
大阪大学 産業科学研究所

技術室報告

№22

２００９



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＞

☆ 技術に支えられる有機半導体の開発 ・・・

・・・ 技術室運営委員長 安蘇 芳雄 ５頁

＜招待講演＞

☆ 大学生活を振り返って ・・・

・・・ 京都大学工学研究科技術部 八田 博司 ９頁

＜ユーザーズレポート＞

☆ 機能性ナノ材料の単一分子化学 ・・・

・・・ 励起分子化学研究分野 立川 貴士 １３頁

＜技術室報告＞

☆ 先端的研究法実践集中講座の質量分析に参加して ・・・

・・・ 計測班 分析・データ処理係 松崎 剛 １７頁

☆ CNC 旋盤の導入 ・・・

・・・ 工作班 機械回路工作係 大西 政義 ２１頁

☆ フィルムマスクを利用した曲面に対するフォトリソグラフィー ・・・

・・・計測班 分析・データ処理係 榊原 昇一 ２５頁

☆ 法人化後の大学技術職員の研修などの取組と方向 ・・・

・・・ 計測班 田中 高紀 ２６頁

技術室行事

☆ 安全講習会 ・・・・・・・・・・・・ 小川紀之実行委員長 ３４頁

☆ ものづくり教室 ・・・・・・・・・・・・ 田中高紀実行委員長 ３５頁

☆ 彩都サンデーサイエンス ・・・・・・・・・・・・ 相原千尋実行委員長 ３６頁

☆ 学術講演会 ・・・・・・・・・・ ポスター担当 松川博昭 ３７頁

☆ 技術室報告 ・・・・・・・・・・・・ 松川博昭実行委員長 ３９頁

出張・研修報告

☆ 平成２１年３月～平成２２年２月 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４１頁～



はじめに

技術室長 石橋武

今年は産研が創立されて７０周年になります。それを記念した産研講演会は技術室が開

催した第２０回記念技術報告会と同じ会場でありました。月日の経つのは早いもので「も

う、２年も過ぎてしまったのか」と感慨に耽っていたのは私だけでは無かったと思います。

第２２回目になる今回の技術報告会で冒頭の挨拶において、岐阜県の長良川沿いにある

｢未来工業｣と云う会社のエピソードを紹介しました。社名もユニークなら経営方針もユニ

ークで年間休日は１４０日、１日の労働時間は７時間１５分で、残業も営業ノルマもな

し、さらに終身雇用のオマケつきだそうです。しかも給料は県庁なみの待遇で働く者に

とっては今どき夢のような話です。一方、経営者側から見れば「こんな会社はすぐ倒産

してしまう」と不思議がられる程の昨今の日本では到底あり得ない会社の話です。職場

の中も大いに変わって廊下、階段、トイレにまで、いたるところにポスターが貼ってあ

り、そこには「よく考えよう、もっと考えよう。」と書かれています。

未来工業の開発した製品には、非常に多くの特許が詰まっています。その独自性が功

を奏してか「無理な値引きは一切せず、十分に利益を確保する。」と云う付加価値に重

きを置いた経営方針で決して安売り競争には参加していないそうです。ここの社長のモ

ットーは「とにかく従業員にやる気を起こさせる。その為には会社は何でもする。」と

云う方針だそうです。労働時間の短縮の他にも、まだまだ社員にやる気を起こさせる多

くの仕掛け（ 制度）があり、どうやらこれらが会社発展の秘密のようです。

産研技術室職員の派遣先もこの２年間で随分変わりました。ものづくりの拠点である

試作室は堺市から引っ越ししてきて４２年たち、かなり老朽化が目立ってきました。他

の研究棟から見ると随分汚れて、うす暗くなっておりましたが、今春にはいよいよ新棟

に移ることが出来き、明るい新試作工場に生まれ変わります。その中の金属加工室では

今までの古い汎用旋盤から CNC 旋盤や CNC フライス盤を導入整備し、より複雑で高

度な機械加工が可能になりました。またガラス加工室においても CNC 円筒研削盤が新

しく設置され、さらに工作の幅が広がります。一方、総合解析センターにおいても質量

分析装置（MS）、核磁気共鳴装置（ＮＭＲ）、生物用透過型電子顕微鏡（Bio-TEM）、

単結晶 X 線回折装置、X 線 CT 顕微鏡などなど非常に多くの装置が新しく導入され、ど

ちらの施設も素晴らしい研究支援環境に生れ変ります。我々技術職員にとっての一番の

財産は新しい技術を習得できるチャンスが与えられることです。それが可能となった現

在、残る課題は人を育てることにつきます。団塊の世代以降の職員がこの先かなり退職

してしまう為、後継者作りが最も重要で大変な仕事になってきます。この技術報告会に

も新顔がどんどん参加し、新しい風を吹き込んでくれる様な技術室にして行きたいと願

っています。



技術室報告会



技術に支えられる有機半導体の開発 

 安蘇 芳雄 

大阪大学産業科学研究所 ソフトナノマテリアル研究分野 
 

１． はじめに 

π共役系のポリマーやオリゴマーは有機半導体材料として，有機電界効果トランジスタ

(OFET)，有機発光ダイオード(OLED)，光電変換素子（有機太陽電池）などの有機薄膜エレ

クトロニクスに応用され，近年，多くの研究が展開されている。有機半導体材料は，スピ

ンコート・インクジェット・印刷などの安価な溶液プロセスに適しており，プラスチック

や布製の基板を用いることも可能であることからフレキシブル・大面積エレクトロニクス

としても期待されている。われわれは，有機合成化学の立場から分子設計に基づく新しい

有機半導体材料の開発研究を行っている。しかし，最終的に観測される各種エレクトロニ

クスの特性は，これらの有機半導体の性質だけによらず，有機薄膜の構造や形態，使用す

る電極・誘電体層の材質や性質などの素子構造に大きく依存するため，エレクトロニクス

材料としての有機半導体の開発は合成化学的なアプローチだけでは困難である。分子設計

指針を提供していく観点からは，従来からの構造－物性相関の解明に留まらず，構造－物

性－素子特性相関の解明が求められている。薄膜構造解析や素子特性評価の結果を如何に

円滑に分子設計にフィードバックさせるかが鍵であり，技術に支えられる部分も多い。 
有機化合物は本来絶縁体であるが，π電子系化合物は共役が拡張するに伴い HOMO レ

ベルが上昇して一般的な電極材料である金の仕事関数と近くなり，ホール注入が容易にな

るため，多くの共役化合物が p 型半導体の性質を示す。最近では，アモルファスシリコン

を超える FET 正孔移動度を示す材料も報告されている 1)。これに対して，安定に n 型特性

を示す共役系の開発は遅れている。これは，共役系の LUMO レベルと電極仕事関数のミス

マッチや酸化種に比べて還元種が本質的に不安定なことに起因している。したがって，n
型半導体材料の開発には高い電子親和性を示す共役化合物の創製が求められている。本講

では，電子求引性基として，最大の電気陰性度，

小さい van der Waals 半径，小さい分極率，炭素

との安定な結合形成などの特徴をもつフッ素に

着目した，われわれのフルオロアルキル基縮環

チオフェンユニット（図１）の分子設計に基づ

く新しい n 型半導体開発の研究を紹介する。 
 

２． フルオロアルキル基縮環チオフェンユニット 

アルキル置換オリゴチオフェンは優れた p 型半導体として知られているが，パーフルオ

ロアルキル基を導入すると n 型 OFET 材料となることが報告された 2)。電子親和性の向上

（LUMO レベルの低下）のためには，オリゴチオフェンのβ位に複数のフルオロアルキル



基を導入することが有効と考えられるが，アルキル基より嵩高いフルオロアルキル基の立

体障害による共役の阻害が深刻である。われわれは，β位に 5 員環が縮環した長鎖オリゴ

チオフェンの開発研究で得られた知見に基づき 3)，フルオロアルキル基を 5 員環縮環構造

にすることでこの問題を克服できると考え，F ユニット（図１）を設計した。多くの試行

錯誤の後，ジカルボニル化合物 1を出発物として，MEC-04B® を用いたメチレン部の親電

子的フッ素化およびジチオアセタールの脱硫化－フッ素化の二段階のフッ素化反応により

Fユニットのジブロモ体 (4) の合成に成功した（図２）4)。 

 
このモノマーユニットから遷移金属触媒カップリング反応で種々の共役オリゴマーを合

成することができた。F ユニットおよびそのオリゴマーの分子軌道計算の結果，チオフェ

ン環に隣接する，配座の固定されたC–Fの反結合性σ* 軌道が有効にπ* 軌道と共役して，

全体の LUMO を低下させることが分かった。そこで，さらに高い平面性が期待できる電気

陰性ユニットとしてビチオフェンをジフルオロメチレンで架橋した 2Tf を，また，共役系

に隣接して強い電子求引効果を発揮するカルボニル基を導入した [c] 縮環型ユニット C
および [b] 縮環末端ユニット Bを設計した。ユニット Cのジブロモ体 (2) は F合成の中

間体であり，2Tf5) および B は 6)，対応するカルボニル誘導体から F 合成と同様のフッ素

化反応で合成することができた。これらから多くの共役オリゴマーを誘導して物性と FET
特性の評価を行ってきており 7)，以下にそのエッセンスを紹介する。 
 

３． 電気陰性共役オリゴマーの開発と評価 

ユニット Fとチオフェン (T) とを組み合わせたオリゴマー (TFT, TFTTFT) では，Fユ

ニット数の増加によってサイクリックボルタンメトリー (CV) で非可逆ではあるが還元

波の顕著な高電位シフト（LUMO エネルギーの低下）が見られ，X 線結晶構造解析では 3
量体より 6 量体の方が共役平面性が高く（図３），共役拡張に基づく分子間の密なπスタッ

ク構造も出現することが分かった。末端基としてのα–パーフルオロヘキシルチオフェン 
(Rf-T) と組み合わせた 6 量体についてボトムコンタクト型 FET で評価したところ，顕著な

n 型特性を示し，電子移動度は 1.3 × 10–3 cm2 V–1 s–1 の良好な性能であった（図４）。 

     



一方，ユニット Fのみからなるホモオリゴマーの物性に興味が持たれたが，その合成は

強い電気陰性効果の為，通常のチオフェンとは反応性が大きく異なり困難を極めた。最終

的にはアニオンの酸化的カップリングを繰り返すことで6量体までの合成を達成できた 8)。

このホモオリゴマーは，期待どおり共役が阻害されることなく鎖長伸長に伴う共役拡張が

認められ，特に還元電位は大きく高電位シフトして 4F, 6F の還元波は可逆となり，アニオ

ン種が安定であることを示している（図５）。6F について電気化学的還元および金属ナト

リウムを用いた化学的還元によるスペクトル測定を行ったところ，共役オリゴマー系では

まれなラジカルアニオン種のスペクトルを安定に観測することができた。光過渡吸収分光

測定と組み合わせた時間分解マイクロ波伝導度測定で 6F の電子移動度を見積もったとこ

ろ 2.0 × 10–1 cm2 V–1 s–1 であった。この高い電子移動度は，低い LUMO レベル，共役系の

広がり，ラジカルアニオンの高い安定性が寄与していると考えられる。 
2Tf をユニットとするオリゴマーでも，このユニットの数が増加するのに伴って，吸収

スペクトルの長波長シフトと還元波（図１）の高電位シフトが顕著であった。X 結晶構造

解析で得られた分子構造は期待どおり高い平面性を示し，チオフェン 4 個からなるオリゴ

マーにおいても末端にパーフルオロヘキシル基を導入することで，キャリア移動に適した

スタック構造が現れた（図６）。これを用いてトップコンタクト型の FET 素子で電子移動

度を評価したところ 1.8 × 10–2 cm2 V–1 s–1 と高い値を示し，2Tf ユニットの有用性が示され

た（図７）。 

    
カルボニル基を有する Bおよび Cはさらに強力な電気陰性ユニットであり，チオフェン 

(T) と組み合わせた 3 量体でも還元電位は充分に高く，BTBでは可逆な波として現れた（図

８）。さらに，BCBは２段階の可逆な還元波を示し，酸化電位は観測されない。TCT, BCB 
の結晶構造解析では，中央 Cユニットのカルボニル酸素と隣接チオフェンの硫黄原子間に

