光体からの発光パターンが光ファイバやピンホールなどへの結合には最

適ではない事などから、開口数（NA）1.4 の対物レンズを使用しても総発光量の 1%程度

しか単一光子源として利用する事ができなかった。 

この問題に対して、我々はナノ光ファイバを利用したファイバ出力型高効率単一光子源

の開発を行った。ナノ光ファイバは市販のシングルモードファイバを溶融・延伸する事に

よって、その直径を波長以下にまで細く引き延ばしたものである。波長よりもファイバが

細い領域ではエバネッセント波が生じ、そのエバネッセント波を介して、発光体からの発

単一
光子源

微弱光
 

図１：単一光子パルスと微弱光

パルスの違い。単一光子源から

の光は１パルスに１つの光子が

存在するが、微弱光パルスでは

ポアッソン統計に基づく数のバ

ラツキが存在する。 



光を効率よく光ファイバに結合させる事が可能であると期待されている。 

３． 実験 

図２に実験図を示す。本研究では、直径 300 

nm かつ光損失 10%以下の高品質ナノ光ファイ

バを作製し、その上にコロイド型 CdSe/ZnS 量

子ドットをディップコートによって配置した。

そして、量子ドットを波長 543.5nm のレーザー

で励起し、その発光を対物レンズで集光した後、

単一光子検出器（APD1）によって検出した。一

方、量子ドットからの発光は直接ナノ光ファイ

バへ結合し、最終的にシングルモード光ファイ

バから出力される。こちらの光に関しても

APD2 によって光子検出を行った。ナノ光ファ

イバは工作室に作製して頂いた専用治具によっ

てピエゾステージに固定されているため、ステ

ージを二次元スキャンする事で２次元蛍光イメ

ージング画像が取得可能である。 

図３(a, b)はそれぞれ対物レンズからとナノ

光ファイバからの発光によって得られた二次元

画像である。明るい輝点が量子ドットである。

この輝点からの発光光子数は対物レンズ観察に

おいて 18kcps, ナノ光ファイバ観察において 25kcps であった。これはナノ光ファイバの蛍

光集光能力が、光ファイバ片端からの出力のみでも NA0.8 の対物レンズを上回っている事

を示している。この輝点からの発光に対して二次光子相関関数測定と蛍光強度の励起強度

依存性を測定することにより、最終的に、単一量子ドットからの総発光量の実に 7.4%もの

発光がナノ光ファイバに流れ込んでいることが明らかとなった。これは NA=1.55 の対物レ

ンズに匹敵する大きな値である。強調すべき点として、ナノ光ファイバを用いる事で単一

発光体からの発光がシングルモードファイバ出力として利用可能な点である。これは将来

のファイバ集積化という観点から応用上極めて有利であると言える。 

４． 今後の展望 

今後の展望としては、このナノ光ファイバ単一光子源デバイスを極低温に冷却し、発光

体からの発光のコヒーレンス長を長くすることで、光源の干渉性を高める事があげられる。

光量子情報処理は現在急速にファイバや Si 基板上への集積化が進んでおり[2]、このよう

な高輝度・高干渉性の単一光子源がファイバ集積化デバイス中で実現されれば、これらの

集積化にとって、重要な進展となると期待される。 

参考文献 

[1] Fujiwara et al., Nano Lett. 11, 4362–4365 (2011).  

[2] M. Lobino and J. L. O'Brien, Nature 469, 43–44 (2011). 

 
図２：実験セットアップ 

図３：(a) 対物レンズからの光子検出に

よって得られた二次元画像。(b)ナノ光フ

ァイバからの発光によって得られた二

次元画像。 



電顕マンとして３８年 

石橋 武 

技術室 

1. はじめに 

産研の技術室報告会での PPT で詳しくお話できなかった事を補足説明させて

いただきます。 

当電子顕微鏡室は1930年代に堺の地に設立された産業科学研究所の西山善治

先生のもとに設立された。その後 1968 年に現在の阪大・吹田キャンパスに引っ

越した。私が産研に就職したのは 1974 年 3 月で電顕室に配属となった。それか

ら 8年後の 1982 年 4 月に技術室が誕生、以後は技術室の所属となり現在に至っ

ている。派遣先の電顕室は 2009 年産研の改組により材料解析センターと統合し

総合解析センターに再編された。 

2. 電顕室の歴代の装置について 

1970 年代の採用当時に電顕室にあった電子顕微鏡は汎用の 100kV 透過型電子

顕微鏡２台（HU-11,HU-11DS）と 650kV超高電圧電子顕微鏡(HU-650)１台である。

1982 年には冷陰極電界放出形電子銃(C-FEG)搭載の分析電顕(H-600FE)が、その

数年後には低真空走査型電子顕微鏡(S-2200N)が設置された。その後 1998 年に

は C-FEG 分析電顕に代わってショットキー型電子銃(SEG)搭載の 300ｋV 高分解

能透過型電子顕微鏡(JEM-3000F)が設置され 2011 年には C-FEG 搭載の分析走査

型電子顕微鏡(JSM-6330)が電顕室に移設され現在に至っている。 

3. 初めての仕事 

電顕室に就職して最初の仕事は超高電圧電子顕微鏡の真空を自動排気するロ

ボット作りであった。当時の電子顕微鏡は真空排気をまだ手動で行っていたの

で当時販売されていた多接点とタイマーを内蔵したシーケンサにDPの加熱時間、

RP の予備排気時間、鏡体の本引き時間等をセットして自動排気が出来るように

設計工作した。このロボットは結構便利で評判よく汎用１００kV 電顕用にもロ

ボット２号を作った。初心者の私にとっては、このロボットの製作によって、

電子顕微鏡の真空排気系の構造をよく理解し学習することが出来きた。これら

の初代の装置は晩年には真空管回路のトラブルが多発しメンテナンスには苦労

させられた。 

 



4. 高分解能顕微分析装置（C-FEG 搭載分析電顕） 

この長い名前の電子顕微鏡は科研費を申請する為に苦労して付けられた名前

である。日立が初めて売り出した第１号のプロト機（HU-600FE）でルーチンに

実験に使えるようになる迄に３年は掛った。装置の特徴はTEM、SEM、STEM、EELS、

EDS、μ－Diff と機能が盛り沢山で使いこなすのが大変だった。 

メンテナンスで一番苦労したのは FEG のフィラメント交換と電子ビームの軸

調整で電子銃部を 10－9pa の高真空にするのにかなりの熟練が必要だった。また

初物の EDS 用ミニコンのソフトを動かすにはいちいちコマンドを正確に憶えな

いと一字でもミス入力があればフロッピィディスクのフォーマットをし直さな

ければならず慣れるまでは中々分析が捗らなかった。しかし、この厄介で多機

能な電子顕微鏡にかかわり初めて仕事の面白さを憶えた。実は定年まで電子顕

微鏡の仕事を続けられたのはこの装置のお陰だと思う。設置当時の５年間は日

本中で１台限り、どこにも売っておらず産研のみの独占状態であった。ある意

味優越感と責任感が同居していた。H-600FE は西日本大震災の時にもダンパー

が外れただけで、次の電顕が来るまでさらに数年間働いた。 

5. 試料作成について 

1998 年、16 年ぶりに日本電子製の新しい電顕(JEM-3000F)が設置された時に

は非常に驚いた。ガンバルブのスイッチを 1 つ押すだけでビームがすぐに出て

試料が観察できるまでに進化していたからである。以前の装置では加速管内の

放電を気にして、いつも胃が痛くなるような思いで 100kV まで加速電圧を印加

していたからである。この装置が導入されてからはメンテナンスに手間がかか

らなくなったので1番需要の多い断面試料の作成にトライした。それまでは1980

年代中ごろに買った日酸エドワード社製のミリング装置しかなかったが、弘津

教授がリンダ社の装置を持ってこられた。これもかなり古かったがイオンビー

ムの軸を調整できる装置であった為、目的場所を狙う事が出来た。試料を回転

させるモータもよく壊れたが修理しながら半導体の断面試料を作り観察し始め

た。その後、ガタン社の PIPS と云うイオンミリング装置が入り、イオンビーム

の軸調整が余りにも簡単にできる事に驚き、また扱いやすく壊れにくい点に 2

度驚かされた。2000 年に入って産研にナノテクセンターが出来てからは透過電

子顕微鏡(TEM)の観察依頼が随分と増えた。 

6. まとめ 

日本顕微鏡学会から特集号「日本の電子顕微鏡技術の発展」が丁度原稿を書

いているときに送られてきた。眺めていると私が PPT の表紙に載せたようなレ

トロな電子顕微鏡の写真が載っていたが、これらの装置は現在の装置と比べて



電子銃、集束レンズ、試料室に対物・中間・投射レンズ等、基本構成は今も昔

も少しも変わっていない。しかしながら電子銃はヘヤピン型フィラメントから

FE になり、結象用の蛍光板は CCD カメラに代わり撮影用のフィルムはあまり使

われなくなり、暗室のあるところも少なくなった。さらに各種電源は真空管か

ら半導体回路となりレンズ系の制御は全てPCでコントロールされるようになっ

た。近年ではレンズの非点補正も PC を使用した収差補正装置へと大変革した。

残された課題は厄介な高電圧回路絶縁用の SF6 ガスで不要になる時がいつ来る

かであるが、これが出来ればメンテナンスが随分楽になる。 

当電顕室の大先輩の是枝先生が産研に着任した当時が丁度国産の電子顕微鏡

が世に出てきた時で、その後の発展期に私が就職したが電子顕微鏡の歴史にと

って非常に面白い時代に遭遇したものだと思う。幸いにして技術職員として同

じ職場で 40 年間近くも働く事が出来、「物を見ると云うテーマ」でそれぞれの

時代に開発された電子顕微鏡と係わってきたが、この科学技術の激動の時代に

同一職種で一生を終える事が出来た。今、考えるに技術とは教科書にはなく実

際の実験の中で、また様々な人々との協働又は共働の中で失敗を繰り返しなが

ら学び、獲得していくものだとつくづく思った。 

38 年間でいろいろ交流のあった産研の教職員の方々、メーカーの技術者、当

技術室の皆さん、本当にいろいろとお世話になりました。紙面をお借りして感

謝したいと思います。 

最後に H-600FE の立ち上げで数年間行動を共にした当時の日立の主任技師の

富田氏等が編集にあたった顕微鏡学会の和文誌を紹介します。電子顕微鏡の歴

史が非常に詳しく書かれていますので興味がお有りの方はぜひご覧ください。

当方の苦労した装置も記事の中に出てきます。 

 



平成２３年１２月８日 

第２４回技術報告会 

技術室長 石橋武 

 

電顕マンとして３８年 



産研電子顕微鏡室の歴史 

① 堺時代 西山研の電顕室－掘立小屋（西山） 

 

② 吹田地区 昭和43～44年（1968年ごろ）    （清水）                      
現在の第1研究棟、竹内研のところ（地下室は手掘りで作ったらしい） 

 

③ 第2研究棟 に引っ越し   平成11年（1999年） 

                                    （弘津） 

 

◎改組で総合解析センターに、平成21年度（2009年） 

④ インキュベーション棟1階に移設 

                     平成22年（2010年） 

 



３種類の顕微鏡の構造 

光学顕微鏡 TEM SEM 

接眼レンズ 

網膜 



金属  

観察試料の歴史 

1980年 1990年 2000年 1970年 

粉末 

金属 

半導体  

ナノ構造物  

 