短い相互作用が観測され，共役平面性は高い。また，分子間にもカルボニル酸素を介した

多くの水素結合が見られ，薄膜での配列と配向の制御に適したユニットであることが示唆

される。 
BTBがボトムコンタクト型 OFET で 10–5 cm2 

V–1 s–1 オーダーの電子移動を示したので，中央

の共役系をビチオフェンとしたBTTBの電子移

動度を検討したところ，ボトムコンタクト型で

1.4 × 10–3 cm2 V–1 s–1，トップコンタクト型で 1.3 
× 10–2 cm2 V–1 s–1 を示し，素子動作も安定してい

た。BTTB は難溶性で還元電位が測定できてお

らず，単結晶も得られていないため，詳細な構



造は未解明ではあるが，末端 Bユニットに起因する安定な還元状態と分子間の緊密なネッ

トワークが安定な高い電子移動度に寄与していると考えられる。 
 

４． おわりに 

有機 n 型半導体はロジック回路を始めとして多くの有機エレクトロニクスに不可欠であ

り，材料開発の重要性はますます高まっている。現在では，塗布による素子化が可能な材

料 9)や大気下でも安定に動作する n 型 OFET10)も見いだされてきており，実用化のレベルに

達することを期待している。 
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大学生活を振り返って

-京都大学工学研究科技術部紹介-

京都大学工学研究科技術長 八田 博司

私は昭和 43年に文部技官として京都大学工学部に採用され、当時の燃料化学

教室（現在：物質エネルギー化学専攻）の触媒物理学講座に配属され、主とし

て研究室に於ける研究支援業務に携わり現在に至っています。業務に関わって

の失敗談等紹介すべき内容も多々ありますが、今回は主として技術職員の組織

化について記述します。

1. はじめに

京都大学では 2004 年 4月に法人化されたのを契機に職員の人事制度について

検討が行われた。しかし、技術職員についての検討は研究等に密着した支援職

務の性格上、事務や図書職員と同等に扱うには無理があり、京都大学総合技術

部運営会議での検討に委ねられることとなった。

2006 年になって京都大学総合技術部の組織規程が改正された。その主要な内

容は具体化させる委員構成数を減らして機動性を持たせるとともに、従来から

あった研修の企画・実施に留まらず、総合技術部組織改革のための調査・研究

や技術職員の諸問題についての調査・検討の機能が付与されたことである。こ

うした改正の趣旨を踏まえて、工学研究科においても技術部組織の構築に向け

て検討が開始され、その努力は今日に至っている。

今回、この工学研究科技術部の設立経過や現状と到達点等について紹介する。

2. 技術部発足の経緯

総合技術部の改組と並行して、これまで技術職員研修の企画・実施に限定し

ていた「工学部・環境保全センター技術部」から工学研究科事務部が所掌する

範囲での「工学研究科技術部」組織の発足に向けて、検討が開始された。当初

は技術部長から技術職員側に技術職員問題検討会を設置することについて提案

があり、第 1 回技術職員問題ワーキンググループ（WG）が 2006 年 1 月 10 日に

開催された。その後、技術部長の交代を経る中、検討が重ねられ、

○第 5回技術職員 WG（2006 年 12 月 19 日）： 技術部長より 5つの室（総

合建設、設計・工作、分析・解析、情報、環境・安全・衛生）が提案

○第 6回技術職員 WG（2007 年 1 月 15 日）：5 つの室への分室希望調査実

施を決定

○第 7 回技術職員 WG（2007 年 3 月 12 日）：5 つの室への分室希望調査に

基づき室配属を決定



○第 8回技術職員 WG（2007 年 3月 26 日）：技術部規程の確定

○第 9回技術職員 WG（2007 年 4月 23 日）技術長、室長人事の検討

上記の検討結果を基に、工学研究科技術部は 2007 年 4月 1日に遡及して改組

発足した。

工学研究科の技術職員を再組織化する背景としては、国立大学の法人化の前

から国の定員削減の影響で技術職員数が大幅に減少していること。ここ数年先

に団塊世代の大幅な定年退職が見込まれること。さらには法人化によって生じ

た労働安全衛生法の適用による安全・衛生業務や情報関係のインフラとセキュ

リティなど基盤技術への新たな対応が求められていた。こうした中、限られた

現技術職員数の下でより効率的な技術支援と、それを可能にする技術支援組織

の構築が必要とされた。

3. 工学研究科技術部組織の現

状と到達点

改組後の技術部組織は技術部長（副

研究科長）の下に、技術長と 2名の

副技術長、5つの室から構成され、

各室には室運営のための室長が配

置されている（図-1）。

技術部の運営全般に関する審議事

項については技術室長会議（図-2 黄

緑色部分、構成委員：技術職員）で

検討し、技術部の管理・運営に関わ

る基本方針、予算、将来計画、技術

職員の人事の方針、評価等の重要案

件については技術部運営委員会（図

-2水色部分、構成委員：技術部長、

各センター長、系代表教授、事務部

長と室長会議構成委員）で審議決定

される。

【技術部予算】

2009 年度より、既存のセンターや

専攻組織と同様に位置づけられ工学

研究科予算の当初配当として、要望に基づき明記されることになっている。

【技術部定員】

技術部としての定員は 37 名、現員 40 名（内再雇用職員 5 名を含む）で構成

されている（2010 年 1 月 18 日現在）。

技術職員の欠員補充に関しては、昨年度より室長会議において各技術室に於

図-2 各種委員会・会議構成図

図-1 工学研究科技術部組織図



ける必要業務を精査し、次年度採用技術職員配置の優先順位を決め、技術部運

営委員会に要望・提案することで、より必要度の高い職場への配置が可能とな

るよう努めている。技術部では研修、広報・編集、将来計画の委員会を設置し

ており以下の役割を分担している。

【研修委員会】

工学研究科技術部主催の夏季および秋季研修の他に、今年度より新たに技術

部として 3 名の新規採用技術者への「受入研修」を実施した。また、個別には

新採職員向けに熟練技術職員による工作機械や分析機器の操作方法、メンテナ

ンス講習、学生実験カリキュラムに沿った講習等も進められつつある。

【広報委員会】

「工学研究科技術部報告集」の編集・発刊に加え、技術部 HPの更新改定作業

や技術部の季刊紙「技術部便り」の発行、他大学「技術報告集」等の回覧案内

等、技術部構成員への情報発信で交流と親睦を図っている。

【将来計画委員会】

中長期的な視点で技術部組織、予算、定員管理、技術職員の評価制度、キャ

リアパス等々を議論し、一定の結論に達したものについては室長会議に報告し

ている。

【共通支援サービス】

技術部では共通支援サービスの一

環として、昨年度より研究科長裁量

経費を得て、桂キャンパスに「桂も

のづくり工房」を開設・運営してい

る。研究推進に必要な具材や部品加

工が容易にできる場の提供を行う

とともに、工作機器使用前に安全講

習会を実施。現在までに延べ 168 名

の希望者が受講している（図-3）。

また、「桂ものづくり工房」の隣

にある技術相談室を利用してユー

ザーからの技術相談窓口の開設に

ついて検討・具体化を進めている。

【その他】

桂キャンパスには見学者も多く、

高校生には分析機器の原理や機能・

使用目的等について工夫を凝らし

た説明を行い、好評を得ている（図

-4）。

また、技術組織や技術職員関連事

項での来訪・問合せ（文部科学省研

図-3 桂ものづくり工房、安全講習風景

図-4 桂キャンパス見学対応（MS 室）



究振興局、JICA-国際協力機構、鹿児島大学、北陸先端大学）についての対応も

行っている。

4. これからの検討課題

これまで、技術部室長会議で検討し、緊急かつ重要なことから優先的に実施

してきたが、今後は以下の事項について検討具体化が考えられる。

① 技術部としての共通サービスの在り方

② 技術部が担当する教育・研究支援業務の範囲

③ 技術の伝承・継承が可能な体制づくり

④ 技術職員の評価制度

⑤ 職務評価に基づく処遇改善

⑥ 技術部の在るべき組織形態

⑦ 技術部の在るべき構成員数と形態

5.終わりに

技術部が改組され、およそ 3年が経過した。技術職員の配属職場が桂、吉田、

宇治キャンパスにまたがっており、技術部の会議や催し等では困難な面も多い

が、各室員が工夫を凝らしながら鋭意努力している。

これまでのところ、機能する技術部組織の構築に向けて技術部構成員ならび

に各職場教職員の理解と協力を得ながら、より工学研究科の教育・研究支援の

ニーズに応えられるよう、また、技術職員各自が働き甲斐を持って業務が遂行

できるよう、技術部室長会議を中心に環境作りに邁進しているところである。

謝辞

今回、第 22回大阪大学産業科学研究所技術報告会において京都大学工学研究

科技術部を紹介する機会を与えて頂き、大変有難うございました。山口明人所

長、石橋室長を始め、本報告会を企画・運営して頂きました技術室の皆さんに

心より厚くお礼申し上げます。



機能性ナノ材料の単一分子化学

立川 貴士

大阪大学 産業科学研究所 励起分子化学研究分野

１． はじめに

化学分野における「単一分子」とは、分子そのものであり、「単一分子化学」とは、単一

分子の構造・性質・反応を探求する学問であるといえる。単一分子分光法は、従来のアボ

ガドロ数の分子を扱う計測法と比べ、直接分子の動きを可視化できる、集団の中に埋もれ

た情報を得ることができる、ナノスケールの局所環境に関する情報を得ることができる、

同期を取る必要がないため反応過程の追跡が容易である、など多くの利点を持っている。

我々は、このような魅力的な単一分子分光観測の手法を用いて、様々な機能性ナノ材料に

おける界面反応の本質に迫ろうと研究を行っている。1-9) 本報告会では、その中から、二

酸化チタン(TiO2)光触媒反応に関する研究について紹介する。

２． TiO2から大気中へ拡散する活性酸素種の単一分子検出

TiO2 光触媒反応では様々な活性酸素種(一重項酸素(1O2)、ヒドロキシルラジカル(OH)な

ど)が生成し、水中や大気中の有機物を分解している。極微量の活性酸素種がどのような時

間的・空間的スケールで空気中を拡散しているかを調べることは反応メカニズムを理解す

る上で重要であるが、そのためには従来の測定法を超える検出感度を持った手法が必要で

ある。我々は、種々の蛍光プローブを用いて、TiO2 表面から空気中へ拡散する活性酸素種

を選択的に単一分子検出することにより、それらが拡散する様子の観測を試みた。1-3)

図 1 は、測定システムの概略図である。観測試料は、蛍光プローブ溶液をスピンコート

したカバーグラスと TiO2 ナノ粒子を製膜したスライドガラスをある一定の空隙を設けて

接着することによって作製した。単一分子蛍光観測は全反射蛍光顕微鏡を用いて行った。

全反射蛍光顕微鏡とは、カバーガラスと空気(もしくは溶媒)の間の屈折率の差を利用し、

レーザー光を界面で全反射させたときに生じる数百ナノメートルのしみ出し光(エバネッ

セント光)を励起光とすることで、ガラス表面のごく近傍の分子からの蛍光のみを低背景光

下で観測できる顕微鏡である。4) 蛍光プローブ及びTiO2の光励起にはそれぞれ連続波(CW)

レーザー(488 もしくは 532 nm)及び水銀ランプの輝線(365 nm)を用いた。蛍光検出には、主

に電子増倍機能を内蔵した超高感度 CCD カメラ(EM-CCD カメラ)を用いており、単一分子

の蛍光像や蛍光スペクトルを観測することができる。また、自作のガス置換用暗箱を用い

ることで、任意の酸素濃度条件下での蛍光観察も可能である。



図 2．(A) TDI による 1O2 の単一分子検出(分子構造は一

部のみ)．(B) 紫外光照射前後の蛍光像．中央の円は紫

外光が照射された領域．TiO2 薄膜からの距離は 12.5

μm．(C) 1O2 拡散の時間・空間分布．
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まず、TiO2 光触媒反応によって生

じた 1O2 の時間・空間分布を明らか

にした研究例について紹介する。2)

ここでは、テリレンジイミド(TDI)

という芳香族化合物を合成し、蛍光

プローブとして用いた。TDI は 655

nm に吸収極大を有しているため、

波長が 532 nm のレーザーでは効率

的に光励起することができない(図

2B 左)。そのため、蛍光はほとんど

観測されず、背景光と区別すること

は困難である。一方、量子化学計算

から、TDI に 1O2 が付加した TDI ジ

エポキシドは 100 nm 程短波長側に

シフトした吸収帯を持ち、532 nm レ

ーザーによって容易に励起できるこ

とが示唆された。反応スキームは図

2A のように考えられ、1O2 との反応

により、蛍光が OFF から ON に変わ

ると予想される。結果は期待通り、

図 1．TiO2 光触媒反応において発生する活性酸素種を単一分子検出するための蛍光イメージング

システムの概略図．
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TiO2 への紫外光照射によって輝点数は著しく増加した(図 2B 右)。一つの輝点(単一分子)ご

との蛍光スペクトル測定からも上記のスキームが支持され、TDI 一分子と 1O2 との反応が

起こり、TDI ジエポキシド一分子による蛍光が観測されたものと結論された。

図 2C は TiO2 薄膜と蛍光プローブを塗布したカバーガラスとの距離を変えることによっ

て得られた 1O2 拡散の時間・空間分布である。紫外光照射時間の増加に伴い、1O2 生成量は

増加した。また、TiO2 表面から空気中へ拡散した 1O2 の一部は、驚くことに 2 mm 以上も

拡散することがわかった。同様の手法により、OH の単一分子検出にも成功している。3)

３． 単一チタニアナノチューブにおける光触媒反応の単一分子観測

高い比表面積を有する TiO2 構造体の開発は、有機物の酸化分解反応や色素増感電池の効

率を向上させる上で重要であるため、近年、様々な多孔質 TiO2 が合成されている。しかし

ながら、合成された多孔性材料には通常、合成過程において生じた構造やサイズの不均一

性が存在している。そのような中、我々は、単一分子蛍光分光法により、多孔質構造に起

因する光触媒活性を単一チューブレベルで評価する新たな手法を開発した。5)

図 3A に、本研究手法の概略図を示す。紫外光励起した TiO2 ナノチューブの細孔内に生

成するOH とアミノフェニルフルオレセイン(APF)との二分子反応によって生成するフル

オレセインを単一分子レベルで検出し、その検出頻度及び拡散挙動を解析した。TiO2 ナノ

チューブは、アルミナテンプレート(直径 200 nm)を用いた TiF4の加水分解により合成した。

図 3B に合成した TiO2 ナノチューブの TEM 像を示す。チューブ中央にマクロ孔(孔径

100-150 nm)が、壁面のアナターゼナノ粒子間にメソ孔(孔径 5-10 nm)が存在している。

図 4A に、紫外光照射下で観測された単一ナノチューブにおける蛍光像、蛍光輝点強度

の断面図及び蛍光強度の時間変化を示す。観測されたブロードな蛍光輝点と短い滞在時間

は、生成したフルオレセインが速い細孔内拡散によってナノチューブ内から溶液中に拡散

していることを示している(図 4A 左)。溶液中に DMSO を添加した場合、蛍光輝点の出現

が著しく抑制されたことから、観測されたフルオレセインは光触媒反応により生成した
OH に起因することが確かめられた。また、メソ孔に捕捉されていると考えられるほとん

ど拡散しないフルオレセインも観測された(図 4A 右)。フルオレセインの検出頻度を解析し

図 3．(A) 蛍光プローブを用いた単一 TiO2 ナノチューブ内におけるOH の単一分子検出．(B) ゾ

ルゲルテンプレート法によって合成した TiO2 ナノチューブの TEM 像．

(A) (B)



たところ、マクロ孔の活性がメソ孔よりも約一桁高いことがわかった(図 4B)。この結果は、

多孔質構造における光触媒酸化反応において、基質分子の拡散過程の寄与が重要であるこ

とを示唆している。さらに、輝点の出現位置を解析した結果、反応活性サイトがナノチュ

ーブ上に不均一に存在していることがわかった(図 4C)。このような不均一性は、TiO2 ナノ

ワイヤなどでも観測され、表面の格子欠陥よりはむしろ、マイクロスケールの構造不均一

性(亀裂や節など)に起因しているものと考えられる。7,8)

４． おわりに

光エネルギーを有効利用した反応プロセスの開発は、昨今の環境・エネルギー問題とも

関連する極めて重要な研究課題の一つである。今後、光触媒をはじめとする機能性ナノ材

料の反応メカニズムを単一分子(粒子)レベルで理解することで、基礎学理の究明はもちろ

んのこと、新たな材料・技術を開発する設計指針が得られるものと期待される。
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131, 934. 6) Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 5348. 7) J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8485. 8)

Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 47, in press. 9) Langmuir 2009, 25, 7791 (Feature Article, invited).
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図 4．(A) マクロ孔及びメソ孔で観測された蛍光像、蛍光輝点強度の断面図及び蛍光強度の時間

変化．(B) フルオレセインの検出頻度．(C) 単一ナノチューブ上での反応活性サイトの空間分布．



「先端的研究法実践集中講座」の質量分析に参加して

松崎 剛

計測班 分析・データ処理係

1.はじめに

今回、大阪大学豊中キャンパス理学研究科で行われた生物科学専攻博

士後期課程の授業である先端的研究法実践集中講座質量分析(授業コー

ド 241201)に研修という形で参加した。今回はその内容と講義、実習で習

ったことをふまえ、総合解析センターに新しく入る予定の装置について

報告する。

2.経緯

現在は総合解析センターで元素分析の依頼分析と ICP 発光分光分析装

置の管理を担当しており、今年度より質量分析も担当する事になった。

今回、質量分析の講義が理学研究科で開講されるということを聞き、専

門的知識習得のため今回先端的研究法質量分析に研修として参加した。

3. 研修制度について

大阪大学の開講する授業科目の受講による職員研修の実施に関する要

項 (資料 1)がある。それは、職員が大阪大学で開講する授業科目を勤務時

間内に受講する場合、その分だけ勤務時間外に割り振る制度となってい

るが、産業科学研究所では、今回の研修から産業科学研究所技術室職員

研修実施要項 (資料 2)により業務として研修で参加出来るようになった。

4.研修内容

表１



表１の基礎講義の内容は シンポジウム（応用講義内容）

大阪大学理学研究科の

豊田岐聡先生が担当し以下の

項目があった。

1.質量分析の原理と歴史

2.真空ポンプ

3.各種イオン化法

4.質量分離部の種類と特徴

5.検出器/データ処理

6.応用研究例プロテオーム解析

7.マススペクトルの読み方

8.質量分析基本用語

当初は基礎、応用講義の３日間の

み出席予定であったが、担当教員

である倉光先生のご厚意で実習に

も参加させて頂いた。

豊田岐聡先生の基礎講義では、多

様な試料に対応した種々のイオン

化法の原理など様々なことを系統

的に学ぶことができ新たな知識を

得ることができた。

応用講義(シンポジウム)では、難

しい内容ではあったが質量分析装

置の分析例や解析方法および最前

線の装置性能等の内容を聞くこと

ができ大変勉強になった。

実習(表 1)では、普段学ぶことの

ない生物系の前処理であるゲル内

消化法やリン酸化タンパク質解析のための方法を知ることが出来た。

また総合解析センターに新規導入予定である FT-MS、MALDI についての知識を深

めることが出来た上に、簡単ではあるが装置の操作法も学ぶことができ、これか

らの職務内容である FT-MS、MALDI の依頼分析、管理に大変役立つ内容であった。

理学研究科生物科学専攻博士後期課程の内容で、専門分野が違ったため、難し

い所もあったが、様々な知識を吸収することができた。またこれからもこのよう

な機会があれば参加し、スキルの向上に努めたい。



5.新規導入予定装置

・MALDI-TOF/TOF MS (Bruker ultraflexⅢ写真左)

質量範囲は 1-500000 分解能 25000 以上 測定精度 3ppm 以下

タンデム型 TOF/TOF プロテオミクスに有効

・電場型 FT-MS (Thermo Fisher LTQ Orbitrap XL 写真中央左)

LC のタイムスケールに対応 分解能 60000@m/z400(1sec/scan)

最大分解能 100000@m/z400 質量範囲 m/z50-200 と 200-4000 の切り替え

質量精度 3ppm 以内（外部標準法）2ppm 以内（内部標準法）

MS/MS リニアイオントラップによる CID MS/MSn(最大 10 回)

電場型 FT-MS なので超伝導マグネットが不要

ESI APCI APPI イオン化が可能

・イオントラップ型 GC-MS(Thermo Fisher ITQ 1100 写真中央右)

質量範囲 m/z10～1100 MSn 測定(n=5 まで)が可能

Full Scan と MS/MS の同時測定が可能 イオン源 EI

・CSI-MS(Bruker micrOTOFⅡ写真右)