レプリカ膜 

蒸着膜 

セラミック 

断面観察 

電解研磨法 

μグリッド・カーボン膜等の支持膜使用 

メッシュに張り付け 

初期（超高圧電顕） 
中期（分析電顕） 

後期（高分解能電顕） 



  HU-11          100kV 

   HU-11DS     100kV 

  HU-650       650kV  

    JEM-3000F      300kV 

H-600FE     100kV 

かかかｋｋｋｋｋ 型式      加速電圧 

 100kV汎用電子顕微鏡 

（物材研の坂東先生も使用） 

 使用した電顕（TEM） 



超高電圧電子顕微鏡 

・大きさと旧式回路（真空管回路）で苦労した 

１階から地下室を覗いたところ 

地下室 

1階の高圧タンク 



FE銃搭載の分析電子顕微鏡 

・高真空と軸調整で苦労した 

H-600FE 

京セラ製加速管 

名大移設時 



３００kV高分解能電子顕微鏡 

・試料作りで苦労した 

Al Ga N / Ga Dy N X30  

30 

1 

JEM- 3000F 

百聞は一見に如かず 



右上のDVD-RDディスクの断面を観察したところ 

 

Si 酸化膜の評価 

Si基板 

Al 膜 

断面観察の例 



1987年の第１回～2011年第24回までの発表項目 

1. エネルギー分散型X線検出器のメンテナンスについて（２）  1988年 

2. 超高圧電子顕微鏡の真空排気系改良（４） 

3. 分析走査電子顕微鏡について（５） 

4. H-600FE分析電子顕微鏡の真空排気系の改造（６） 

5. 分析電顕による多層構造の断面観察と評価（７） 

6. インターカレーション化合物のTEM観察における簡便な断面試料の作成（８） 

7. イオン研磨装置のメンテナンスとイオン研磨法によるTEM試料作製の実際（９） 

8. 電子顕微鏡観察用カーボン支持膜の特徴及び作製方法と応用（１０） 

9. 電子顕微鏡用フィラメントの作製と評価（１１） 

10. 断面観察用薄膜試料作成のコツ「基礎編」（１３） 

11. 断面観察用試料作成のコツ「応用編」（１５） 

12. 断面観察用試料作成のコツ「接着剤編」（１７） 

13. 私と技術室、25年（２０） 

14. 電顕マンとして38年（２４） 
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楽しかった事、苦しかった事（あの時、君は若かった） 



終わりに、後輩へのメッセージー 

「技術職員は同じ仕事を40年もする」とよく云われたけれど・・・ 
 例えばテレビも白黒から始まってカラーTV、液晶TV、アナログ放送、デジタル放送、 

 ３DTVと非常に変化（進化）してきた。発展性のある技術はすたれない。 

 電子顕微鏡の世界ももうこれまでだと云われたことがあった。 

 しかし、技術革新と応用の拡大で進化してきた。 

長い技術職員生活の中で必ずチャンスが来ます。 

それを見逃さない様に がむしゃらに食らいついてください。 

幸運の女神に後ろ髪は無い 
 

発端はレオナルド・ダ・ヴィンチの言葉らしい 
 

 



技術室行事



■産業科学研究所安全講習会の開催 

今年度も 5 月 20 日(金)に安全講習会を開催致しました。午前に行われたバイオセ

ーフティ等講習会に引き続き、午後の部「安全に研究を行うために」と題しまして、安全

衛生管理委員会より加藤教授の挨拶に始まり、技術室長をはじめとする技術室メンバーが

専門分野を担当して講習を行いました。「研究室と産研生活全般」、「工作関係」、「X 線実験

関係」、「ガス関係」、「ネットワーク関係」、「試薬登録関係」と産研で研究するにあたり必

要と思われる内容を網羅したような形で行いました。産研は研究分野が様々ですし、ご参

加頂いた方もキャリアの長い研究者の方から学生の方まで幅広い年齢の方がいらっしゃい

ますので、個々の方々に即した物では無かったかも知れませんが、復習も兼ねてまた必要

とされるところを重点的に聞いて頂けたのでは無いかと思っております。 

33 名の参加が有ったのですが、弱冠、例年より少ない参加となったのは大学院の講義の時

間と重なった為と思われます。講師の方々の日程を優先したためで、来年の反省材料とさ

せて頂きます。最後に、ご参加頂いた方々が安全に且つより良い研究生活を送られること

をお祈りしております。 

（技術室 相原千尋） 



「ものづくり教室」の実施 

大西政義 

大阪大学 産業科学研究所 技術室 

 

1. はじめに 

「ものづくり教室」は、将来を担う小中学生に「自分の手でつくりあげる」ことによる楽しさ、喜びを知ってほしいと

技術室主催ではじめたものづくりのイベントであり、毎年 1回夏休みに実施している。2006年に第 1回が実施され、2008

年の第 3回から「ナノテク理科教室」が加わり、大阪大学複合機能ナノファウンダリとの共催イベントになり、さらに大

阪大学 21世紀懐徳堂の後援行事となった。今年で「ものづくり教室」は第 6回目、「ナノテク理科教室」は第 4回目を迎

えた。8月 2日から 4日まで、3日間にわたり 77人の小中学生がものづくり体験を行った。「ものづくり教室」では、「オ

リジナルプレートを作ろう」（金属加工：各日 6人）・「浮沈子を作ろう」（ガラス工作：各日 6人）・「ハンダゴテを使って

電子回路を作ろう（電子回路：各日 10人）、「ナノテク理科教室」では「ナノ加工技術を使ってオリジナルカードを作ろ

う」（微細加工：各日 6人）の計 4コースに分かれ 1日ものづくりに取り組んだ。本稿ではこのうち筆者が担当した金属

加工についてオリジナルプレートの製作過程や安全対策等について報告する。 

 

2. オリジナルプレート作り 

オリジナルプレートは、10cm×10cm で厚さが 2mm の銅板を使用した。この板を好きな形に加工してもらい、最後に

銀メッキをして仕上げる。加工工程はデザイン作成・銅板加工・銀めっき・仕上げの順に行った。まず、はじめに作業上

の諸注意と銅についての学習を行い、次に約 1 時間をかけてデザイン作成を行った。紙にプレートと同じ 1 辺 10cm の正

方形の枠を書き、枠内に自分の好きなデザインを描いてもらった。この様子を図 1 に示す。紙に下書きが終わるとカーボ

ン紙等により銅板にデザインを転写してもらった。イベント実施前にオリジナルプレート作りのテキストを送っていたの

で、家で考えてきたデザインをいきなり転写し始める生徒もいて作業の進捗にはかなりの差が出た。しかし、午前中は銅

板の加工に進ませず、デザインを終えた生徒にはアルミ板を用いてプレートに刻印を打つ練習をしてもらった。 

午後から銅板の加工を行った。まず、写し取った銅板のけがき線に沿って不要な部分を帯ノコ盤で切り落としていく。

不要な部分をあらかた切り落とす事が出来たら、次にヤスリがけを行う。銅板を万力で固定し、手前から奥に向かって押

すようにヤスリをあて作業を行う。次に、メッキ作業の時に銅板をつるす事が出来るようにボール盤を用いて穴をあけた。

デザインによっては、刻印打ちや穴あけ加工を行い、微細な部分は電動マイクログラインダーを用いて、けがき線に沿っ

て溝入れ加工を行った。これら作業の様子を図 2 と図 3 に示す。最後に、削り残している部分がないかチェックした後、

バリ取りや面取りを行った。加工をすべて終えてから洗浄により銅板の脱脂を行った。 

 

 

 

図 1 デザイン作成の様子 図 2 穴あけ加工の様子 図 3 溝入れ加工の様子 



次に、電気メッキにより銀のメッキを行った。銅板をメッキ液の中につるし、さらに炭素棒を入れそれぞれ電線とつな

いだ。1 分間通電した後銅板を引き上げ、素早くビーカーに漬けて付着しているメッキ液を流した。さらに、別のビーカ

ーに移し 2 次洗浄を行った。 

最後に、メッキを終えた銅板に研磨剤をつけ光沢が出るまで研磨しオリジナルプレートを完成した。完成したプレート

を図 4 に示す。 

 

3. 安全対策について 

今回、参加した生徒さんを始めスタッフとして「ものづくり教室」や「ナノテク理科教室」に携わった人すべてに保険

に加入してもらった。また、安全面の注意事項や必要な持ち物リスト等を資料として事前に送付した。そして、作業をす

る時には図 5 のような安全ゴーグルや図 6 のような腕カバー等の保護具を使用してもらった。さらに、生徒さん 2 人に対

して基本的にスタッフが 1 人つくようにした。工作機械を使用するときにはマンツーマンで作業に当たり、安全に作業し

てもらえるよう配慮した。 

 

4. まとめ 

今回、「ものづくり教室」で「オリジナルプレートを作ろう」を担当し 1 日完結で各日 6 人、3 日間で 18 人の生徒さん

に金属加工を体験してもらった。触ったことのないであろう工作機械や道具を使って、銅板の加工に取り組む熱心な姿に

は心動かされ、初心に戻れたような気がする。日常業務で学生や教員に技術指導を行っているが、小中学生に対して同じ

ように機械の使用法を教えても伝わらない事が多々あるので、明瞭でわかりやすい説明の仕方を改めて考える良い機会に

なった。 

また、イベント開催に際して前回の経験を活かして少数スタッフでも運営出来るよう募集方法を変更したり準備を行う

ことでイベントを成功させることができた。これからも地域貢献活動として、子供たちに「ものづくり」の楽しさや喜び

を味わってほしいと考える。 

図 4 完成したプレート 図 5 安全ゴーグル 図 6 腕カバー 



「彩都サンデーサイエンス」に出展して 

文責：田中高紀 

 

 科学技術の文化祭「彩都サンデーサイエンス2011」は彩都科学技術理解増進プロジェクトチ

ームと毎日新聞社、毎日新聞大阪開発株式会社の主催で開催されており、本年で５年目・５回

目を向かえます。産研技術室は第１回目からの出展を行ってきています。2011年11月20日（日）

にふしぎ発見ゾーンとして「茨木市立彩都西小学校」とふしぎ体験ゾーンとして「箕面市立彩

都の岡学園」を会場とし「不思議！」、「楽しい！」を親子連れなど約 4200 人参加のもと開催

されました。技術室では「自作カメラ」づくりを本年度のテーマとして参加しました。 

＜ねらい＞ 

カメラの手作り製作を通して、カメラの原理を学習します。撮影す

るものまでの距離によりピントの調節が必要なことから、レンズを通

る「光の進み方」と「焦点距離」について学習する。完成したカメラ

内に設けられたスクリーンに画像が写し出され、その見え方を観察し

てもらいます。 

＜工作内容＞ 

１． 遮光性を保たせる為、黒く塗られた厚紙を、底のある四角柱を

２本つくります。底には１本を丸くくりぬき、残り一本は四角くく

りぬきます。（カメラの本体のほぼ完成） 

２． 丸い穴には「虫眼鏡」等のレンズを取り付け、四角い穴には半

透明な「すりガラス」等を取り付けます。（スクリーンに画像が写

し出されます） 

３． コピーアート用紙（別名：青焼紙）をスクリーンの前にセット

し撮影を行います。（露光時間10～15 分、晴天時） 

４． 撮影されたコピーアート紙を熱で定着させます。（ラミネータ

ー、アイロンを使用） 

＜本 番＞ 

前日に天気予報では「曇り」、心配し

ていたお天気も当日は「太陽がサンサ

ン」で、でも、撮影には「約10分間」

自作カメラを「じっと固定しておく」

子供にとってはナガーイ時間。カメラ

の前で「自分も10分間立っています」が続出。 

＜感 想＞ 

ピンホールカメラとはひと味違って、組み立て後のス

クリーンに写し出される像や上下左右逆転の像に感心

しながら、ピント合わせに一生懸命に頑張っている子供

たちの姿が在りま

した。さらに、本年

度より技術室のメンバーとなった松下さん、古川さんの一

生懸命、楽しみながら子供たちとふれあう姿には感激させ

られました。紙面を借り多くの準備、テストを行ってくれ

た松下雄貴さんに感謝致します。 



第 24 回技術室報告会 2011.12.08 

実行委員長 小川 紀之 

 