測定質量範囲 50～20000 分解能 16500 以上

イオン源を低温に保ちつつ測定することで非共有結合のような不安定化合物の

測定に対応した CSI イオン源システムを有する

6.謝辞

MALDI-TOF/TOF MS 電場型 FT-MS イオントラップ型 GC-MS CSI-MS

理学研究科

倉光成紀先生、豊田岐聡先生、新間秀一先生、KIM Kwang 先生、高畑良男先生

産業科学研究所

山口明人所長、産研技術室運営委員会委員の先生方

教授会の先生方、菅沼克昭総合解析センター長、鈴木健之先生

仲田昇事務部長、津村和考総務課長、鎌谷明人事係長

上記の教職員の皆様にはこのような専門的知識習得の機会を与えて頂いたこと

を厚くお礼申し上げます。
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ＣＮＣ旋盤の導入

大西 政義

工作班 機械回路工作係

１． はじめに

汎用旋盤は丸物の外径切削や内径切削等の旋削加工を行う工作機械で、テーパー加工や

フランジ加工、円筒加工等が行え、特に真空実験容器の精密加工に重宝している。 また、

四爪チャックを用いると面板の加工や偏芯加工等も行うことが出来る。 しかし、複雑な

形状の加工には自作の冶具を用い多くの段取りを経て加工しなければならず、再チャッキ

ングや別の工作機械による追加工等手間がかかる上に精度を出すのが困難であった。 そ

こで、近年増加した複合形状の加工依頼に対応するため、ワンチャッキングで複数行程の

加工を精度良く行う事が出来、さらにミーリング加工も行うことが出来るタレット（工具

ホルダ）を備えたＣＮＣ旋盤（写真－１）を導入したのでこの紹介を行う。

写真－１ ＣＮＣ旋盤

２． 概要

汎用旋盤を使用して旋削加工を行う場合、チャックに取り付けた被削材を回転させ、刃

物台に取り付けた工具を軸方向や端面方向、あるいは刃物台を傾けて斜め方向に直線移動

させる。 いずれの場合も刃物は一方向に直線的に移動するため、曲面の加工は姿バイト



（写真－２）や倣い装置（写真－３）を使用しなければならず、段取りに手間がかかる。

写真－２ 姿バイト 写真－３ 倣い装置

次に、汎用旋盤で穴加工を行う場合、穴く

りバイトやドリル等の工具を使用するが、い

ずれの場合も通常被削材の中心にしか加工出

来ない。 偏芯させて加工を行う場合、四爪

チャックで固定するが、中心出し作業に手間

がかかるし、同じ物を複数精度良く仕上げる

のは困難である。 さらに、真空フランジの

ような割り出し穴等を加工するには別の工作

機械で作業しなければならず、つかみ替えに

よる精度低下の問題が発生する。

この度導入した CNC 旋盤は、X 軸や Z 軸 写真－４ 回転工具

による通常の旋削加工に加え、モーターをタレット内部に組み込んだ刃物台の回転工具（写

真－４）でミーリング作業が可能になった。 さらに、C 軸による割り出し加工やミーリ

ング作業等、行程集約加工が可能になった。

３． CNC 旋盤の仕様

この CNC 旋盤（NL1500MC）は、ミーリング能力を強化するため刃物台の設計を大幅に

見直し、熱と振動の問題に対処した BMT（ビルトインモータ・タレット）を搭載した高剛

性・高精度 CNC 旋盤である。 表－１に機械仕様を示す。

最大加工径 ３５６mm

標準加工径 ２６０mm

最大加工長さ ５１５mm

棒材作業能力 ５２mm（６０００min -1）

Ｘ軸移動量 ２６０mm



Ｚ軸移動量 ５９０mm

主軸最高回転速度 ６０００min -1

主軸貫通穴径 ６１mm

主軸最小割出角度 ０．００１°

工具取付本数 １２本

刃物台の割出時間 ０．２５秒

回転工具主軸最高回転速度 ６０００min -1

心押台（デジタルテールストック）の移動量 ５６４mm

心押台の直径 ８０mm

心押台のテーパ穴の形式 回転センタ（ＭＴ４）

電源 ２３．３ｋＶＡ

クーラントタンク容量 ２３５Ｌ

機械の高さ（床面から） ２，１２０mm

所要床面の大きさ（幅×奥行き） ２，７０５mm×１，９２２mm

機械質量 ５，４００ｋｇ

表－１ CNC 旋盤（NL1500MC）の仕様

また、CNC 旋盤のオペレーティングシステムには、CPU の処理能力をアップしてプログ

ラム時間と段取り時間を飛躍的に短縮する豊富な機能を搭載した MAPPSⅢが採用されて

いる。 この中でも優れているのが対話型自動プログラミング機能で、豊富な種類の加工

メニュー・自動交点計算機能をもった輪郭形状入力・対話データが一画面で入力可能なリ

スト表示機能・NC 文を作成せず入力された対話データで描画チェックできる対話ダイレ

クト描画機能、その後すぐに対話データによる運転が出来る対話ダイレクト運転機能など

を使用して段取り時間を短縮した加工が出来る。 もちろん従来のプログラム編集機能も

強化されており、拡張機能を使用して素早くプログラムを作成出来る。 また、操作盤に

は USB スロットを装備しており、機械と PC 間で簡単にデータの受け渡しができる。 さ

らに、NC メモリとは別に MAPPS 内にプログラム格納エリアを５０MB 確保しており、２

００個までプログラムを登録できる。 さらに、段取り時間短縮をめざす機能はこれらに

とどまらず、ツーリング一覧・簡単生爪成形機能・使用工具オフセット・リミットスイッ

チガイダンス機能がある。 メンテナンスに対しては、エラーコードを携帯電話で送信で

きる機能や、必要な点検項目を設定しておくと指定期間ごとに指定点検項目を表示してく

れる定期保守機能等があり、サポート体制が整っている。



４． 加工例紹介

CNC 旋盤を使用して、加工を試みた。 こ

の様子を写真－５に示す。 被削材は外径

50mm の真鍮丸棒を使用し、穴加工・内周テ

ーパ加工・内形ねじ切り加工を行い、つかみ

替えて裏面を外周切削・外周テーパ加工・溝

入れ加工・穴加工･外形ねじ切り加工を行った。

写真－５ 試作品加工の様子

５． まとめ

当工作室には汎用旋盤しかなく、従来複合形状加工や多種形状の加工は手間や時間のか

かる作業であった。 加工工程の多い作業では刃物台の工具を付け替えなければならない

し、特に多数個依頼を受けると加工工程ごとにつかみ替えや芯出し等を行わなくてはなら

ず、その間に急ぎの仕事が入るとその作業を中断して割り込み加工を行った後、再び一か

らの作業が待ち受けている。 CNC 旋盤を導入する事によって、このような加工が出来る

と共に従来不可能であった加工も可能になった。 また、ワンチャッキングによる行程集

約加工が可能になり、さらに精度良く加工が出来るようになった。

今後は、汎用旋盤で得られなかった CNC 旋盤の特徴を活かして工作依頼に対応したい。

参考引用文献：（株）森精機製作所 CNC 旋盤 NL SERIES パンフレット



フォトリソグラフィーに関する発表

榊原 昇一

計測班 分析・データ処理掛

フォトリソグラフィーに関する発表を行いましたが、特許出願の一部をなす可能性を考

慮し、原稿は来年度以降掲載させて頂きます。申し訳ありません。





� http://our-cat.sci.osaka-u.ac.jp/
� ID:alltech PW:handai2009

� http://www.sanken.osaka-u.ac.jp
/labs/tew/kinkirenraku/
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技術室行事



産業科学研究所安全講習会

平成２１年６月９日午後、産研安全講習会が教職員合わせて５０名が参加して

開催されました。５月開催予定が新型インフルエンザのため延期になっていた

もので、磯山産研安全衛生管理委員会委員長の挨拶に続き、石橋室長ら技術室

職員が各々の専門分野に関わる安全知識をレクチャー。参加者からは「少しの

気の弛みが、取り返しのつかない事故につながるのだと知った」「今回の話を参

考に気をつけていきたい」などの声が聞かれました。

小川紀之



ものづくり教室

技術室と阪大複合機能ナノファウンダリでは共催により、一般公募の小中学生を対象とした「ものづくり教室・

ナノテク理科教室」を昨年度同様「大阪大学２１世紀懐徳堂」の後援により、８月5日から7日までの3日間にわた

って開催致しました。

山口所長による開会の挨拶と講演に始まり、5日は

真嶋教授、6日は八木教授、７日は田中教授による日

替わり講演および体験を行って頂きました。

本年度は、産研内での建家改修工事・建設工事の

関係で、規模を縮小して３テーマでの開催でしたが、

多くの方々にご参加頂きました。その内訳ですが、「ハ

ンダゴテを使って電子回路をつくろう」に計２６名、「ナ

ノ加工技術を使ってオリジナルタグをつくろう」に１７名、

「光の色を見る道具を作ろう！」に２２名の参加を数え、

技術室、ナノファウンダリのスタッフの協力で、参加された合計６５名の小中学生に原理、道具の使い方、製作テ

クニックなどわかりやすく指導しました。“光を見る道具”では、回折格子を使った分光器の作製を通して380nm

～780nmの可視光の波長を分光して観察してもらうとともに、複数枚の回折格子や偏光フィルムを組み合わせる

ことで、万華鏡を作ってもらいました。“オリジナルタグ”では、クリーンルームの中に入り、UV露光、プラズマによ

るドライエッチング、100nm程度の金コート、UV硬化樹脂を使ったキュアリングを通して、ナノ加工の一部を体験

してもらいました。“電子回路”では、ハンダゴテを使ってラジオや発光ＬＥＤによる電子サイコロなどをつくっても

らいました。

参加された子供たちは、夏休みの貴重な一日を有意義に楽しく過ごせたようです。最後にお忙しい中、ご講

演を行っていただいた先生方に深く感謝します。最後に教室終了後保護者の方より頂きましたメールを紹介さ

せていただき、本教室報告の結びに致します。

『（前略）先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。

ありがとうございました。 また講義については、中２の長

男は「半分くらいはなんとなく理解できたかな・・・」という

感想でしたが次男にとっては正直なところ大変難しい

内容だったようで、「ちんぷんかんぷん」といった様子で

した。 ただ、寝る前に私に「ナノメートルってしってる？

すごく小さい単位やねんて。ミリメートルの次かな？」と

話してくれ、「ええ！？知らないわ・・・。単位ならそれを

測れるものさしってあるのかな？」と聞いてみると「ああ、

それ質問すれば良かった。」と少し残念そうにしていま

した。 他愛のない会話なのですが、私にはとても印象に残ったので書かせていただきました。きっと本人の自覚

していないところで、子供の未知のものに対する興味が一つ広がった瞬間だったのかもしれない・・・そう思うと子

供の様子を見ていて、親としてなんだかわくわくした気持ちを感じました。 本当に良い体験をさせていただけた

と思います。 この「ものづくり教室」開催にあたり、皆様方にはご準備を含め大変なご尽力を頂いていることとご

拝察いたしますが、もし来年度以降も今回のような教室を開催していただけるのでしたらぜひまた参加させてい

ただきたいと思いました。本当にありがとうございました。（後略）』

技術室 田中高紀、ナノファウンダリ 大島明博



彩都サンデーサイエンス

3 回目を迎えた彩都サンデーサイエンスが彩都西小・中学校にて開催され地域貢献の一環とし

て、技術室は「手作り望遠鏡をつくろう」「未来のエンジンを作ろう」と題したブースを出展しま

した。望遠鏡とスターリングエンジンの工作を行い、小学生各 30 名の参加が有りました。理科離

れと言われる中、子供達はとても楽しそうで一生懸命に作り上げてできた時の笑顔が印象的でし

た。小学生には少し難しい原理の説明にも熱心に耳を傾けていましたし、作った望遠鏡で遠くに

貼った惑星の印刷物をわいわい言いながら眺める様子はスタッフとしてもやりがいの感じた１日

でした。また別のブースで参加された小林研究室の方もお疲れ様でした。

平成 21 年 11 月 29 日 相原千尋

今年も、彩都サンデーサイエンスに出展しました！！



記 念 講 演 会

ナノとマクロをつなぐ学際融合科学の展開

－ネットワーク型共同研究拠点の発足にあたって－

開会の辞 大阪大学産業科学研究所 所長 山口 明人

挨 拶 文部科学省

記念講演 「制作の論理 ― 技術と芸術をめぐって」

大阪大学 総長 鷲田 清一

招待講演 「ナノからマクロな物質創製開発研究と共同研究への期待」

東北大学多元物質科学研究所 所長 齋藤 文良

招待講演 「ナノテクの深化により大きく羽ばたく光科学技術」

北海道大学電子科学研究所 所長 三澤 弘明

招待講演 「新原理による多孔体の形成とその応用」

東京工業大学資源化学研究所 教授 辰巳 敬

招待講演 「ソフトインターフェースの精密構造制御と表面機能物性」

九州大学先導物質化学研究所 教授 高原 淳

一般講演 「グリーン知能技術の展開 ― 燃料電池及びリチウムイオン電池の知能化とその応用」

大阪大学産業科学研究所 教授 沼尾 正行

一般講演 「励起物性科学の新展開」

大阪大学産業科学研究所 教授 谷村 克己

一般講演 「ＤＮＡ光スイッチングデバイス」

大阪大学産業科学研究所 教授 中谷 和彦

一般講演 「新生 産業科学ナノテクノロジーセンター」

附属産業科学ナノテクノロジーセンター センター長 安蘇 芳雄

閉会の辞 大阪大学産業科学研究所 副所長 朝日 一

産研創立７０周年記念講演会（第６５回学術講演会）

平成２１年１２月３日、産研創立７０周年記念行事と合同して、大阪大学 銀杏会

館において学術講演会が開催された。技術室は例年の学術講演会には５～６年前から

ポスター参加し、３年前からは技術室トピックスとして技術室行事の報告および技術

室報告会の案内を中心にポスター発表している。今回も 900×1500 ㎜の大きなポス

ターを作成した。内容は平成２２年４月竣工予定のインキュベーション棟に入居予定

の試作工場の最新情報を中心に今年行った、技術室行事（安全講習会、ものづくり教

室、彩都サンデーサイエンス）および１２月１５日に行う技術室報告会の案内を掲載

した。

松川博昭



２００９ 技術室トピックス

★ 試作工場にＮEWマシーン登場！

CNC旋盤 CNC円筒研削盤
主な加工例 主な加工例

★ 来年４月新築オープン！

2009 技術室イベント

インキュベーション棟 特集

★ 技術室報告会 予告

Ｏリング溝加工 テーパー加工 セラミックス加工 孔刳り加工長尺溝加工外周旋削加工 ミーリング加工 複合加工

★ 安全講習会 6月

★ ものづくり教室 8月

Ｂ１階 床施工中 10.30 機械加工室 除震対策 10.30

ガラス加工室 壁施工中 11.24 Ｅ階 天井施工中 12.02

★ 彩都サンデーサイエンス 11月

平 成 ２１年 ６月 ９日 午 後 、産 研 安 全 講 習 会 が教職 員 合 わせて５０名

が参 加 して開 催されました。５月 開 催 予定 が新 型インフルエンザのため

延 期 になっていたもので、磯山 産 研安 全衛 生 管理 委員 会 委員 長の挨

拶 に続き、石 橋室 長ら技術 室職 員が各 々の専門 分野 に関わる安 全知

識 をレクチャー。参加 者 からは「少しの気 の弛 みが、取 り返 しのつかない

事 故 につながるのだと知 った」「今回 の話を参 考 に気 をつけていきたい」

などの声が聞かれました。 小川 紀之

技術室と阪大複合機能ナノファウンダリでは共催により、一般公募の小中学生を対象とした「ものづくり教室・ナノテク理科教室」を昨年度同様「大阪大

学２１世紀懐徳堂」の後援により、８月5日から7日までの3日間にわたって開催致しました。

山口所長による開会の挨拶と講演に始まり、5日は真嶋教授、6日は八木教授、７日は田中教授による日替わり

講演および体験を行って頂きました。

本年度は、産研内での建家改修工事・建設工事の関係で、規模を縮小して３テーマでの開催でしたが、多くの

方々にご参加頂きました。その内訳ですが、「ハンダゴテを使って電子回路をつくろう」に計２６名、「ナノ加工技術

を使ってオリジナルタグをつくろう」に１７名、「光の色を見る道具を作ろう！」に

２２名の参加を数え、技術室、ナノファウンダリのスタッフの協力で、参加され

た合計６５名の小中学生に原理、道具の使い方、製作テクニックなどわかりや

すく指導しました。“光を見る道具”では、回折格子を使った分光器の作製を

通して380nm～780nmの可視光の波長を分光して観察してもらうとともに、複

数枚の回折格子や偏光フィルムを組み合わせることで、万華鏡を作ってもらいました。“オリジナルタグ”では、クリー

ンルームの中に入り、UV露光、プラズマによるドライエッチング、100nm程度の金コート、UV硬化樹脂を使ったキュア

リングを通して、ナノ加工の一部を体験してもらいました。“電子回路”では、ハンダゴテを使ってラジオや発光ＬＥＤに

よる電子サイコロなどをつくってもらいました。

参加された子供たちは、夏休みの貴重な一日を有意義に楽しく過ごせたようです。最後にお忙しい中、ご講演を行っていただいた先生方に深く感謝

します。最後に教室終了後保護者の方より頂きましたメールを紹介させていただき、本教室報告の結びに致します。

『（前略）先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。 また講義については、中２の長男

は「半分くらいはなんとなく理解できたかな・・・」という感想でしたが次男にとっては正直なところ大変難しい内容だ

ったようで、「ちんぷんかんぷん」といった様子でした。 ただ、寝る前に私に「ナノメートルってしってる？すごく小さ

い単位やねんて。ミリメートルの次かな？」と話してくれ、「ええ！？知らないわ・・・。単位ならそれを測れるものさし

ってあるのかな？」と聞いてみると「ああ、それ質問すれば良かった。」と少し残念そうにしていました。 他愛のない

会話なのですが、私にはとても印象に残ったので書かせていただきました。きっと本人の自覚していないところで、

子供の未知のものに対する興味が一つ広がった瞬間だったのかもしれない・・・そう思うと子供の様子を見ていて、

親としてなんだかわくわくした気持ちを感じました。 本当に良い体験をさせていただけたと思います。 この「ものづ

くり教室」開催にあたり、皆様方にはご準備を含め大変なご尽力を頂いていることとご拝察いたしますが、もし来年度以降も今回のような教室を開催して

いただけるのでしたらぜひまた参加させていただきたいと思いました。本当にありがとうございました。（後略）』

技術室 田中高紀、ナノファウンダリ 大島明博

平成 21 年 11 月 29 日 今年も、彩都サンデーサイエンスに出展しました！！

3 回目を迎えた彩都サンデーサイエンスが彩都西小・中学校にて開催され地域貢献の

一環として、技術室は「手作り望遠鏡をつくろう」「未来のエンジンを作ろう」と題

したブースを出展しました。望遠鏡とスターリングエンジンの工作を行い、小学生

各 30 名の参加が有りました。理科離れと言われる中、子供達はとても楽しそうで一

生懸命に作り上げてできた時の笑顔が印象的でした。 小学生には少し難しい原理

の説明にも熱心に耳を傾けていましたし、作った望遠鏡で遠くに貼った惑星の印刷

物をわいわい言いながら眺める様子はスタッフとしてもやりがいの感じた１日でし

た。また小林研究室の方もお疲れ様でした。 相原千尋

第２２回 産研技術室報告会

場 所：産研共同プロジェクト室（第２研究棟１階）

日 時：平成２１年１２月１５日（火）13：30 ～

プ ロ グ ラ ム

＜特別講演＞ 13:40～14:10

技術に支えられる有機半導体の開発
技術室運営委員長 安蘇 芳雄

＜技術室報告＞ 14:10～14:30

先端的研究法実践集中講座の質量分析に参加して
計測班 分析・データ処理係 松崎 剛

＜技術室報告＞ 14:30～14:50

CNC旋盤の導入
工作班 機械回路工作係 大西 政義

＜招待講演＞ 14:50～15:20

大学生活を振り返って
京都大学工学研究科技術部 八田 博司

＜ユーザーズレポート＞ 15:20～15:50

機能性ナノ材料の単一分子化学
励起分子科学研究分野 立川 貴士

＜技術室報告＞ 15:50～16:10

フィルムマスクを利用した曲面に対するフォトリソグラフィー
計測班 分析・データ処理係 榊原 昇一

＜技術室報告＞ 16:10～16:30

法人化後の大学技術職員の研修などの取組と方向
計測班 田中 高紀

インキュベーション棟イメージ図インキュベーション棟イメージ図



第 22 回産研技術室報告会

平成 21 年 12 月 15 日に産研技術室報告会を開催しました。

山口明人所長、石橋武技術室長の挨拶で始まり、技術室運営委員長の安蘇芳

雄教授に「技術に支えられる有機半導体

の開発」と題して特別講演をしていただ

きました。また、招待講演は京都大学工

学研究科技術部の八田博司技術長より

「大学生活を振り返って」と題して、ユ

ーザーズレポートは励起分子化学研究分

野の立川貴士助教より「機能性ナノ材料

の単一分子化学」と題して講演いただき

ました。技術室からは田中高紀計測班長が「法人化後の大学技術職員の研修な

どの取組と方向」、大西政義機械回路工

作係長が「ＣＮＣ旋盤の導入」、榊原昇

一分析・データ処理係長がフィルムマス

クを利用した曲面に対するフォトリソ

グラフィー」、松崎剛技術職員が先端的

研究法実践集中講座の質量分析に参加

して」と題して発表した。今回の報告会

は年末の忙しい時期に開催したことも

あり聴講参加者数が例年に比べ少しすくなかった。しかし、いずれも活発な質

疑応答があり有意義な開催となった。

松川博昭



出張・研修報告



「若手専門人材育成シンポジウム」に参加して

谷畑公昭

平成 21 年 3 月 3 日（火）13：00～17：00、一橋記念講堂において、文部科学省産学官

連携戦略展開事業、「若手専門人材育成シンポジウム」が 5 ヶ年計画の内の初年度として

開催された。これに先立ち、当日 10：00～12：30 に別の会議室にて、「技術職員の育成

に関する情報連絡会」が開かれた。参加者は午前の部では約 40 人、また午後の部では約

100 人余しであったろうか。午後の部では、500 人収容の講堂からすると参加者が少なく、

若干空虚にも思えたが、広々とした会場は至極爽快であった。以下、午前と午後に分けて、

それぞれに感想を記述する。

＜午前の部＞

全国の大学、高専および公的研究機関のうち 10 の機関から参加があり、各々から研修

および育成に関する状況が発表された。ある機関から、自らの企画で研修を行なう場合、

テーマの選択に頭を悩ましている。研修のレベルが高ければ参加人員が集まらず、低くす

れば集まり易いが研鑽の意味合いが薄れる。そして、大抵参加する顔ぶれは定まっている。

やはり、複数の人間が集まれば、提示されたテーマについて難し過ぎると思う人もいれば、

易し過ぎると思う人もいて当然であろう。これらは何処にでもある話に思えた。

また、別の機関からはある企業の考え方の紹介として、実際に企業に相応しい人物とは

学業における成績優秀云々よりは「やる気」のある人物が望ましい。そして、そのような

「やる気」のある社員が必ず伸びて行く。やる気は（産学官を問わず）何処の世界でも必

要な素質かと思う。分かり易く言えば、必要条件であろうか。でも、やる気は充分条件で

はない。色々な能力を備えた上に、更にやる気が備われば優れた人材なのであると思った。

＜午後の部＞

午後の部は講演とパネルディスカッションの 2 部構成であった。講演では、「テクノロ

ジー・リエゾン・フェロー(TLF)研修プログラムについて」が新鮮で記憶に残った。これ

は研修者が大学の研究室を訪問し、教授等と面談してシーズになるべきものを探索調査し、

産業界への仲介を行なう人材を育成するものである。意に沿わずに仲介が成らなくても、

研修者には大学内に人脈ができる点を講師は強調していた。これらの人材は学術的な力量

だけでなく、企画力、調整力や交渉力等、総合的な技量を必要とし、一芸に秀でているだ

けでは役に立たないことを意味している。筆者にはこれまでに無く新しい世界に見えた。

パネルディスカッションでは、産業界、大学教員、大学技術職員と 3 様の出席者から其々

の発言があった。業界や専門が異なると、それに応じて考え方も変わって来る。それは至

極当然なことで、意見の合わないこともある。ある技術職員が「やる気」が重要であると

強調すれば、ある教員からは「やる気」があるだけでは駄目で、結果や資格（？）と言っ

た形にして見せてほしいと力説していた。この種の議論は午前の部でも出たものであるが、

筆者が思うに「やる気」と言う精神論だけでは唯々無力で、やはり強い意志から派生した

何かを伴ってこそ、誰氏もが認める人材と成り得るのであろう。かく在りたいものである。



京都大学 総合技術研究会に参加して

参加者氏名：石橋武、松川博昭、田中高紀、大西政義、

相原千尋、榊原昇一、奥村由香、松崎剛

１．派遣先の機関名及び派遣期間

京都大学

派遣期間：平成２１年３月９日～平成２１年３月１０日

２．研修テーマ・目的

「京都大学 総合技術研究会」に参加し、それぞれの専門分野の技術を習得する。

３．研修の概要

京都大学で開催された「平成２０年度京都大学総合技術研究会」に参加した。本研究会は、大

学共同利用機関および各大学・高等専門学校の技術者が、日常業務で携わっている実験装置の開

発、維持管理から改善、改良などの話題に及ぶ広範囲な技術的研究支援活動について発表する研

究会として企画されている。

初日に時計台記念館で４題の特別公開講座があり、その後吉田南総合館に於いて 1.機械・ガラ

ス工作技術、2.装置関係技術、3.回路・計測・制御技術、4.極低温技術、5.情報ネットワーク技術、

6.生体農林水産技術、7.医学・実験動物技術、8.分析・物性測定技術、9.実験・実習技術地域貢献

A.B.C、10.建築・土木技術、11.安全・衛生管理技術の１１会場において開催された。

発表内容も通常の学会等とは異なり、日常業務から生まれた創意工夫、失敗談等を重視し、技

術者の交流および技術向上を図ることを目的にしている。参加者総数は９４０名で、口頭発表が

１７４件、ポスター発表が１４０件であった。我が産研技術室からはものづくり、機器分析、情

報、ナノ加工等の分野で仕事をしているものが主に参加した。

４．研修中の感想又は希望等

冒頭の特別講演で京大における技術職員の働き、特に近年、独法化以後の大学におけ

る安全衛生の取り組みについて話が及び、技術職員の貢献が語られた。そのような背景

があってか、ポスター発表では安全衛生に関するものや大学の地域貢献に関するものが

多く見られた。なかでも理工離れ対策としての小中学生に対する理科教室やものづくり

教室開催のエピソードの発表が多くみられ、なかなか工夫がされていて実際に活動して

いる私たちにも参考になることが多かった。産研技術室からは相原係長と榊原係長が情報とナ

ノ加工に関して２題ポスター発表した。



年

このたび出張しましたので、下記のとおり復命します。

旅費確定額 円

月 )20 日 ( 水平成 21 年  5

410010-010023

平成 21 年

た。

 出張内容

主催：(株)島津製作所 秦野工場内　東京アプリケーション開発センターで2009
年5月19日、20日両日開催された「ICPS(Windows版)操作講習会」に受講・参加し