 平成 23 年 12 月 8 日午後、産研講堂において産研技術室主催による「第 24 回技術室報

告会」を開催しました。当日は、山口明人産業科学研究所長、鷲尾隆技術室運営委員長

にご挨拶いただいた後、熱のこもった講演と技術発表が展開されました。 

今年は産研内外から多数の参加者に恵まれ、その数は 50 名を超え、特に明年春に定年

退職を迎える石橋武技術室長の発表時には聴衆は 40 名を上回っていました。 

技術発表の内容も例年になく興味深く、特に若手三名による競演は技術室の将来が楽

しみになる「ひとコマ」となり、まさに今回のテーマ「温故知新、次の飛翔へ」を実感

する報告会となりました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挨拶される山口所長と鷲尾運営委員長 

 

今から 29 年前の 1982 年（昭和 57 年）4月に技術室が設置され、その 5年後の 1987 年

（昭和 62 年）3 月 13 日に第 1 回の技術室報告会が開催され、今回の第 24 回まで続いて

きました。 

1987 年（昭和 62 年）7月 1日に発行された第 1号の技術室報告誌に掲載された当時の

大村彰技術室長の言葉に次のようにあります。 

「この「報告会」と「報告誌」は研究者のご理解のもとに、これからも続けて行くつ

もりであり、回を重ねるごとに充実するものと思っております。私は、この技術室報告

誌はきっと技術室の核となり、技術室は待遇改善のための組織ではなく、「産研の研究の

一翼を担っている組織なのだ」という技官各自の自覚を生みだすと共に技官の地位向上

に役立つものと期待しております。」 

まさにその通りになっていると感じます。ここ数年、永年にわたって技術室を支えて

こられた方々が次々と定年になられています。そして新しいメンバーが増えてきました。

この人たちを中心に次の時代へ向けて飛翔していきたい、産研の発展に貢献していきた

いと念願しております。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 24 回技術室報告会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 24 回産研技術室報告会 

－温故知新、次の飛翔へ－ 

 

日時 ：平成 23 年 12 月 8 日（木）13：30～16：50 

会場 ：産研管理棟１階講堂 

 

 

プログラム 

 

■挨拶 

13：30－13：35  所長挨拶                     所 長  山口 明人 

 

13：35－13：40  技術室運営委員長挨拶    運営委員長  鷲尾  隆 

 

 

 

■特別講演 

13：40－14：10 

  「ナノ構造で電子の結晶を操る」 

ナノ機能材料デバイス研究分野 

 教授  田中 秀和 

 

水が氷になったり、沸騰したりするときには、温度によって分子のつながり

方が異なる相転移が起きています。このような相転移は、自然界ではありふれ

た現象であり、今日ではDVDなどのデジタル記録媒体として利用されています。 

酸化物は、その中に含まれる電子が互いに強い相互作用を示し、特に激しい、

絶縁体・金属・強磁性・高温超伝導などの“電子”による相転移を示します。

次世代エレクトロニクスへの適用が期待される機能性酸化物において、様々な

形態を有するナノ構造の作製により、電子の結晶を操り巨大な性質を引き出す

例を紹介します。 

 

 

 

 

 



■招待講演 

14：10－14：40 

 

  「科学教育機器リノベーションセンターの 

研究教育機器共同利用に向けた活動について」 

 

大阪大学科学教育機器リノベーションセンター サポート推進室 

特任教授 武井 廣見 

 

大阪大学では、「大阪大学における設備整備に関するマスタープラン」に基づ

き、全学的に設備マネージメントを行う組織として科学教育機器リノベーショ

ンセンターを平成１９年４月に設立し、リユース可能な研究教育機器を修理・

復活再生させ、汎用性の高い研究教育基盤機器として学内外の共同利用に供す

る「リユース研究教育基盤機器整備事業」（阪大スタイル・もったいないプロジ

ェクト）や、大学の研究・開発力を活かし従来よりも際立った性能を有し、か

つ汎用性のある阪大オンリーワンの先端機器を開発する「革新的研究教育基盤

機器開発整備事業」を推進しています。さらに今年度より、文部科学省運営費

交付金（設備サポートセンター整備）により設備サポート事業を開始し、リノ

ベーションセンター内にサポート推進室を設置して支援体制の充実を図ろうと

しています。リノベーションセンターにおける、研究教育機器の共同利用に向

けた活動について報告します。 

 

 

 

■技術室報告 

14：40－15：00 

 

「工作機械の取り扱いと加工事例の報告」 

 

                 工作班 機械・回路工作係 松下 雄貴 

 

はじめまして、今年の４月１日付で試作工場機械加工室に配属されました松

下雄貴と申します。機械加工を通して研究者の方からの様々な依頼物品製作に

取り組み、研究のサポートを行なっています。初年度の目標は加工の技術を身

につけることで、特にフライス盤と旋盤を重点的に勉強しています。この半年

間で学んだことと製作した品物について報告いたします。また、加工の一例を

取り上げ、不慣れながら取り組んだワッシャの加工方法を紹介します。 

 

 

 



■技術室報告 

15：00－15：20 

 

「L バンドライナックの改良と Sバンドライナックの稼働作業に関して」 

 

計測班 計測・情報システム係 古川 和弥 

 

平成 23 年 4 月より技術室に計測班、計測・情報システム係として配属され、

量子ビーム科学研究施設で加速器の運転・保守および施設の安全管理等に関わ

っています。 

今回は Lバンドライナックで加速を行うためのマイクロ波を生み出すクライス

トロンのモジュレータ電源において、自由電子レーザーの高精度実験を行うた

めに求められる安定度を確保するための安定化作業に関する報告を行います。

また、Sバンドライナック稼働のために現在行っている消磁回路作成、放射線遮

蔽、ビーム調整等に関する作業についても報告します。 

 

 

 

■技術室報告 

15：20－15：40 

 

「元素分析装置の還元銅長寿命化とテフロンの分析について」 

―第 28 回大阪大学技術職員研修に参加した成果― 

 

計測班 分析・データ処理係 松崎  剛 

 

2010 年 3 月に元素分析装置 JM10 が導入されたが、当初は還元銅の寿命が極端

に短かった。その後、燃焼条件等の変更を行うことで、還元銅の寿命が大幅に

延びた。これにより酸素量を多く必要とされる難燃性含フッ素化合物であるテ

フロンの分析を行ったが良い結果が得られなかった。しかし、第 28 回大阪大学

技術職員研修での技術職員講演でヒントを得、同試料が分析可能となったので

報告する。 

 

 

 

■休憩 

15：40－15：50 

 

 

 



■ユーザーズ・レポート 

15：50－16：20 

 

「光子の発生・検出・制御技術の開発と量子科学への応用」 

 

         量子情報フォトニクス研究分野 竹内研究室 

招聘助教 藤原 正澄 

 

我々は、光の量子である光子 1 粒 1 粒を発生させ、その状態間の量子相関を

自在に制御する技術の実現やその応用に関する実験的な研究を行っている。そ

のために、1光子を発生および検出する技術や光子間の相互作用制御技術の研究

に取り組んでいる。本講演では、光子１つ１つを発生させる単一光子源・1光子

を超高感度に検出する超伝導単一光子検出器・１光子レベルでの光子間相互作

用（光学非線形性）実現への取り組みについて、技術室から受けた技術サポー

トを含めて報告する。 

 

 

 

■技術室報告 

16：20－16：50 

 

「電顕マンとしての 38 年間を振り返って」 

 

                         技術室長 石橋  武 

 

 昭和 49 年 3 月 20 日より産研に勤務し始めて来年の 3月で 38 年目、遂に定年

がやってきました。この間、電子顕微鏡室で特殊な電子顕微鏡を主に 3 期にわ

たって使用し仕事をしてきました。 

今回は産研での電子顕微鏡の歴史と仕事の変遷を通し、次世代の後輩たちに

何かアドバイスでも出来たらと思い最後の報告をする事となりました。 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 産業科学研究所技術室 小川（内線 8398） 

ホームページ http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/tew/ 

温故知新「故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る」と訓読する。「温」を「あたためて」と読む説もある。 

 



第 24 回産研技術室報告会 
－温故知新、次の飛翔へ－ 

 

日時 ：平成 23 年 12 月 8 日（木）13：30～16：50 

会場 ：産研管理棟１階講堂 

 

プログラム 

■挨拶 

13：30－13：35  所長挨拶                            所 長 山口 明人 

13：35－13：40  技術室運営委員長挨拶        運営委員長 鷲尾  隆 

■特別講演 

13：40－14：10  ナノ構造で電子の結晶を操る 

ナノ機能材料デバイス研究分野 

 教授 田中 秀和 

■招待講演 

14：10－14：40  科学教育機器リノベーションセンターの 

研究教育機器共同利用に向けた活動について 

大阪大学科学教育機器リノベーションセンター サポート推進室 

                      特任教授 武井 廣見 

■技術室報告 

14：40－15：00  工作機械の取り扱いと加工事例の報告 

                             工作班 松下 雄貴 

15：00－15：20  L バンドライナックの改良と 

S バンドライナックの稼働作業に関して 

                             計測班 古川 和弥 

15：20－15：40  元素分析装置の還元銅長寿命化とテフロンの分析について 

―第 28 回大阪大学技術職員研修に参加した成果― 

                             計測班 松崎  剛 

■休憩 

15：40－15：50 

■ユーザーズ・レポート 

15：50－16：20  光子の発生・検出・制御技術の開発と量子科学への応用 

量子情報フォトニクス研究分野 竹内研究室 

招聘助教 藤原 正澄 

■技術室報告 

16：20－16：50  電顕マンとしての 38 年間を振り返って 

                            技術室長 石橋  武 

 

問い合わせ先 産業科学研究所技術室 小川（内線 8398） 

ホームページ http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/tew/ 
温故知新「故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る」と訓読する。「温」を「あたためて」と読む説もある。 

http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/tew/


出張・研修報告



技 術 研 修 報 告 書 

 

                                                 平成 23 年 3 月 22 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 

   九州工業大学 情報工学部  
   平成 23 年 3 月 14 日～平成 23 年 3 月 16 日 

 

２．派遣用務（研修テーマ） 

 「第 6 回情報技術研究会」に参加し、情報収集を行う。 

 

３．研修の概要及び成果（字数は制限しない。） 

        

九州工業大学 情報工学部 技術部主催の「第 6 回情報技術研究会」に参加した。

参加者総数は 64 名で、技術発表が 13 件、特別講演が１件であった。 技術発表では

独自で開発したシステムの紹介や機関のネットワーク構築など、日常業務に関係のあ

る内容もあれば、沖縄工業高等専門学校の「ヤンバルクイナのロードキルを回避する

ための小型無線モジュールによるネットワークの構築」といったその地方ならではの

技術開発もあり興味をもって聴講できた。                    

 この情報研究会にはオプションコースで演習・実習があり、「STARSによる情報の

プッシュ配信 －Visual BasicによるSTARSの利用方法－」に参加した。     

STARS (SimpleTransmission and Retrieval System)とは、高エネルギー加速器研

究機構（KEK）の技術職員が開発した簡易メッセージ配信システムであり、大型実験

装置だけでなくあらゆる場面で利用できる。この実習ではサイネージでの利用に関し

て、必要の知識となる事柄を学んだ。 

 

４．研修の感想又は希望等（字数は制限しない。） 

 

 本研究会は 3 回めの参加となり、今回は座長を務めさせていただきました。初めて

であり緊張もしましたが、大変いい経験となりました。             

また、震災直後の研究会となってしまい、関東・東北地方からの参加予定者が来ら

れなくなるなど、狼狽した研究会となりました。このような状況の時こそ、情報系技

術職員が一致団結し、一丸となって東北の復興に何か取り組めるのではないだろうか

と本研究会で誰しも考えたことだと思います。                      

 被害を受けられた方々へのお見舞いを申し上げますとともに、早期復興を心より願

っております。                                     



 

 

別紙様式２ 
 

大 阪 大 学 学 外 技 術 研 修 報 告 書 

 

                                                          平成 23年 6月 9日  

 

 大阪大学総長 殿 

 

                        所属部局  産業科学研究所 技術室 

                        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 

  国立大学法人熊本大学黒髪キャンパス 

平成２３年３月１６日～平成２３年３月１９日 

 

２．派遣用務（研修テーマ） 

 

「2010 年度(平成 22年度)熊本大学総合技術研究会（主催：熊本大学）」の関連技術分野「分析・

評価」に主に参加し、最新の分析技術、分析装置及び最新技術情報を得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 年熊本大学総合技術研究会」は東日本を巨大地震「東日本大震災」で大きな被害が起き

た直後に開催された。そのため、参加申込み締め切り時点での 1000 名に近づく申込者の内 100名

をこえる不参加者を出してしまった。急遽決定された本研究会のス

ローガンとして「日本に明るい希望と力を与えよう」をもとに 870

名（大学 59 機関、研究所 9機関、さらに 24の高専機関等の参加）

の参加者に支えられ盛況な内に技術研究会の幕を引くことが出来た

のは云うまでもない。 各技術分野としては「機械工作・ガラス工

作」、「装置関係」、「回路・計測・制御」、「極低温」、「情報

・ネットワーク」、「生態・農林水産」、「生命科学」、「分析・

評価」、「実験・実習・地域貢献」、「建築・土木」、「環境・安

全衛生管理」の 11技術分野に分かれ各分野で活発に施術交流・討論

が行われた。各分野の開会に先立ち、富士電機システムズ（株）大澤   研究会ポスター 

悟氏により「太陽光発電システムの現在と未来」と題した特別講演が開催された。さらに、として

文部科学省高等教育局専門教育課長澤川和宏氏による「教育研究支援体制の構築とその重要性」と

題した基調講演が行われる予定であったが東日本大震災の影響で中止となったのは残念でならな

い。 本研究会では、「里山・里地・里海の生態系と環境技術－生態系に及ぼす人間活動と環境改

善の取り組み－」、「各種法規と倫理に対する取組み－生命科学系における仕事の現場での対応－」、

「エコ・エネルギー－各種エコ・エネルギー装置開発・利用の取り組み－」、「マイコン活用技術



 

 

の事例と応用－これから使う人への実践的アドバイス－」、「走査型電子顕微鏡の新展開－新たな

観察・分析手法と適応分野の拡大－」と題して「集中技術交流セッション」が開催された。非常に

斬新な取組であった。その中でも「エコ・エネルギー」の集中技術交流は発表者が最も多く省電力

化に対しての技術的取組、さらに太陽光等を用いた自然エネルギー活用への技術的取組などが紹介

発表されていた。特に琉球大学工学部技術部の屋比久祐盛氏により「沖縄県における住宅用太陽光

発電に関する設置の注意点と実証調査」と題し、我が国ではまだまだ普及率の低い太陽光発電を実

際の住宅に導入したときの自家発電実証データの検証紹介が発表された。いま、自然エネルギーを

利用した電力供給の必要性をあらためて考えさせられる発表であった。一方、「分析・評価技術分

野」に於ける発表では、薄膜表面の評価、ナノ粒径の評価などナノサイエンス、ナノテクノロジー

に関わる発表も多数行われている。その中でも当方の職務に関連した発表を紹介させていただく。

北海道大学大学院理学研究院・技術部松本亜希子氏による「EPMAを用いた天然試料の定量分析の問

題点とその改善：火山ガラス分析法の事例」では火山灰中に含まれる「火山ガラス」が供給される

火山毎、および噴火活動毎にその組成に特徴がある。機器分析装置 EPMAを用いてその微細な組成

特徴を詳細に評価した結果の報告がなされた。その結果、EPMA による特性 X線の取得法の違い（エ

ネルギー分散法：EDSと波長分散法：WDS）による違いによる測定誤差につながる問題点の報告が行

われ、EDS、WDS共に測定誤差の減少させる手法の提案・補正式などの提案がなされ、同じ機器分析

装置の依頼測定等を担当している者として学ぶところが多数あった。さらに、複数の機器分析装置

を担当する技術職員の発表として、富山大学自然科学研究支援センター機器分析施設平田暁子氏に

より「大型共同利用機器の管理に携わって」と題した発表も紹介させていただく。同氏は熱分析装

置、質量分析装置、走査電子顕微鏡、透過電子顕微鏡等を初め 7種以上に及ぶ分析装置の測定・管

理業務を行っている。報告の中では、性格が違う装置の関連づけた知識吸収を行うことによる自己

のスキルアップ、各装置講習会の開催など利用者へのサポートと共に分析機器の日常メンテナンス

などが紹介された。当方に於いても同様に複数機器分析装置の管理・測定指導・依頼分析を行って

いる立場から学ぶ点も多くあった。                             

                                             

                                                  

                                                  

 

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。本研究会では開会式に先立ち「技術職員の今後を考えるシンポジウム in 熊本大学」

と題したパネルディスカッション形式のシンポジウムが開催された。急遽中止となった「基



 

 

調講演」の時間もシンポジウムに充てられ会場には入りきらないほどの参加者で沢山の事

柄が討論された。今後の技術職員のあり方、年々定員が縮小されていく現状、技術職員の

評価、技術の伝承、大学全体で技術職員組織化等々短時間では結論が出せないような大切

な内容が、紹介され、話し合われ、それぞれの立場で考えさせられる盛りだくさんな内容

であった。種々の技術研究会は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す。 今後も、大阪大学学外

技術研修成果を有効に活用させていただき、教育・研究への支援業務に反映させていきた

いと考えています。同時に、本研修事業を継続していただけることを願ってやみません。

                                         

                                         

                                         



大阪大学学外技術研修報告書 

平成 23 年４月 5 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 

熊本大学 黒髪キャンパス 

平成 23 年 3 月 16 日～平成 23 年 3 月 19 日 

 

２．派遣用務（研修テーマ） 

「平成 22 年度総合技術研究会（熊本大学主催）」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 

今回、熊本大学で行われた平成 22 年度総合技術研究会に参加した。892 名の参加予定

であったが、東日本大震災の影響で 755 名の参加となった。 

技術研究会は技術職員の今後を考えるシンポジウム in 熊本大学が行われ、その後開会

式、特別講演があり、口頭発表、ポスター発表が行われた。分析・評価技術分野で、東

京大学工学系研究科技術部の坂本春氏による「CHN 有機元素分析装置 EAI 社製

CE-440F 導入について」というポスター発表があった。総合解析センターにもある

PERKIN ELMER 2400Ⅱと東京大学工学系研究科に新しく導入された EAI 社製 

CE-440F とヤナコの MT-2 型の装置の特徴等について発表がされており EAI 社製

CE-440F は PERKIN ELMER 2400Ⅱと MT-2 型の長所を併せ持った装置であること

や納入されてから発生したトラブル等の対処、またランニングコストについての情報が

得られ大変参考になった。 

 

４．研修の感想又は希望等 

今回の技術研究会で、技術職員の今後を考えるシンポジウム in 熊本大学が行われ,こ

れから必要とされる技術職員はスペシャリストかゼネラリストかなどや組織化などに

ついて話し合われ、組織化することのメリット等を聞くことが出来た。また、私自身、

スペシャリストを目指すべきかゼネラリストを目指すべきか等、考えさせられる部分が 

あった。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

上はもとより技術職員の今後のあり方についても考えていきたいと思った。 



大阪大学学外技術研修報告書 

平成 24 年 2 月 21 日 

所属 計測班 計測・情報システム係 

職名 技術職員 

氏名 古川 和弥 

１．派遣先の機関名及び派遣期間 

コンベンションセンター、大学院工学研究科、懐徳堂由来碑、適塾、中之島センター 

平成 23 年 4 月 12 日~14 日 

 

２．派遣用務（研修テーマ） 

「平成 23 年度大阪大学新入職員研修」に参加し、職員としての自覚と意識の確立を図り、

新入職員として必要な基礎的知識・技能を身につけ、職場への適応力を養い、もって、職

員の資質向上を図る。 

 

３．研修の概要及び成果 

今回の研修は大阪大学の新入職員が対象となるものであり 47 名が参加した。12 日はコン

ベンションセンターで 5 件の講義があり、大阪大学の歴史・教育活動・研究活動・職員に

求められること・服務規定についてが主な内容であった。これらの講義は大阪大学に採用

していただいてから 2 週間足らずの私にとって大阪大学の基本的な理念や社会的貢献を理

解するのに大変よい機会となった。この日の 後に大学院工学研究科の施設を見学させて

いただき、 先端のロボット工学の研究現場を垣間見ることができた。13 日は御堂筋線淀

屋橋駅の近くにある懐徳堂由来碑に集合し懐徳堂に関する説明をお聞きした後、適塾の見

学を行ない、その後中之島センターで（株）インソースを講師に招いた「社会人の常識」

に関する講義を受講した。適塾は緒方洪庵が創設し、大阪大学の礎となった機関であり大

阪大学の歴史を学ぶのに非常に良い機会となった。14 日はコンベンションセンターで、引

き続きインソースを講師に招いた「ビジネスマナー」、「仕事の基本」に関する講義を受講

した。これらの講義は電話対応や、や来客対応のマナー、コミュニケーションの重要性、

PDCA サイクルについてなど社会人にとって基本であるとともに非常に重要なことが主な

内容であった。 

 

４．研修の感想又は希望等 

 この研修は新人職員を対象としたものであったため、基本的なことが中心の講義であっ

たが、大阪大学の今までの歴史や研究活動、職員に求められることを理解することができ、

自分の業務がいかに大阪大学に貢献できるかといった考え方を自分の中に形成することが

できた点で非常に重要だったと思う。またインソースの講義は社会人の基本的な考え方、

常識が主な内容であったが、私も含め新入職員にとってはこれらのことがまだ身について



いない者が大半であるため、この時期に集中して社会人の常識を学んだことは受講後の業

務にとって非常に役立つものとなった。受講後に、半年後の自分に対して目標を定め一カ

月ごとに自己評価をするとともに、その評価に対して上司からコメントをもらうという目

標達成フォローシートの作製が命じられていたが、これを作製することにより自分の業務

を定期的に振り替えることができ、半年前に目標としていた自分に何が足りないのかを考

えることができ効果的であった。 

後に、この研修に参加できる機会を与えていただいたことに心から感謝いたします。

この研修で得たことを生かし、今後の業務に励みたいと思います。 



平成２３年度 大阪大学新入職員研修に参加して 

所 属 技術室 工作班 機械・回路工作係 

氏 名 松下 雄貴 

 

１．研修先の機関名および研修期間 

平成２３年４月１２日（火）～１４日（木）の３日間 

  ４月１２日（火） コンベンションセンター（２階・会議室３） 

  ４月１３日（水） 懐徳堂の由来碑，適塾，中之島センター 

４月１４日（木） コンベンションセンター（２階・会議室３） 

 

２．派遣用務 

   「大阪大学新入職員研修」に参加し，大阪大学職員としての自覚と意識の確立を図

り，新入職員として必要な基礎的知識・技能を身につけ，職場への適応力を養い，自

己の資質向上を図ることを目的とする． 

 