 出 張 先
(株)島津製作所 秦野工場内　東京アプリケーション開発センター

ICPS(Windows版)操作講習会

 出張期間  5 月 18 日 ( 月

（ 氏  名 ）

) ～

田中　髙紀
印

（ 部 局 等 ） 産業科学研究所技術室

（ 職  名 ） 班長（産研技術室）

 出張報告書

平成

　決　裁　欄

日月殿

出張内容の
  概   要



ICP 操作講習会に参加して

所 属 技術室 計測班 分析･データ処理係

氏 名 松崎 剛

１．研修先の機関名及び研修期間

（株）島津製作所 秦野工場内 東京アプリケーション開発センター

平成 21 年 5 月 19日～平成 21年 5月 20日

２．研修テーマ・目的

2009 年１月に総合解析センターに、新規装置として導入された ICP 発光分光

分析装置の操作講習会に参加し、装置の操作方法、メンテナンス方法を学び業

務に活かすことを目的とする

３．研修の概要及び成果

（株）島津製作所、秦野工場内で行われた ICP 操作講習会へ技術室田中班長と

共に参加した。２日間とも午前中に講義が行われ、午後からは総合解析センタ

ーに導入された ICP と同じ型の装置を使い実習を行った。講習内容としては 1

日目の講義は ICP の原理、概要などの基礎事項、実習では、基本操作と装置メ

ンテナンス方法を学んだ。2 日目の講義は、実試料分析に必要な各種補正方法、

測定方法などを学び、実習では応用操作（定量分析の各種補正方法、測定手法

など）を学んだ。成果としては、内容が濃く多岐にわたり学ぶことができ、ま

た多くの質問にも答えて頂き大変参考になった。

４．研修中の感想又は希望等

ICP が導入された際にメーカーによる講習会はなされたが、さらに知識を深め

るため今回 2日間の操作講習会に参加した。操作法は比較的分かりやすく、メ

ンテナンスについてもトーチ、チャンバー、ネブライザーなどのガラス器具を

割らないように注意すればそれほど難しいものでもなかった。操作講習会では、

試料の前処理法については講義で学んだだけで、実際に前処理をしたわけでは

ないが、大学内で分析する際、様々な試料があるがそれに対応した前処理の方

法が非常に多く、前処理を行う段階が難しいと感じた。



大阪大学学外技術研修報告書

平成 21 年 6 月 12 日

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

大宮ソニックシティ 国際会議場

平成 21 年 6 月 4 日～平成 21 年 6 月 5 日

２．派遣用務（研修テーマ）

第７6 回日本分析化学会有機微量分析研究懇談会、第 80 回計測自動制御学会

力学量計測部会第 26 回合同シンポジウムに参加し、有機微量分析に関する最新

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

この合同シンポジウムは全国の大学の研究者、技術職員と装置メーカーを含

めた企業の研究者、技術者とが一堂に会して研究成果の発表、技術情報の交換

を行う場で今回は約 120 名の参加があった。内容としては、一般講演 8 件、特

別講演 2 件、ポスター発表 18 件、メーカーによる装置の紹介などが行われた。

また組成分析、分光分析、状態分析、化学分析など広範囲にわたって発表がな

されていた。元素分析に関する内容では「空気下で取り扱えない試料のサンプ

リング－ガス置換型グローブボックスを用いてー」というポスター発表がされ

ており、不安定試料の測定に関する知識が得られ大変参考になった。また埼玉

大学院理工学研究科の千原貞次先生の「ユーザーのつぶやき」というトピック

スプレゼンテーションで試料の精製方法や元素分析に提出するための良い試料

例などが報告され日常の業務にいかせる内容を聞くことが出来た。

４．研修の感想又は希望等

大変参考になる内容の講演、ポスター発表があった。今年は元素分析に関す

る内容の講演、ポスター発表は少なかったように思う。大学や企業の研究者、

技術者の方々と交流を深めることができ有意義であった。



 

技 術 研 修（出張） 報 告 書 
 

                                                       平成２１年 ６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 

 核物質管理センター（2009年6月26日） 

 

２．派遣用務（研修テーマ） 

 国際規制物資の使用に関する申請及び報告の記載要領講習会 

 

３．研修の概要及び成果（字数は制限しない。） 

                                    

核物質管理センター主催の、国際規制物資の使用の手引きに関する講習会に

参加した。放射性同位元素に比べて、管理に対する法規がとてもゆるいことを

教わってきた。産研において今後使用が考えられる電子顕微鏡試料染色のため

の酢酸ウランを使用するに当たって、変更届を提出する必要があることが分か

った。講義で配布された手引書は非常に分かりやすく書かれており、今後の対

応に役に立つと思われる。 



ガラステクニカルフォーラムに参加して

工作班 松川博昭

＊ 研修先

大阪府立大学 学術交流会館 平成２１年７月３１日開催

＊ 研修目的

ガラステクニカルフォーラムに参加し、講演および討論会を通じて技術力の向上

を図る。

＊ 概要および感想

私は現在、CONNECT（全国国公立機関に携わるガラス工作技術者の会）に所

属し会長を任ぜられている。CONNECT は１.５～2 年間隔でガラス工作技術シン

ポジウムを開催し、各ガラス工作技術者の技術力の向上、技術の伝承など現状で

は困難な状況にある機関が多く、会員全体が力を合わせて研究支援に取り組んで

いる。

今回のフォーラムはシンポジウムの間隔が少し空きすぎるため、シンポのよう

に会員の発表はなく、講師をお願いして講演を３件と集まった人による討論会を

行い技術力の向上を図ろうと大阪府立大学工学部工作技術センター渡辺一功氏に

お願いし実現した。

今回のフォーラムには青森、仙台などかなりの遠方からも参加していただき 30

名ほどの参加のもと、合成石英ガラスの製造開発に携わられた元重正洋氏、分光

法、触媒の研究者としてガラス実験装置のヘビーユーザーの大阪府立大学工学研

究科 准教授 松岡雅也先生、元名古屋大学理学部 技術部技術長 野田敏昭氏

（前 CONNECT 会長）の 3 名に講演していただきました。発展する合成石英ガ

ラスの有用さやガラス実験装置は今後も

絶えることなく貢献している、また、技

術の伝承や向上には斜めの関係が大事で

あることなど色々な観点からガラスに関

して学ぶことができた。

討論会ではその先生方にも参加してい

ただき忌憚のない意見交換ができさらな

る高みを目指す意欲が湧いてきた。

今回、共催というかたちで CONNECT は参加させていただきました。

実行委員長渡辺一功氏を始め、準備段階からお世話いただいた大阪府立大学工

学部工作技術センターの皆様、大阪府立大学の関係各位にはこの場を借りてお礼

申し上げます。



 

技 術 研 修（出張） 報 告 書 
 

                                                       平成２１年 ９月９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 

国際会議 “Innovative Nanoscience of Supermolecular Moter Proteins”

  於 京都大学 芝蘭会館（2009年9月9日） 

 

２．派遣用務（研修テーマ） 

微細加工技術を駆使したデバイスに関するポスター発表 

 

３．研修の概要及び成果（字数は制限しない。） 

私たちが開発した親水・疎水パターンを利用したマイクロチャンバーシス

テムと、その応用実験についてのポスター発表を行ってきた。午前中は招

待講演が中心の講演を聴き、午後の 2 時間がポスター発表の時間であった。

生体一分子実験の関係者が多い中、異質な内容であったが、説明を聞いて

くれた方は “Cool” と言ってくれていた。聴衆は知人が 5 名、ファースト

コンタクトの方が 3 名だった。成果としては、マイクロデバイスの応用方

向に関して、やっぱり細胞や細菌系が受けることが改めて認識された。 

 

 