３．研修の概要及び成果 

平成 23 年 4 月 12 日から 13 日の 3 日間にて行われた「大阪大学新入職員研修」に参加

した．研修には大阪大学の新入職員 47 名が参加した．初日は開講式のあと大阪大学の歴

史や活動について講義が行われた． 

2 日目は学外で研修が行われ，午前中には懐徳堂の由来碑や大阪大学の起源である適

塾を見学した．午後には大阪大学中之島センターで「社会人の常識」をテーマに専門講

師による講義を受講した． 

最終日は大阪大学のコンベンションセンターでビジネスマナーについて専門講師より

講義を受けた．研修はグループ形式で行われ，挨拶の仕方に始まり敬語の使い方や電話

対応，名刺の渡し方などをグループ内で練習したあとにグループごとに発表を行った．

対話形式で演習を行うことで意欲的に進めることがきた．講座のあと閉講式が行われ，

修了証書が受け渡された． 

 

４．研修中の感想または希望等 

講座を通して社会人としての立ち振る舞いを考えさせられ意識を高めることができた．

また，講座の中で行われたグループディスカッションでは同期の同僚と意見交換をする

なかで交流を深めることもでき，有意義に時間を過ごすことができた．今回の研修を通

して得た自大学の知識，社会人としてのマナーや心構えを持って今後も業務に励んでい

きたいと思う． 



 

出張報告書 
 

平成 23 年 6 月 9 日 
 

石橋 武 
 
 
 
１．派遣先の機関名及び派遣期間 

派遣先：福岡国際会議場 

派遣期間：平成 23 年 5 月 16 日～平成 23 年 5 月 18 日 

 

２．派遣用務 
 顕微鏡学会に参加して、最新の TEM・SEM・STEM の情報を取得し総合解析センター

での依頼業務等の技術レベルを上げること。また今年度に設置された最新の電子顕微

鏡の運転等に関するメンテナンスについても情報収集する。 

 

３．研修の概要 

 日本顕微鏡学会第６７回学術講演会は福岡国際会議場で開催された。講演内容とし

ては観察試料の種類別では無機材料・有機材料・バイオ・半導体・磁性材料・触媒

等があり、観察手法別では分析電子顕微鏡法・環境制御 TEM・電子線トモグラフィー

による 3D 法等、観察装置別では透過型電子顕微鏡(TEM)・走査型電子顕微鏡(SEM)・

透過走査型電子顕微鏡(STEM)・その他レーザー等を使用した研究例が口頭発表やポ

スターで報告された。また企業展示やミニセミナーでは最新の電子顕微鏡やそれに付

随する分析装置、試料作製装置等が詳しく紹介された。 

 

４．研修の成果と職務への活用内容 

平成 22 年度末に分析装置（EDS）を装備した FE-SEM が当電顕室に移設され、さら

に TEM・STEM の両機能を持った最新型電子顕微鏡も設置された。今までの装置以上に

これらの装置についても性能を十分に発揮させる為に今回の研修に臨んだ。 

第１点目は依頼業務のレベルを上げるために諸発表の中より SEM の観察例につい

て情報を収集した。特に有機材料系は試料の前処理方法のノウハウを数例、聞く事が

出来、従来は無機材料を取り扱うことが多く有機材料の知見が尐なかったが、今回の

報告によりよく理解できた。 

第２点目は TEMで断面観察する場合に試料の作製方法の最終段階で使用するイオン

ミリング装置について、企業展示と小セミナーがあり我々が持っている知識と最新装

置との技術の差を具体的に学ぶことが出来た。さらに FIB 法で試料作成するときの新

手法も知る機会が出来、将来的に新しい装置を導入する際の情報収集にもなった。 

第３点目は最新の電子顕微鏡のメンテナンスについて、他大学の研究者や技術職員



とポスター発表や懇親会等で交流することができ、各種メーカーのよくあるトラブル

や装置の弱点、サービスの質などについて経験に基づく貴重な情報が得られた。 

５．研修の感想又は希望等 

 興味深い講演会の中でも｢SEM の過去・現在・未来｣と云うテーマのセッションが毎

回企画されており、大きな会場がいつも一杯になっている。今回も例外でなく非常に

混んでおり多くの方が興味を持って参加していた。 

討論の中で最新の装置とユーザーとの関係に話が及び｢SEM と云う装置は比較的簡

単に使うことが出来、ボタン１つでいろんな画像を収得することが出来る。しかし、

その一方で得られた画像を正しく解釈することが難しい場合がある。｣と問題提起さ

れた。新しい装置がメーカーから次々に開発され、同じ試料からいろんな画像を同時

に撮ることができるが、どれがホントの情報なのか、どんな意味があるのか、よく解

らないとのことであった。 

これらを理解するにはやはり装置の構造や原理を知り、さらに試料作製方法が及ぼ

す影響や多くの観察経験(失敗も含む)をも必要とする。簡単にボタン１つでは解決出

来ないという皮肉な結論になった。大学においても近年、多くの SEM が使われている

が豊富な経験を持った技術者は尐なくなり、簡単な装置でも、その原理をしっかりと

理解して使っている人は尐ない。このような状況下において後輩たちに技術の伝承を

しっかりすることがますます必要で次代の技術者の育成こそが私たちの最重要項目

だと思う。 

 

福岡国際会議場 



微細・精密加工技術展２０１１に参加して 

所 属 技術室 工作班 機械・回路工作係 

氏 名 松下 雄貴 

 

１．派遣先の機関名および派遣期間 

インテックス大阪 

平成 23 年 5 月 26 日 

 

２．派遣用務 

インテックス大阪で開催される技術専門展「微細・精密加工技術展 2011」に参加し，

精密加工に関係する工作機械や工具，治具などに関する情報収集を目的とする． 

 

３．研修の概要及び成果 

「微細・精密加工技術展」は日本の国製造業の競争を高め一層の進化を目指すととも

にモノづくりに関わる中小企業の振興・発展と販路開拓を支援することを目的とした技

術専門展であり，インテックス大阪にて平成２３年５月２５日～２７日の三日目開催さ

れた．70 社の参加があり，20 件のワークショップも開催された．各社のブースではサン

プルの展示の他，工作機械の実演もあった． 

開催されたワークショップの中で特に，数十ナノサイズの微細な粒子ダイヤモンドを

強固に直接結合したナノ多結晶ダイヤモンドエンドミルのプレゼンテーションは非常に

興味深いものであった．加工の幅を広げる参考となった． 

また，フライス盤やボール盤で使われるチャックの精度に関する技術的な発表もあり，

チャックの振れ精度が仕上げ寸法にどれほど影響するか，工具寿命をどれほど縮めるか

というような内容であった．振れ精度については考察したことがなかったため，参考と

なった． 

工具メーカーのブースでは工作した材料の仕上げ処理を行う工具を見つけることがで

き．特にかえりの処理を効率良く行えるものや，面取りを容易に行うことのできる工具

があり，現在手作業で行なっている作業の効率を高めることができそうである． 

 

４．研修中の感想または希望等 

技術展に参加し，精密加工の最前線を見ることができた．大量生産に特化した機械や

ツールが大半であったが，自分の行なっている加工とは全く機械や工具，加工方法を知

ることができた．その中で得た加工のアイディアやツールを現在の試作室に合った形で

加工業務に取り入れていきたいと思う． 

 



 南部陽一郎先生 特別講義に出席して            

（2008 年ノーベル物理学賞） 
谷畑公昭 

        日 時：平成 23 年 6 月 27 日（月）16：30～18：00 
        場 所：大阪大学会館 講堂 
 
南部陽一郎先生の特別講義が開催された。講義テーマは「物理学者の肖像」で、開場に

なると偉大な物理学者の講演を拝聴しようと、講堂には学生と教職員が満杯に詰め掛け、

次第に熱気に包まれた。大阪大学会館は本年4月に新装され、全てが真新しく輝いていた。

特に、講堂では白亜の壁と深い色調で仕上げられた腰板の対照が美しく、張り出し状に設

えられた 2階席も立体的なアクセントとなり、更には木製の床が古風な落ち着きを打ち出

し、格調高い雰囲気に包まれていた。資料によると「大阪大学会館は、昭和 3年に旧制浪

速高等学校の校舎『イ号館』として建てられ、--- 平成 16 年には、国の登録有形文化財

建造物に指定されました。大阪大学が創立 80 周年の節目となる年を迎えるにあたって、

--- 平成 23 年、新たに『大阪大学会館』として整備されました」とある。 
 
そのような中で、筆者も多くの学生や教 

職員に混じって聴講する機会を得た。定刻と

なり南部先生が先導者と共に会場へ入って

来られると、颯爽としたお姿は正に驚きに近

く、とても御歳 90 とは見えず、筆者には 70
歳代半ばかと思えた。南部先生には大変若々

しく見えたと言うのが第一印象である。特別

講義の主題は南部先生の専門分野の詳細を

語るものではなく、これまでに係わって来ら

れた多くの物理学者の肖像を彼らの業績と

絡めて資料や文献等には載らない、真の肖像

画として描いていくと言うものであった。人

間性を描くものでもあり、それは聴衆にとっ

て、筆者にとっても斬新であり、驚きであり、

また興味の湧く内容であった。 
 
南部先生には戦時中に大学を繰上げ卒業

された後の工兵廠時代を始めとして、戦後の

東大時代、大阪市大時代（省略）、米国プリ

ンストン時代、そして米国シカゴ大時代につ 大阪大学のホームページより 

いて順次に述べられた。その中には教科書に載っている著名な物理学者が勢揃いし、南部

先生の交友の広さと理論物理学の最先端を歩んで来られたことを物語るものでもあった。

或る物理学者について語られる時にはジェスチャーを交えながら、言葉の言い回しを物真



似て再現される様は恰も我々が数十年前の現場面に居るかのような錯覚に陥った。ほんの

数日前の出来事のように鮮明に演（？）じられるお姿に見入った。それは静的な肖像から

始まり、動的な肖像を見た瞬間でもあった。 
 
今回の特別講義から著名な業績を挙げた物理学者たちの知られざる一面を知ることが

できた。また、ちょっとした躊躇いが如何に大きな後悔の元になるかと言うことも学んだ。

そして人生では偶然の出会いから新たな展開が生まれることもあることを知り、南部先生

が歩んで来られた道筋のご紹介から貴重な教訓を得ることができたと思う。若い学生諸君

には必ずやそうであろうし、道半ばを過ぎた人たちにも今なら間に合う何かがあると思い

たい。また、そう思えるような意味深い特別講義であった。 
 
 
参考： 

 なお、本特別講義の 1 週間前（6 月 20 日）には安藤忠雄先生の特別講義が開催されま

した。安藤忠雄先生の特別講義においても、心に留め置き、学ぶべきものが多く含まれて

いました。従って、当初は本誌への報告としての感想として、1200 字程度に纏めようと

考えていましたが、後日にテレビ放映されることを考慮し、個人の報告は差し控えました。

ここでは、特別講義が開催されたことのみを記しておきます。 
（特別講義の模様は本年 7月 18 日、テレビ放映されました。） 



「鈴木章先生ノーベル化学賞受賞記念講演会」に出席して 

                                 谷畑 公昭 
日時：平成23 年 7 月 17 日（日）14：30～16：30 
場所：京都大学百周年時計台記念館 百周年記念ホール 

 
（社）学士会主催、京大・九大・大大・名大の共催による「鈴木章先生ノーベル化学賞

受賞記念講演会」が開催された。時恰も京都では祇園祭の山鉾巡行の日に当たり、その名

残で講演会場に着くまで京都の街は熱く、人の波で溢れていた。そのような中、会場内に

は鈴木先生のご講演を拝聴しようと七大学の関係者が集い、街界隈にも負けず熱気に溢れ

ていた。今回、筆者には千年を超える歴史に彩られた祇園祭と百年を超える厳粛なノーベ

ル賞、そして講演会場である百周年記念ホールの組み合わせが何とも趣に感じられた。こ

れは単なる偶然ではなく、巧みに意図されたものかと思われる。 
 
鈴木先生のご講演は昨年 10 月 6 日、ノー

ベル化学賞受賞についてスウェーデンから

電話による第一報が入るところから始まり、

会場において具体的な電話の遣り取りの模

様が再現され、鈴木先生が「青天の霹靂」と 
言われる場面を知ることとなった。それは多

分にご謙遜に違いないが、偉大な業績を挙げ

られた鈴木先生にして、そのお言葉が出るほ

どにノーベル賞は比類なき厳粛で、しかも華

麗なものと思われる。授賞式についてはスウ

ェーデンへ出立される前、大使館にて晩餐会

へご招待されたこと、そして成田から出発さ

れ、彼の地の空港に到着するや大きなリムジ

ンが待機し、運転手からノーベル週間の期間

においては、リムジンを自由に利用できるこ

と等が告げられ、鈴木先生も大層驚かれた様

子が語られた。 
 
鈴木先生は終生の恩人として、北大の杉野 （社）学士会HPより転載 

目先生とパデュー大のブラウン先生のお二人 
の名前を挙げられた。杉野目先生は後年、北大総長や日本化学会長を歴任された先生で、

「化学」に対する姿勢や精神について感化を受けておられる。また、米国留学中にブラウ

ン先生から「教科書に載るような独創的な仕事をしなさい」と指導され、後にノーベル賞

受賞へと繋がる研究を始められる。鈴木先生が見出された有機ホウ素化合物のクロスカッ

プリング反応は有機合成化学のみならず、触媒化学や材料化学の分野にも影響し、医薬品

や工業製品の合成に応用され、血圧降下剤や液晶のように、今では世界中の多くの人々が



恩恵を受けている。また、今回の講演会では学生に対して多くの教訓を述べられた。「重

箱の隅をつつくような研究はせず、独創性のあることをしなさい」。これはブラウン先生

の教えと共通する。「資源の乏しい日本においては将来、生き延びて行くためには科学技

術が不可欠であり、そのためにも頑張りなさい」。「進路は自ら決めることが重要である。

そのためには他人の話を聞いたり、調べたりする」。そして、国際交流が日常的な今の時

代、「語学（英語）は重要であり、大いに勉強しなさい。戦時中も（旧制）中学では英語

を習っていた」。特に、御歳 80 の鈴木先生から「学生諸君との年齢差は感じない、ほんの

60 年である」とのお言葉には、正に若々しさが漲っていた。 
 
講演会では鈴木先生のお話は大変興

味深く、分り易い語り口であった。単

純な質問についても懇切丁寧に説明さ

れ、会場の人たちの関心を惹いていた。

特に、若い人たちへの対応は教育的見

地からか質問者のところまで歩み寄り、

語り掛けるような口調で答えられてい

た。彼らには将来への大きな心の宝物

となるであろう。かくして、予定され

ていた講演時間はあっと言う間に過ぎ、

筆者も貴重な経験の余韻を残し、会場

を後にした。 鈴木先生から署名付きの書籍を戴きました。 

学士会「U7」第40号より転載 



 
 

出張 報 告 書 
 

                                                    平成 23 年 9 月 28 日 
 
                               石橋 武 

 
 

１.派遣先の機関名及び派遣期間 
 派遣先：信州大学 長野キャンパス 

 派遣期間：平成２３年９月７日～平成２３年９月１０日 

 

２.派遣用務 
「2011 年度機器・分析技術研究会（主催：信州大学）」において技術職員が関与し

ている分析技術、安全衛生及び地域貢献活動等の情報を得ることにより当技術室の業
務の改善に役立てる。 
 

３.研修の概要 

東日本大震災関連の口頭発表５テーマ（岩手・宮城・福島の被害と復興状況、岩手

大による被災地への ICT 機器支援について、地震と安全管理、化学実験室での震災被

害、福島高専における震災以降の復旧状況。）、特別講演：カーボン科学研究所所長

の遠藤守信教授の講演、ポスター発表５６件、一般口頭発表２２件があった。 

 

４.研修の成果と職務への活用内容 

分析装置に関しては走査電子顕微鏡関連の観察方法（SEM の検出器による像の解釈

の違い）、学生実験での講習に関する問題点（学生が一番よく壊す装置の個所とその

対策）、メーカーによる装置のトラブル（機種選定時の注意点）などの話がありこれ

らの情報は職場（総合解析センター）に置いて早速活用することができる。 

安全衛生に関しては今回の東北地方の震災の被害状況について映像を使って解説

された。例えば大学の研究室での大型装置の固定方法とその効果の有効性について、

さらに震災に対して「東北大学では毎年避難訓練をした結果、１０００人以上の安否

確認を数１０分で終えることができていた。」等の普段の訓練により被害が少なくす

んだ事、また「転倒防止対策は上層階と下層階で揺れが随分違い、場合によっては全

然効果の無いことが分かり、いかに迅速に建物から脱出して安全な場所に逃げるかが

最も重要なポイントである。」等の貴重な話を聞く事ができ、今後の防災訓練（技術

室）に生かしていきたい。 

 

５.研修の感想又は希望等 

 今回の研究会では嬉しい事が２点あった。 

第一点目は特別講演で信州大の遠藤守信教授が「日本再生と科学・技術の使命」のテ



ーマで話された。内容は経済の話から始まり「行き詰まりを見せる日本の再生は如何

にすればよいか。」との大きな問題提起にまで至った。いろんな事例の後、所詮日本

の得意とするもの作りや科学技術革新にしか解決方法はないとの結論が出され、将来

に向けた希望の展開に聴講者は大いに勇気づけられた感じがした。 

第二点目は私どもが準備をしていた「顕微鏡情報交流会」の第一回目の集まりを研

究会の合間に開催し１０数名の参加者を得た事である。今後、若手技術者の情報交流

の場所を作り、活発に後継の後輩を育成することを確認した。 

 



別紙様式２ 
 

大 阪 大 学 学 外 技 術 研 修 報 告 書 

 

                                                     平成 23 年 9 月 21 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 

  派遣先：信州大学 長野（工学）キャンパス  
派遣期間：平成 23 年 9 月 7 日～平成 23 年 9 月 10 日 

 

２．派遣用務 

「2011 年度機器・分析技術研究会（信州大学主催）」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（字数は制限しない。） 

信州大学で行われた 2011 年度機器・分析技術研究会に参加した。250 名弱の参加

があった。今回の発表では口頭発表 27 件、ポスター発表 56 件が行われ、1 日目の口

頭発表では東日本大震災関連の特別なセッションが設けられていた。その後に、信州

大学の遠藤守信教授より「日本再生と科学・技術の使命（低炭素化社会への加速とカ

ーボンナノテクノロジーを例として）」と題された特別講演が行われた。2 日目には

ポスター発表があり、その後口頭発表があった。1 日目の東日本大震災関連の口頭発

表では、震災時の状況や現在までの復旧及び復興状況などが発表され、地震が起きた

際の対処方法、物品やガスボンベの固定の効果的な方法、備蓄品に必要なもの、ヘル

メットの配布を事前に行っていたことで安全に避難できたなど大変参考になること

を聞くことができた。  

口頭発表では京都大学大学院工学研究科合成・生物科学専攻の桑田啓子氏の「質量

分 析 測 定 例 の 紹 介 :orbitrap を 用 い た MALDI,ESI,APCI に よ る イ オ ン 化 」 で

MALDI-TOFとMALDI-orbitrapの測定例が発表された。総合解析センターにも同機

種のMALDI-TOFがあるのだが、リン酸化ペプチドのリン酸化部位の同定は困難であ

った。MALDI-orbitrapでは同定が可能だという発表がされ興味をもった。ポスター

発表では名古屋工業大学技術グループの谷山八千代氏が「有機微量元素分析装置の測

定とメンテナンス」という発表をされていた。パーキンエルマー社製 2400Ⅱの燃焼

管と還元管を繋ぐ配管部品(クロスオーバーブラケット)の洗浄方法や装置のメンテナ



ンスについての意見交換ができ有意義であった。  

また、富山大学生命科学先端研究センターの澤谷和子氏の「元素分析装置Flash1112

におけるCHNS同時測定について」では総合解析センターではパーキンエルマー社製

2400ⅡCHNを使用しており硫黄については測定できないが今回の発表で硫黄を測定

する際の手間のかかり具合、CHNSをしたときの測定誤差などや装置のトラブルにつ

いて聞くことが出来た。  

 

４．研修の成果と職務への活用内容（２～３行程度で簡潔に、研修目的の達成度、得 

 られた成果の活用方法などについて言及すること。） 

MALDI-orbitrapは、まだ国内では京都大学にしかない装置であるが、大学連携研

究設備ネットワークにも登録されており他大学からも依頼ができるそうなので機会

があれば利用させて頂きたいと思った。  

 

５．研修の感想又は希望等（字数は制限しない。） 

今回の 2011 年度機器・分析技術研究

会では、東日本大震災関連のセッショ

ンが用意されていた。この関連の発表

を聞くことでいつ起こるかわからない

天災に備え、避難経路の確保や物品等

の固定、備蓄品の備えなど大学内でも

するべきことを改めて考えさせられた。

また、ポスター発表で大阪大学大学院

工学研究科技術部分析評価室の松岡昌

弘氏による「細胞培養実験技術習得用

映像教材の作成」では生物系の実験での技術、基礎知識、安全面の注意事項などを映

像教材として作ったという発表であったが、化学出身の私にも分かりやすい内容で映

像教材が完成した際には頂きたいと思った。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、技術の向上等に励みたい。 

 



技 術 研 修 報 告 書 

 

                                                 平成 23 年 9 月 10 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 

   信州大学 工学部  
   平成 23 年 9 月 8 日～平成 23 年 9 月 10 日 

 

２．派遣用務（研修テーマ） 

 「2011 年度(平成 23 年度)機器・分析技術研究会」に参加し、情報収集を行う。 

 

３．研修の概要及び成果（字数は制限しない。） 

        

信州大学 工学部において開催されたの「2011 年度(平成 23 年度)機器・分析技術

研究会」に参加した。参加者総数は 225 名で、技術発表が 27 件、特別講演が１件、

ポスター発表が 56 件であった。 本研究会の発表内容は技術職員が日常扱っている

分析装置に関することが多く、情報分野である私にとっては畑違いと思われるが、実

は共通利用施設にある分析装置には、利用予約や、利用時間の集計、課金といった運

用管理が必要であるため、これを円滑に行うための課題がある。そのような運用をWEB

化することが進められており、その方面に関する発表も多く、今回はその発表の情報

収集を行った。                                

 また今回は東日本大震災関連の発表が設けられ、被害及び復興状況、安全管理等の

発表があった。 

 

 

４．研修の感想又は希望等（字数は制限しない。） 

 

 東日本大震災関連の発表では、目を覆いたくなる映像が紹介されました。ですが、

これを現実に受け止め、今後の事態にそなえなければなりません。特に今回の地震で

大型装置や実験器具等の安全管理面が問題視されました。震災後は様々な工夫や対策

がなされ、発表は大変参考になりました。                        

 情報分野に関しては、類似したシステムを構築されている発表があり。双方意見交

換を行い今後の参考になる情報を得ることができました。今後も交流を行い、情報の

共有を行っていきたいと思います。                            

                                         

 



平成 23年度第 1回技術講習会（機械工作）に参加して 

所 属 技術室 工作班 機械・回路工作係 

氏 名 松下 雄貴 

 