平成２１年度 装置開発部門 部門別研修実施要項

報告者：松川班長、大西係長

日時 ：平成２１年９月１０日（木）１３：３０～１７：００

場所 ：大阪市大 工学部会議室

時間 テーマ等 演題、講師等

13:30～14:30 特別講演 大阪大学 産業科学研究所 技術室

工作班 機械回路工作係長 大西政義

「研究支援に携わった 26 年」

14:40～15:40 特別講演 大阪大学 産業科学研究所

技術室 工作班長 松川博昭

「研究は私たちが支える」

16:00～17:00 技術報告及びディス

カッション

装置開発部門 佐藤高之 中原啓晃

「市大の装置開発系技術支援業務の現状と

今後」

報告後、全員でディスカッション

「大学における、装置開発系技術支援業務の

あり方」等



大阪市立大学 装置開発部門研修会に参加して

所 属 技術室 工作班 機械回路工作係長

氏 名 大西 政義

１．派遣先の機関名及び派遣期間

大阪市立大学工学部

平成２１年９月１０日

２．研修テーマ

「大阪市立大学 装置開発部門研修会」に参加し、大学において研究支援業務に携わる技術者

との交流及び研究支援のあり方についてのディスカッションを目的とする。

３．研修の概要及び成果

平成 21 年度大阪市立大学 教室系技術職員「技術研修Ⅱ 部門別研修（装置開発部門）」に参加

した。 この研修会は、大阪市立大学装置開発部門の技術職員が、日常業務で携わっている実

験装置の開発、維持管理の話題から改善・改良の話題等技術的な研究支援活動について発

表する研修会である。 今回は、研究支援課の研修担当者より特別講演の依頼があり、松

川班長と２人で参加した。 研修内容は私達２人の特別講演（各 60 分）の後、装置開発部

門の佐藤氏と中原氏による「市大の装置開発系技術支援業務の現状と今後」について報告

があり、その後全員で「大学における、装置開発系技術支援業務のあり方」についてディ

スカッションを行った。 研究支援業務のあり方や価値観は自分たちの置かれている環境

を元に考えていたが、ディスカッションすることによってその環境は所変わればずいぶん

と違う事を認識させられた。 研究支援業務は、独自で成り立っているのではなく、事務

と研究者との連携による相互理解と協力体制でスムーズかつ発展的に行える事に改めて気

付かされた。

４．研修中の感想又は希望等

今回参加した研修会では参考になる発表を聞くことができた。 研修の成果でも述べた

が、事務や研究者の理解と協力があってはじめて研究支援業務が円滑に進む事を意識し、

今後も研究支援を続けたいと思う。 独りよがりになることなく、ニーズやシーズの追求

を怠らず日常業務に励みたい。 さらに所内や大学内だけでなく、全国的な集まりで技術

支援業務について意見交換していきたい。



大阪市立大学の研修に参加して

工作班 松川博昭

＊ 研修先

大阪市立大学 工学部会議室 平成２１年９月１０日開催

＊ 研修目的

大阪市立大学 装置開発部門 部門別研修の講演演者になり自己啓発を目指す。

＊ 概要および感想

大阪市立大学 装置開発部門所属の中原啓晃氏より１時間の講演依頼があり、

技術交流も兼ねて当工作班の大西政義機械回路工作係長と２名が講演することに

なった。

私は技術室報告会や大阪大学技術者研修、ガラス工作技術シンポジウムでの技

術発表は経験してきているが、講師として講演することは初めてでまた、持ち時

間 1 時間と今までの倍以上であった。大変なことを引き受けてしまったと思う反

面、自分を見つめ直す良い機会を与えられた。色々と考慮した結果、「研究者は私

たちが支える」と題して講演した。内容は研究者は色々な人が支えているが技術

職員が大きなファクターを占めること、また、職場の環境（道具、組織、人）が

良くなることで最高の支援ができること、自己啓発の大切さなどを事例を挙げな

がらまとめてみた。

今回初の講演だったので中々思っていることが伝えられたかどうか心配だが、

それ以上に私自身大きな成長につながったと思っている。



産業科学研究所技術職員研修報告書

平成２１年９月２９日

技術室運営委員長 殿

職 名 計測班分析・テータ処理係

氏 名 松崎 剛

１．研修（シラバス）名及び研修期間

科目名：先端的研究法・質量分析（授業コード：241201）

期 間：平成２１年９月１４日～平成２１年９月１８日（集中講義）

場 所：大阪大学豊中キャンパス 理学研究科

２．日常業務と研修（講義）内容の関連

現在は総合解析センターで、元素分析の依頼分析とICP発光分光分析装置の管理を行

っている。

また今年度より質量分析装置JMS-T100LC(ESI),JMS-600(FAB),JMS-700(FAB)の管理

を担当することになったが、今後はさらに質量分析装置 JMS-700の高分解能依頼分析、

新規導入予定のFT-MS、CSIの依頼分析とMALDI、GC-MSの管理をする予定である。

今回は新しく担当する質量分析についての知識を深めるために理学研究科の集中講

義の研修に参加した。

３．研修のテーマ・目的

多様な試料に対応した種々のイオン化法の原理などを系統的に学ぶとともに、解析

技術を習得し、実際の測定に役立てることを目的した。

４．研修の概要

質量分析集中講義の全体の内容としては１日目の午前中は実習、午後から基礎講義。

２日目も午前中は実習、午後から基礎講義。３日目は午前中実習、午後から応用講義

（公開シンポジウム）。４日目、５日目共に一日中実習を行った。全ての実習期間中

において参加人数は１０名～１２名程度であり、実習の先生方は大阪大学科学教育機

器リノベーシュンセンター新間秀一先生、大阪大学理学研究科KIM Kwang先生、高畑良

夫先生であった。

具体的な実習内容として１日目はTOF(Time-of-Flight)の原理説明を受け、マルチタ

ーンTOFを用いたタンデム飛行時間型質量分析装置の見学をした。２日目は試料前処理

法１（ゲル内消化法）を学んだ。３日目は計算によるスペクトル解析、FT-MSの操作法

を見学した。４日目は試料前処理法２（リン酸化タンパク質解析のための試料前処理）

タンパク質の還元アルキル化、酵素消化、TiOカラムを用いたリン酸ペプチドの濃縮を

実習した。５日目は試料前処理法１（ゲル内消化法）を行ったものをFT-MSで、試料前

処理法２（リン酸化タンパク質解析のための試料前処理）を行ったものをMALDIで簡単



な測定、及び解析を行った。

基礎講義については１日目と２日目の計約１０時間、大阪大学理学研究科の豊田岐

聡先生が担当された。参加人数は約５０名で質量分析の原理、質量分析の歴史、真空

ポンプについて、各種イオン化法、質量分離部の種類と特徴、検出器/データ処理、応

用研究例プロテオーム解析、マススペクトルの読み方、質量分析基本用語などについ

ての講義であった。３日目に行われた応用講義（公開シンポジウム）は、参加人数は

約４０名であった。様々な大学の先生方の講演が持ち時間３０分で８件行われた。内

容としては、

・豊田岐聡先生の｢質量分析の原理と応用（概論）｣

・新間秀一先生の ｢リン酸化ペプチド解析における装置の提案｣

・慶応義塾大学の石濱泰先生の｢リン酸プロテオーム解析の最前線｣

・大阪府立母子保健総合医療センター/大阪大学医学系研究科連携大学院

の和田芳直先生の｢糖鎖関連疾患の診断｣

・大阪大学工学研究科の福崎英一郎先生の｢メタボロミクスの原理と応用｣

・大阪大学蛋白質研究所の高尾敏文先生の｢プロテオミクスによるバイオマーカ探索｣

・熊本大学の荒木令江先生の｢融合プロテオミクスによる疾患関連タンパク質群

の解析｣

・大阪大学理学研究科の倉光成紀先生、KIM Kwang先生による｢大阪大学における質量

分析依頼｣等の講演があった。

５．研修の成果

豊田岐聡先生の基礎講義で、

原理や種々のイオン化法など

様々な事を教えて頂き新たな

知識を得ることができた。応

用講義では、難しい内容では

あったが質量分析装置の様々

な使われ方や解析や最前線の

内容を聞くことができ大変勉

強になった。実習では、普段

学ぶことのない生物系の前処

理の方法を知ることが出来た。また総合解析センターに新規導入予定であるFT-MS、MA

LDIについての知識を深めることが出来た上に、簡単ではあるが装置の操作法も学ぶこ

とができ、これからの職務内容であるFT-MS、MALDIの依頼分析、管理に大変役立つ内

容であった。

６．研修の感想等

理学研究科生物科学専攻博士後期課程の内容であり、専門分野が違ったため、博士

後期課程ということで所々難しい所があったが、様々な知識を吸収することができた。

またこれからもこのような機会があれば参加し、スキルの向上に努めたい。

最後に関係各位の皆様にこの先端的研究法集中講義質量分析に研修という形で参加

させて頂きましたことを厚く御礼申し上げます。



出 張 報 告 書

平成２１年１０月２１日

職 名 計測班 計測・情報システム係長

氏 名 相原 千尋

１．派遣先の機関名及び派遣期間

サン・マイクロシステムズ 品川トレーニングセンター

平成２０年９月２９日～１０月２日

２．派遣用務（研修テーマ）

Solaris8/9 管理者のための Solaris10 システム管理速習

３．研修の概要及び成果

本研修はサン・マイクロシステムズ社主催のトレーニングコースの一つであり、Solari

s8/9 のシステム管理スキルを持つ者を対象に Solaris10 システムの運用管理やサポート業

務を行う際に必要となる知識、技能を短期間で効率よく習得するコースである。

コース期間は３日間で、座学と実機を使った演習が行われた。内容についてであるが、S

MF、ディレクトリ階層、ローカルディスクデバイスの管理、ファイルシステムの管理、パ

ッケージとパッチの管理、ユーザー管理、システムセキュリティ、クラッシュダンプとコ

アファイルの管理、NFS、SVM、ブートサービスなどが有った。Solaris10 からは、システ

ムの管理手法が大幅に変更になっており、サービスにおいてもそれぞれの依存関係が明確

に定義できるようになっている。また、旧 OS から引き継がれているサービスなどにも数々

のアップグレードが行われて機能拡張が多数含まれている。本コースを受講することによ

り、それらの機能拡張の細部に関することや OS に関する体系的な知識や技法を習得するこ

とができた。今後のシステム管理に役立てていきたい。



大阪大学学外技術研修報告書

平成 21 年 10 月 26 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

岡山大学 創立 50 周年記念会館 大会議室

平成 21 年 10 月 2 日

２．派遣用務（研修テーマ）

第 30 回有機微量分析ミニサロンに参加し、元素分析に関する分析技術、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

岡山大学で行われた第 30 回有機微量分析ミニサ

ロンに参加した。今回は新規会員を含め 43 名の参

加があった。最初に奥宮正和先生の｢有機微量分析ミ

ニサロン 30 周年を迎えて｣と題された講演でキシダ

化学の有機元素分析用標準試料の昇華性の強弱と乾

燥条件など苦労し研究された内容を聞くことが出来、

大変参考になった。次に京都大学化学研究所の平野

敏子氏よりイオウ、ハロゲン元素分析装置 XS-100

についての講演をして頂き、燃焼装置の原理、イオ

ンクロマト装置の原理から分析例、メンテナンス費

用など細かい内容まで聞くことが出来た。その他に

もここ数年行われていなかった昼食会、展示を行う

ことで様々な情報交換をする場になり良かったと思

う。

４．研修の感想又は希望等

昨年、今年とミニサロンの世話人を担当することになり昨年は大阪大学産業科学研究

所で行われ、今年は岡山大学での開催となり無事に２年間の世話人の業務を終えること

ができた。世話人は大変であったがミニサロンの運営に関われたことで会を詳しく知る

ことが出来、勉強になった。



Autodesk University Japan 大阪勉強会に参加して

所 属 技術室 工作班 機械回路工作係長

氏 名 大西 政義

１．派遣先の機関名及び派遣期間

大阪中之島中央公会堂

平成２１年１０月１５日

２．派遣用務（研修テーマ）

「Autodesk University Japan 大阪勉強会」に参加し、CAD 業務に携わる技術者との交流及び

CAD 作業のスキル修得および新製品の動向･新技術等の情報収集を目的とする。

３．研修の概要及び成果（字数は制限しない。）

「Autodesk University Japan 大阪勉強会」に参加した。 この勉強会は、オートデスクユー

ザー会が企画運営している CAD 業務に携わる技術者との交流及び CAD 作業のスキル修得お

よび新製品の動向･新技術等の情報を提供する勉強会で、この度大阪で初めて開催された。

今回は、オートデスクを始め３Ｄコネクション・ＮＶＩＤＩＡ・日本ヒューレットパッ

カード社等のメーカーやオートデスクユーザー会から９名の報告や新製品等の紹介・デモ

機体験があった。 発表内容も、日常業務から生まれた創意工夫・失敗談等も交え、ユー

ザー側に立った技術向上を目的としている。 今回は、発表に先立ちオートデスクユーザ

ー会が 2008 年度のオートデスクユニバーシティ開催報告を行い、続いて「AutoCAD VS

JW-CAD」と題して、それぞれのユーザーが所定の同一モデルをより早く作成するデモを行

った。 私はどちらの CAD も使用した事があるので、それぞれのアウトライン作成のアプ

ローチが違っていて参考になった。 次に参考になったのが３Ｄコネクションの松浦武敏

氏が行った３Ｄマウスの製品紹介である。 ＣＡＤ作業で３Ｄマウスを使用する主な利点は、

モデルの方向変更、ズーム、ローテーションを行うために何度も止まることなく、カメラビューと

モデルに複雑な操作を簡単に行える点である。３Ｄマウスを使うと、これら３つの動作を同時に

行うことができるので３Ｄモデルを作成する時に便利だろうと思った。

４．研修中の感想又は希望等（字数は制限しない。）

今回参加した勉強会では参考になる発表を多く聞くことができた。 是非とも今後の業

務において活用していきたいと思う。 また、今回の勉強会で 11 月にオートデスクユニバ

ーシティ開催の情報を知る事が出来たので、更なる技術の研鑽と情報収集のため参加を申

し込む事が出来た。

私の身近にはＣＡＤ業務を行っている技術者が少なく、日常業務における作業の疑問や

工夫点を討論できる機会は少ない。大学内での技術職員交流において解決される場合もあ

るが、専門的な集まりであればより一層の効果が期待できる。 これからもＣＡＤ技術者

と技術の研鑽を行っていきたい。また、機会があれば日頃の業務で培ったノウハウを発表

してみたいと考えている。



 

技 術 研 修（出張） 報 告 書 
 

                                                      平成 21 年 11 月 6 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 

国際会議 “The 13th International Conference on Miniaturized Systems for Che

mistry and Life Sciences (μTAS2009)” 於 Jeju, Korea, ICC（2009年11月1-5日） 

 

２．派遣用務（研修テーマ） 

微細加工技術を駆使したデバイスに関するポスター発表 

 

３．研修の概要及び成果 

この研究会は、化学・生物学実験を微小空間で行うことによって新しい実験系を開

発することを目的とした研究者が一堂に会する研究会であり、流体工学から材料科学、

生化学など、従来分散していた分野の研究を一度に見ることができる機会である。業

務に役立つ情報として、微小液体の新しい制御法や、シリコンナノメートル構造の自

己分散などの新しい技術を知ることができた。また、私たちが良く使っている材料に

関する新しい改造法や、その材料に変わりうる新しいポリマーに関する知識を得るこ

とができた。 

私たち自身は従来法とは一線を画する微小液滴の作製と、その応用実験に関するポ

スター発表を行ってきた。従来よく利用されている微小液滴は、微小流路内で水相を

せん断することによって作製されており、均一で膨大数な液滴を利用した実験系とし

て応用されている。私たちは流路を使わない微小液滴作製技術を開発し、個々の液滴

に対してアドレスが可能な実験系として応用実験を行った。新しい方法であることと、

生体一分子実験を対象としていることが見学者の興味を引いていた。 

 

 

 