１．研修先の機関名および研修期間 

大阪大学豊中キャンパス科学教育機器リノベーションセンター 

平成２３年９月１３日（火）～１６日（金） 

 

２．派遣用務 

「平成 23年度第 1回技術講習会」に参加し，金属の加工技術に対する知識を深めると

共に，広く専門技術を習得することを目的とする． 

 

３．研修の概要及び成果 

平成２３年９月１３日から１６日の五日間に大阪大学豊中キャンパス科学教育機器リノベー

ションセンターで開催された技術講習会の機械工作の部門に参加した．講習会は工作機械を

使って金属を加工するための様々な知識と安全性について学ぶことを目的とする． 

講習は工作機械の安全な取り扱いを学ぶことから始まり，ボール盤，旋盤，フライス盤，帯鋸

盤，電動シャー，高速切断機について説明を受けた．具体的には機械の動作範囲から，手や

体を置いてはならない危険な位置について学んだ．また，機械を始動させる前の安全確認とし

て，固定されているか確認する場所や，必要なギアが入っているか，また不必要なギアが入っ

ていないかなどを確認する項目を学んだ．その後，旋盤と立フライス盤，横フライス盤の 3 つの

工作機械を使って実習を行った．機械の講習は数に限りがあるため五日間を前後に分けて，フ

ライス盤は二人で一台，旋盤は一人一台を使い実習を行った． 

フライス盤の実習では材料の固定方法や回転速度の設定方法，刃物の交換方法などの取り

扱いを学び，加工の種類として平面加工，側面加工，段加工，溝加工を学んだ．また，タッチセ

ンサーやベースマスターを用いて位置計測を行う方法や，材料を直方体に切り出す方法を学

んだ．これらの基礎的な技術を利用して実習にて製作した作品を図の左側と中央に示す． 

旋盤の実習ではフライス盤と同様に材料の固定方法や回転速度の設定方法，刃物の交換

方法などの取り扱いを学び，加工の種類として片刃バイトによる外径の加工，溝切りバイトによ

る溝加工，中ぐりバイトによる内径加工，突っ切りバイトによる切断加工，雄メジと雌ネジの切り

方について学んだ．製作した作品を図の右側に示す． 

 

 



  

実習で製作した作品 

 

４．研修中の感想または希望等 

金属加工には様々なアプローチがあるため，普段から加工業務に携わっているにも関

わらず今回の講習で多くの発見をすることができた．フライス盤や旋盤での新たな知識

や加工手順を今までの手法に組み合わせて業務に取り入れ，より良い加工を行なってい

きたいと思う． 

 

 

 

 

付録 研修日程 

 

    時 

日 
９：００～１２：１５ １３：００～１７：１５ 

３月６日（火） 

・ 挨拶並びに説明 

・ 施盤・フライス盤（縦・横）の構造 

機能と取扱操作の説明 

・ 所要材料の切断と施盤・フライス 

盤（縦・横）の基本操作 

３月７日（水） 

・ 施盤・縦フライス盤・横フライス

盤を配分して組分けを行い，課

題作業に取りかかる 

・ 施盤のより鉄丸棒から段付丸棒 
を製作する 

・ 縦型フライス盤を使用してブロッ 

クを作製する 

３月８日（木） 
・ 施盤によるネジ切り作業 

・ 横型フライス盤による溝加工 

・ 袋ナット作製並びにローレット掛

け 

３月９日（金） 
・ 縦型フライス盤による朱肉入れ

作業 

・ 仕上げの段階の指導 

・ 課題作業の進捗状況により全般

指導 



研修報告書

平成 23 年 10 月 3 日

工作班 機械回路工作係

大西 政義

１．派遣先の機関名及び派遣期間

主催：ニュースダイジェスト社 場所：ポートメッセ名古屋

平成 23 年 9 月 29 日～ 30 日

２．派遣用務（研修テーマ）

「メカトロテックジャパン 2011」に参加し、機械加工に必要な情報を収集する。

日常業務である機械加工の情報収集を行い、加工に必要な手法やツーリング・工具素材等の最新動向、

さらには東日本大震災後の環境問題や節電に配慮した機械加工の取り組みについて学んだ。

３．研修の概要及び成果

「メカトロテックジャパン 2011（MECT2011）」に参加した。 このイベントは、1987 年にスター

トした工作機械を中心とする FA 技術専門展である。西暦偶数年に東京ビッグサイトで開

催される JIMTOF とは隔年で西暦奇数年の秋に名古屋市のポートメッセなごや（名古屋市

国際展示場）で開催されるものであり、奇数年の FA 展としては国内最大規模である。

通算 14 回目となった今回の展示会は、365 社・団体（ 1490 小間）が参加し、2 日目が雨交

じりの天気にも関わらず約 8 万 3 千人が来場した。

MECT2011 は「未来へつなぐ、ものづくり NEXT」をコンセプトに、多彩な内容の展示が

企画されていた。

はじめに見学した１号館コンセプトゾーンでは、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）

の加工実演コーナーがあり、ボーイング 787 などの航空機や自動車で軽量化などを目的に

使用される新素材 CFRP を加工していた。ダイヤモンド工具を使った「切削」や熱成形プ

レスによる「成形」、ウオータージェット加工機での「切断」、さらに放電加工機を利用

した「放電」の４つの方法で実演加工されており、中でも目を引いたのがウオータージェ



ットでの加工で、細く絞られたノズルから発射された高圧水により素早く精度良く切り出

された CFRP の仕上げの良さに驚いた。 CFRP は、航空機や自動車産業などの大掛かり

な設備のもとで加工されるというイメージが強かったが、特別な設備投資や難しい技術に

頼らない「中小でもできる加工法」を実演展示しており、自前でも出来るという可能性を

強く感じた。また、CFRP 用工具の選び方も紹介されており、加工の参考になる事が多か

った。さらに、 2010 年６月に地球へ無事帰還を果たした小惑星探査機「はやぶさ」の実

物大の搭載カプセル模型と、打ち上げに使われた固体ロケット「Ｍ－Ｖ」（ミューファイ

ブ）の複合材（カーボン＆カーボン）によるロケット噴射ノズルが展示されており、 3000

℃の高温にも耐えるロケット部品を間近に見る事が出来、加工された複合材の技術レベル

の高さに感心した。

次に見学した工作機械ゾーンにて行われていたレーザー加工の実演では材料の薄板を超

高速に無駄なく部品取りしていく様子を目の当たりにし、速さと精度を両立した加工に驚

かされた。

また、航空機セミナーとして「航空エンジンの環境対策と展望」「航空エンジン用の材

料と加工技術の進歩」「航空機製造現場における自動化への取り組み」を受講し、加工に

必要な手法やツーリング・工具素材等の最新動向、さらには東日本大震災後の環境問題や節電に配慮

した機械加工の取り組みについて学んだ。



メカトロテックジャパン 2011に参加して 

所 属 技術室 工作班 機械・回路工作係 

氏 名 松下 雄貴 

 

１． 派遣先の機関名および派遣期間 

名古屋国際展示場 

平成 23 年 9 月 29 日～平成 23 年 9 月 30 日 

 

２．派遣用務 

名古屋国際展示場で開催される工作機器を中心とする FA 技術専門展「メカトロテッ

クジャパン 2011」に参加し，工作機械や工具，治具などに関する情報収集を目的とする． 

 

３．研修の概要及び成果 

メカトロテックジャパン 2011 は 2011 年 9 月 29 日から 10 月 2 日までの 4 日間名古屋

国際展示場で開催され，参加は 365 社，1,490 小間であり，参加人数は８万人を上回る

大規模な FA 技術専門展である．最新の工作機械や工具，ソフトウェアに至るまで幅広

いジャンルの展示スペースがあり，工作機械の実演も行われていた．各会場ではメーカ

ーによるワークショップが開催されており，セミナーといくつのかのワークショップを

聴講した．その中でレーザー加工機に関するもの，微細エンドミルに関するもの，省エ

ネ加工技術に関するものは興味深いものであった．以下にその詳細を報告する． 

レーザー加工機は現在の工作室では加工できない形状のものが加工できるほか，微細

なパターンを高速で加工できることから研究者の様々な期待に答えることができるよう

になると思う． 

近年機械加工室でも数十μｍの切削加工の依頼があり，微細加工のニーズが高まりつ

つある．現在の工作機械と工具ではこのような加工を精度よく行うのは困難であるが，

今回聴講した微細エンドミルはこれらの加工を実現させる可能性を見ることができた． 

加工技術では省エネルギー化に着目する企業が増え，いかにして小さなエネルギーで

加工を行うかといった注意点が紹介された．現在工作室では省エネに関する取り組みは

照明や空調に関しては行なっているが，加工に関しては行なっておらず，今後こういっ

た省エネでの加工技術も取り入れていきたいと思う． 

 

４．研修中の感想または希望等 

このような技術展に参加することで普段自分の行なっている加工とは全く違う様々な

機械や工具，加工方法を知ることができた．その中ですぐにでも工作室の加工業務に活

かすことのできるものも多々あり，今回学んだ情報や技術を取り入れていきたいと思う． 



東日本大震災ボランティア参加 技術職員として何ができるか 

ボランティア休暇を利用して 

 

小川 紀之 
産業科学研究所 技術室 ogawa@sanken.osaka-u.ac.jp 

 

■はじめに 

 未曾有の災害に自分にできることはないか、そう考えた人は多い。私もその一人であり、

また多くの人がそうであったように近畿から東北は遠く、なかなか実現することができなか

った。ようやく私の住む兵庫県猪名川町社会福祉協議会の主催による東北ボランティアに参

加することができたのは 6月も末になってからだった。 

 日程は 6 月 24 日から 27 日。往復はバス泊で現地で一泊。行先は宮城県石巻市。個人とし

ての参加であり当初は有給休暇を取得して参加するつもりであったが、石橋技術室長に報告

したところ、ボランティア休暇が利用できるとのアドバイスを受け、初めて大阪大学ボラン

ティア休暇を利用することとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■実施したボランティアについて 

 主な装備品は次の通り。マスク・手消毒液・安全長靴（鉄板入り）・ゴム手袋・皮手袋・長

袖長ズボン・タオル・飲料水・食料・平スコップ・金属バケツ・高圧洗浄機。雨天の際の避

難所での活動も想定し、①子どもの遊び、②各種設営（大工道具・パソコン）なども用意し

た。 

 初日は石巻専修大学に設置されたボランティアセンターで手続きしたのち、市内の病院に

向かい片付けに従事。二日目は水産加工工場の片付けを行なった。 



■技術職員として何ができるか 

手元にあるもので工夫をして足らないものを補い仕事を進める技術職員の仕事柄は、まさ

に災害現場向きと言える。また復興現場には、粉塵・アスベスト・放射線・電気・ガラスな

ど危険物が散乱している。日常的にこれらの危険物を取り扱っている技術職員の知識と技術

はボランティアの健康管理に活用することができる。 

 現場へ技術職員の経験を活かすだけではなく、ボランティアで得た経験を積極的に業務に

活かすことも可能である。被害の状況を自分の目で直に見ることによって危機管理の重要性

を認識することができる。例えば、もし自分の職場が壊滅的な被害を受けたとして、いかに

して業務を再開するのか。ハードの部分にばかり目が行きがちだが、データと運営資料の管

理において通常資料と重要資料の立てわけとそれぞれの保管方法。バックアップが必要か否

かの判断と実際の方法。被害の出にくい装置の配置など。様々な対応が可能となっていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■提案 

もはや災害は非日常ではなく日常となったと言える。阪神大震災から 17 年目で今回の東日

本大震災が発生。その間には中越地方やインドネシア、台湾、中国四川省、ニュージーラン

ドなどで大地震が発生している。福井、豊岡、佐用、海外ではハリケーンカトリーナなどの

水害も相次いで起きている。 

イギリスの歴史学者トインビーは著書「歴史の研究」のなかで、「文明は挑戦と応戦の攻防

のなかで興亡する（趣意）」と述べている。まさに、今の状況は現代の巨大科学文明に自然か

ら突きつけられた挑戦と言える。ならば、我々技術職員は、日頃の業務のなかで、災害復旧、

災害救助に活用できる技術・製品の開発に直接携わることをはじめ、日本のどこかで災害が

発生したときには、速やかにその地域の大学を復旧し業務を再開させることが、大学人とし

て果敢に災害に応戦している姿となり、地域の住民にとって希望の光となるのではないだろ

うか。そのためにも次のことを提案したい。 

 

① 技術職員が中心となって大阪大学復興支援隊を結成する。 

② 個人としては、装備の準備と訓練。実際に災害ボランティアへ参加してみる。 

③ 大学としては、とにかく一度派遣してノウハウを蓄積する。 

その経験を通じて装備品を収集しパッキングする。 

④ 技術職員の人脈を通じて全国の大学に広げて行く。 

⑤ 大学間で相互支援協定を結ぶ。大学と大学、そして被災地大学から被災地へ。 



第 28回技術職員研修に参加して 

所 属 技術室 工作班 機械・回路工作係 

氏 名 松下 雄貴 

 

１．研修先の機関名および研修期間 

大阪大学産業科学研究所インキュベーション棟一階講義室 

平成２３年１０月１３日（木）～１４日（金） 

 

２．派遣用務 

「第 28 回技術職員研修」に参加し，職務に関する必要な知識・技術等を広く修得する

とともに，自己啓発，相互啓発の機会を活かして，自己の資質の向上を図ることを目的

とする． 

 

３．研修の概要及び成果 

平成 23 年 10 月 13 日と 14 日の 2 日間，大阪大学にて行われた「第 28 回技術職員研修」

に参加した．研修目的は，専門家によるプレゼンテーションや活動報告，講義を通して，

職務に関する必要な知識・技術等を広め，必要な知識や災害予防に係る技術等を習得す

ることである．研修内容は安全管理に関する発表や技術職員による業務や技術に関する

報告，技術者のためのプレゼンテーション講座など多岐に渡る． 

「技術職員のためのプレゼンテーション入門」と題した講義ではスティーブ・ジョブ

ス氏のプレゼンテーションを題材として効果的なプレゼンテーションの方法を教わった．

自分の意志を伝える方法などに始まり，見やすく伝わりやすいスライドの作り方や，話

し方や立ち回りに至るまで非常に丁寧で細かくわかりやすい講義であった．普段プレゼ

ンテーションについて学ぶ機会も少なかったため非常に参考になる講義であった．今後

発表を行う際には学んだ技術を生かしていきたい． 

 二日目にはグループ別演習も執り行われ「日常業務と災害対応」というテーマで討

論と発表が行われた．私のグループ内であがった意見として，職員がそれぞれ孤立して

おり，情報が伝わりにくいといったことや，個々に作業をしていることが多く，安否確

認が取りづらい，特殊な機器を安全に停止させる方法を知っているものが少ないといっ

た問題点があがり，活発に討論を行うことができた． 

 

４．研修中の感想または希望等 

普段はあまり技術職員どうしで交流を図る場もなく，こういった技術職員同士の研修

に参加させていただき様々なことを学ぶことができた．充実した二日間となりました． 



「第 1 回 日本再生シンポジウム ～国立大学に求められる役割～」に出席して 

                                 谷畑公昭 
日 時： 平成 23 年 11 月 29 日（火）13：40～17：30、 
場 所： 学術総合センター 一橋記念講堂 
主 催： （社）国立大学協会 

 
ご案内につき、本シンポジウムの名称と内容に興味を覚え、早速に申し込んだところ、

人数制限があるにも係らず、幸運にも主催者側から参加を許可され、聴講の機会を得た。

今回の大震災発生は津波による直接被害に併せ、原発事故へ派生したことによって被害は

甚大となり、日本中を始め世界中に大きな衝撃を与えた。その結果、国の防災対策や安全

危機管理について、改めて考える機会ともなり、国民的な問題意識を提起するに至った。 
既に、地震発生から半年余りが過ぎているが、復旧、復興は始まりで、震災被害の爪痕

が各所に残っている。この時期に本シンポジウムが開催されることは誠にタイムリーで、

かつ大変有意義なことである。そのような中で、会場の末席において貴重な情報を得たり、

活発な議論を聴くことにより、改めて何ができるかを問い質してみた。 
尚、本シンポジウムは第 1 部と第 2 部から構成される。  
第 1 部 
はじめに、小宮山宏先生による基調講演が行なわれた。講演題目は「日本『再創造』－

プラチナ社会の実現に向けてー」である。今や我が国は「人工物の飽和」と「高齢化」に

より経済が停滞し、他の先進国と同じような課題に陥っており、それが課題先進国である。

嘗て、明治期のように坂の上の雲をめざして、西洋文明を手本にし、飛躍的に発展した時

代とは異なり、これからは前方に手本が無いところの新しい時代を切り開いて行かねばな

らない。市民主導で、暮らしを良くしようとすれば、新産業が興り、GDP が増え、国も

強くなる。そのような高齢者が元気な、新しい産業、新しい雇用、経済の活性化でプラチ

ナ社会へ向おうと、本シンポジウムの趣旨にも合致した大変興味深い話題であった。 
第 2 部 
続いて、パネルディスカッションが行なわれた。出席者は大学の総長、学長、副学長、

防災センター長および医学部教授と、何れも重責にある先生方で、専門は工学から理学、

精神医学、放射線医学と多岐に亘る広い分野での議論となった。そして、次のような 3 つ

の項目について、順次議論が進められた。 
① これまで十分に役割を果たしてきたか。 
② 求められる役割とは何か。 
③ 役割を果たすために具体的に何ができるか。  

震災からの復旧、復興には国家的な事業以外にも多方面からの支援や援助が欠かせない。

その 1 つが全国の地方自治体等からの協力支援であり、また民間レベルでのボランティア

活動である。そのような中で、国立大学に求められる役割とは、その隙間を埋めるような

領域、かつ専門性の高い分野かと思われる。復旧イコール復興ではなく、復興には長い日

にちが必要で、その役割はこれからも続く。また、忘れてはならない事実が、震災直後の

災害派遣において自衛隊による救出活動や原発事故の鎮火活動であろう。その決死の覚悟

による行動には「国のために尽くす」と言う純粋で崇高な姿を重ねて観た思いがする。 



技 術 研 修 報 告 書 

 

                                                 平成 23 年 12 月 8 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 

   京都大学 芝蘭会館  
   平成 23 年 12 月 7 日 

 

２．派遣用務（研修テーマ） 

 グローバル 30 国際教育指導研究シンポジウム参加 

 

３．研修の概要及び成果（字数は制限しない。） 

        

京都大学主催のグローバル 30 国際教育指導研究シンポジウム「留学交流の危機管

理とヘルスケア」に参加した。 このシンポジウムはグローバル 30 事業「国際化拠

点整備事業（大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業）」の一環として開催

されたもので、本プロジェクトに採択された各大学の外国人留学生の受け入れ、また

日本人留学生の送り出しについての問題点や支援体制等の報告がなされ、意見交換を

行った。 

 

４．研修の感想又は希望等（字数は制限しない。） 

 

 国際化が進むにつれ、職場で外国人研究者、留学生と接する機会が増えています。

仕事以外の会話の中で、時折彼らの不満や不安を耳にすることがあり、その中で私一

個人が何かできることがないかと思い、本シンポジウムに参加した次第です。 

 シンポジウムで参加することで現実はさらにシビアな状況であることを実感させ

られました。 一方で、外国人のために様々な支援があることも知りました。         

 今の自分にできることは、彼らの話を聞いてあげることだと考えます。それは外国

人に限らず、日本人にでも当てはまることだと思います。 また、今回は京都大学の

留学交流における、支援体制についての紹介が主でしたが、大阪大学の状況について

の情報収集を行い、また本大学で開催される行事に進んで参加し、外国人研究者、留

学生へ少しでも支援できるように努めたいと思います。                   

                                         

 



大阪大学学外技術研修報告書 

平成 24 年 2 月 17 日 

所属 計測班 計測・情報システム係 

職名 技術職員 

氏名 古川 和弥 

１．派遣先の機関名及び派遣期間 

京都大学 楽友会館 

平成 24 年 1 月 12 日 

 

２．派遣用務（研修テーマ） 

「平成 23 年度近畿地区国立大学法人等教室系技術職員研修」に参加し、職務遂行に必要と

される基本的知識、一般的知識及び専門的知識、技術等を習得し、職員の資質の向上を図

ることを目的とする。 

 

３．研修の概要及び成果 

京都大学で開催された「平成 23 年度近畿地区国立大学法人等教室系技術職員研修」に参

加した。受講人員は 38 名で、京都大学防災研究所の岡田憲夫教授による「自然災害の危機

管理とリスクマネジメント」、京都大学原子炉実験所の中島健教授による「福島第一原発事

故の概要と教訓」、（株）ジャパン EAP システムズ関西支社を講師に招いた「職場における

メンタルヘルス・ストレス対策」の 3 つの講義に合わせ、「これからの技術・教育研究支援

のあり方について」をテーマとしたグループ別討議を行なった。 

 

４．研修の感想又は希望等 

京都大学教授による 2 件の講義はどちらも東日本大震災を踏まえた内容であり、災害の

定義・原因・影響を理解するとともにどのように災害に備え、マネジメントの水準を上げ

るかといったことを放射線取扱施設に従事する技術職員という立場として考えることので

きる貴重な機会となった。また、「職場におけるメンタルヘルス・ストレス対策」ではチェ

ックシートによる診断で自身のストレスのかかり具合やストレスに対する耐性を知ること

ができ、業務におけるストレスの対処法を学ぶことができた。グループ討論では 4 つのグ

ループに分かれ討論を行なうことで、各大学における現在の研究支援の状況を知ることが

できた。どの大学でも人件費削減のため教室系技術職員の人数が減らされ、業務や技術の

伝承に支障をきたしていることが共通の課題として挙がり、その対応として業務依頼制度

の導入など各大学の効率化に向けた取り組みを聞くことができ非常に有意義であった。 

最後に、この研修に参加させていただく機会を与えていただいたことに心から感謝いた

します。今回の教室系技術職員研修は国立大学の法人化後初の開催でしたが、今後も各大

学の教室系技術職員の間で情報の交換をできる研修として続くことを願います。 



 

技 術 研 修（出張） 報 告 書 
 

                                                       平成２４年 ２月２９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 

Nanotech 2012 ＠ 東京ビックサイト（2012年2月15～17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、その手伝い及びナノ加工室で作製したデ

バイス・サンプルの展示。 

 

３．研修の概要及び成果（字数は制限しない。） 

毎年恒例の、ナノテクノロジー総合展覧会 nanotech に、ナノテクセンタ

ーの一員として行ってきました。展示品として、シリコン薄膜とその干渉

光-膜厚の関係を示した資料、微小水滴パターン、細菌の薬剤排出活性試験

用のマイクロ流路、装置のデモンストレーションとしてホログラムパター

ンをもってゆきました。見た目が面白いのでホログラムが一番受けていま

した。ナノテクセンターブースへの来場者は、総来場者数 45024 名中 826

名で、55 人に１人立ち寄っている計算になりました。 

シフトの空き時間に企業のブースも見て回りました。業務上、材料関係

に興味があり、ポリイミドの液体を手に入れることが出来ました。また、

景気が悪いせいもあり、NEC やキャノンなどの大手電機メーカーのブース

が無くなっていたのが残念でした。 
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