Autodesk University Japan2009 に参加して

所 属 技術室 工作班 機械回路工作係長

氏 名 大西 政義

１．派遣先の機関名及び派遣期間

ロイヤルパークホテル（東京都中央区日本橋）

平成２１年１１月１１～１２日

２．派遣用務（研修テーマ）

「Autodesk University Japan2009」に参加し、CAD 業務に携わる技術者との交流及び CAD 作

業のスキル修得および新製品の動向･新技術等の情報収集を目的とする。

３．研修の概要及び成果

「Autodesk University Japan2009」に参加した。 この催しは、オートデスクが年１回開催

する CAD業務に携わる技術者との交流及び CAD作業のスキル修得および新製品の動向･新技

術等の情報を提供するオートデスクユーザのためのイベントで、昨年初めて開催され、今

年が２回目の開催となる。

今回のテーマは「学びと交流の場」で、オートデスクを始め各業界のリーダーとして活躍

するスピーカ陣によるテクニカルクラスやハンズオントレーニングクラス、そしてユーザ同士のネ

ットワーク作りの機会が提供された。 学びの場では、オートデスクの最新ソリューション

を「学校形式」で学び、クラス分けにより AutoCAD をはじめさまざまなアプリケーション

を対象とした製品技術情報を解説するテクニカルクラスや製品を実際に操作しながら学べ

るハンズオントレーニング、パワーユーザによるヒントとコツなどを学ぶ事が出来るカス

タマイズのコース等が入門者から中級・上級者まで受講できる。 私は、AutoCAD と

Inventor を中心にハンズオントレーニングやカスタマイズ・講義等を受講した。 また、

交流の場ではオートデスクをはじめ 12 のパートナーから新製品等の紹介・デモ機体験があっ

た。 さらに、ランチタイムの AutoCAD ブースでは「AutoCAD 使いこなし診断」と題した

ミニクリニックに参加したり、休憩時間にミニセミナーを受講して最新の製品動向を知る

事が出来た。 これらの講義で参考になったのが最新の製品について変更になった箇所と

従来の作業をスムーズに行うためのテクニックである。 近年ＯＳの変遷に伴いグラフィ

カルユーザーインターフェイスも進化し、アプリケーション立ち上げ時の初期画面も大き

く様変わりし、バージョンアップ後初めて使用する時にはかなり抵抗感があったが、ハン

ズオンセミナーを受講する事で違和感が取り払われた。 次に参考になったのが３Ｄコネ

クションの松浦武敏氏が行った３Ｄマウスの製品紹介である。 ＣＡＤ作業で３Ｄマウス

を使用する主な利点は、モデルの方向変更、ズーム、ローテーションを行うために何度も止まるこ

となく、カメラビューとモデルに複雑な操作を簡単に行える点である。 実際にデモ機で３Ｄマ

ウスを使うと、これら３つの動作を同時に行うことができ、今まで３Ｄモデルを作成する時に感

じていた操作性の手間が軽減され便利だと感じた。

４．研修中の感想又は希望等（字数は制限しない。）



今回参加した勉強会では参考になる発表を多く聞き、ハンズオンセミナーでは実機に触

る事が出来、新たな機能や新製品の操作性等を体験することができた。 是非とも今後の

業務において活用していきたいと思う。 10 月 15 日開催の Autodesk University Japan 大阪

勉強会で今回のイベントを知る事が出来、参加できたので良かったと思う。

これからもＣＡＤ技術者と技術の研鑽や交流を行っていきたい。また、機会があれば日

頃の業務で培ったノウハウを発表してみたいと考えている。



職場におけるメンタルヘルス対策セミナーに参加して

谷畑公昭

日時：平成 21 年 11 月 18 日（水） 13：00～15：30

場所：池田市 インスタントラーメン発明記念館 セミナー室

これまで、このような分野に関連もなく過ごしてきたが、時代の潮流か、初めて関心を

抱き、「メンタルヘルス対策」とは一体どのようなものかと思った次第である。今回、セ

ミナーへの参加は情報収集の類と言えば主催者には迷惑千万かも知れないが、事実はそう

なのである。セミナーの対象者は企業の管理者や人事担当者、そして一般となっている。

その中で、一般の人たちに混じっての聴講であった。講演は 2 件あった。

前者は臨床心理士の講演であり、言葉の定義から明確に聴かないと理解できない、専門

的で密度の高い内容であった。後者の講演は企業における実践例の紹介であった。

初めの講演では、「うつ病」と「うつ状態」は基本的に異なり、うつ病は最悪（自殺）

の事態に至ることもあるが、うつ状態ではそうはならないとのことであった。メンタルヘ

ルス対策は当該対象者によって「発症管理」、「兆候管理」、「健康づくり」の段階があり、

効果的なケアを行なうためにはどの段階かを把握する必要がある。いずれも早く気付いて

適切な対応を講ずることが必要である。

今や社会は不況の時代、景気も直ぐには戻らないと言うより、更に悪化の恐れもあり、

労働者にとっては非常に厳しい背景が根底にある。そのような中で、職場における様々な

活動は精神の軋みを生み出し、メンタルヘルスの必要性は通常の健康診断と並んで、その

重みを増している。企業にとって労働者は貴重な人材であり、途中離脱や辞職は大きな損

失となる。これが一般的な捉え方であり、厚生事業推進に対する原動力のように思える。

次の講演では管理者として要求される能力や資質は多種あるけれども、企業の管理者登

用試験においては、メンタルヘルス対策に適応できる能力が必須であるとの話しであった。

人材登用の段階で管理者としての義務と責任を促し、資質向上を意識した選抜制度である。

そこに、企業の意気込みが感じられた。

片や、我々が職場の状態や如何に。法人化して数年、まだ国家公務員時代の余韻が残っ

ているのかも知れない。「なんでも相談室」が設置されているが、実態は良く知らない。

そして、これまで講演会やアンケートを実施した事実も余り記憶にない。平たく言えば、

企業の制度に比較すればお粗末なように思える。言い換えて、それ程に企業より恵まれて

いるかと言えば、任期付や非常勤職員の数も増え、安定とは言い難い。

2 つの講演を併せて考えると、究極的には「職場のメンタルヘルス対策」とは管理者の

優れた資質によって適切な対応が執られることで、最悪の事態を避けるだけでなく、職場

組織が上手く機能するように思えた。そして、そのような管理者を持つことが、職場とし

て幸いなことであり、また構成員一人ひとりにおいても幸いなことである。

惹いては、組織としてそのような管理者を選抜する制度や手段、また育てる体制を構築

することが重要課題かと考える。



職場におけるメンタルヘルス対策セミナーに参加して

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．研修先及び期間

場所：池田市インスタントラーメン発明記念館 セミナー室

日時：平成２１年 11 月 18 日（水）13 時～15 時 30 分

２．用務

職場におけるメンタルヘルス対策セミナー

３．概要及び成果

「職場におけるメンタルヘルス対策セミナー」が開催されることを知り、筆者は技術室

の安全管理の担当者でもあり、また阪大以外での取組み方を知りたいとの思いから早速

に申込みました。当該セミナーでは以下の２件の講演を聴講しました。

(1）「働く人の心の健康のために」と題して

（独）労働者健康福祉機構メンタルヘルス対策支援センター 臨床心理士 萩原清人

(2）「企業におけるメンタルヘルスの実践例と紹介」と題して

某企業 総務部労務厚生部門長

1） 初めはメンタルヘルスの基礎知識（ストレスや心の病気の基礎知識）、基本的な考え

方、ストレス社会における生産性、うつ病、神経症（ノイローゼ）、心身症、燃え尽き

症候群などの事例と対処方法について話された。

中でも「うつ病」と「うつ状態」の違いや、今や社会問題になっている自殺者の増大

とその対策などについての内容が記憶に残っています。活き活きと働ける職場作りには

職場でのコミュニケーションが最も大切であり、これが一番有効なことですが、現実に

は職場全域での人間関係の融和は難しいように思います。何故なんでしょうか。

それは時として個性や自我が働き、同時にプライバシーというものが付いてまわるの

で、誰しも心に踏み込めない一線を抱えているからでしょう。

また、「労働安全衛生法では『労働者の安全と健康の確保に必要な事項が義務づけら

れていますので、これらが同時に安全配慮義務の内容になると考えられます』」となっ

ていることも改めて気付かされました。

2） 次に、ある企業において過去の苦い経験から得た現在の取組みが紹介された。

組織上の問題、管理職の義務と責任と在り方、基礎知識について、個人のプライバシー

配慮についてなど難しい問題を含みながら相談を受ける場合の注意点など多くの参考例

を聴いた。この場合でも企業におけるメンタルヘルス対策としては職場でのコミュニケ

ーションが最も大切であると認識していることが判った。また、職場のメンタルヘルス

対策にとって、特に管理者の資質が重要なことが指摘されていた。



４．感想又は希望等

このメンタルヘルス対策セミナーを受講された企業参加者や一般参加者合わせて総勢

78 名の方々は熱心に聞いておられました。率直に言ってその熱心さに圧倒されました。

今回出席したセミナーの雰囲気を今一度振り返ってみると、未熟ではありますが筆者自

ら明るい職場作りのお役に立ちたいと願わずには居られません。併せて、学内や所内の

事を改めて考えるきっかけとなりました。

近々、大阪大学ではパワハラ相談室が新設されると聞いております。

また、当該セミナーの開催と同時期に産研でパワハラに関する講演がありました。残念

ながら教授の聴講者は数名であり、産研所長からもこのような状態はよくないとのお言

葉でした。学内においても同時期にメンタルヘルス対策の講義を聴く機会がありました

が、産研開催の講演と同様に参加人数が少ないと感じました。この点だけを見ても、ま

だまだ大阪大学の事業所として安全管理全体に渡っての取組み方が本気でないように感

じられます。

これまで学外のことはほとんど知らずに過ごしておりましたが、このセミナーに参加

してから大学の取組みにちょっと疑問が湧いてきました。独立行政法人化後、大学の取

られた組織や管理機能は充分に上手く機能していないように思われます。制度はあるに

しても実際に身近に起こりうる事例をどのように対処するのか、大学の重要課題だと思

います。この問題解決は管理者も含めて構成員一人一人の認識や良心に任せているので

しょうか。パワハラ相談室が新設されるにあたり、これから更なる充実を期待したいと

ころです。

私たちの技術室では組織が創設以来二十数年を経ていますが、世間の情勢と同様に、

そろそろ経年疲労が蓄積されている頃です。管理者たる室長も代を重ねて現在に至って

います。組織が上手く機能するか、しないかの分かれ目は管理者の能力に依存します。

「温故知新」、歴代の室長の技量と器量を総括することで、これからどうあるべきかと、

新しい室長像を描くことも今の時代では必要かも知れません。今流行の「事業仕分け」

の技術室版でしょうか。少なくとも、現在の足元を見つめ直すことは意義があります。

そして、このことが、職場のメンタルヘルス対策に繋がることは言うまでもありません。

これからメンタルヘルスに関する勉強会などがあれば学内外を問わず、是非とも参加

したいです。今後、職場でのコミュニケーション作り、そして安全管理の取組みについ

て積極的に支援したいと思います。



日本放射線安全管理学会「第8回学術大会」に参加して

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．出張先及び期間

長崎大学医学部記念講堂・良順会館 平成２１年１２月２日～１２月４日

２．用務

日本放射線安全管理学会第 8回学術大会にてポスター発表

３．概要及び成果

今回、日本放射線安全管理学会主催「第 8回学術大会」が長崎市の長崎大学医学部記

念講堂・良順会館で開催され、ポスター発表を行った。

ポスターの題目は「施設利用者から見た放射線安全管理（Ⅱ）」で、池田稔治助教と

の連名による発表であった。

産研のコバルト照射施設において過去４０年余りの間に起ったヒヤリハットならびに

安全管理上での不具合な点について総合的にまとめた。

その中で、「物損」・「火災」・「人身」に分類し、15例に凝縮して画像で紹介した。

併せて、安全の観点から改善・改良策ならびに提案・要望に関する項目を紹介した。

また、「百聞は一見にしかず」と、コバルト照射室の断面を模型にして会場に持ち込み、

15 例の画像と共に説明した。Fig.１に縮尺 1/25 の模型を示す。

《試料出し入れ（重量扉）側からの断面》

製作縮尺は1/25Ｆｉｇ．1 試料照射室断面

放射線施設利用者の立場から見た場合、利用者がふと気付く点、観察点などを含めて、

改善策の指針になればとこのような工作物をポスター会場に掲示した。会場内では、発

表内容と合わせて多方面からの関心と質問攻勢に遭い、大きな反響を得た。

特に、大阪大学内の参加者からは予想だにしなかった感嘆の声すら上がり、苦労して模



型工作に取り組み、会場まで搬送したことが報いられた瞬間でもあった。そして、人的

交流と多くの情報が得られ、大変有意義な発表であった。

そして、連名発表者の池田助教が長年に渡り古い施設をここまで管理してこられたこ

とへの感謝の念を皆さんが述べておられるのを傍で聞いていてこの仕事を続けてこられ

たこと、また感謝の気持ちをどのように伝えたらいいのか阪大関係者は皆同じような思

いだったと想像しております。Fig.２に会場の様子を示す。

Fig.2 ポスター会場での様子、池田助教と阪大工学部飯田教授

４．感想又は希望等

この学会へは初回の大阪大学開催から今回の長崎開催まで通算 8回参加させていただ

きましたことに大変感謝しております。連名発表者の池田稔治助教が、今年度で定年を

迎えられるにあたり、今一度改めて、産研の放射線管理施設全般の安全管理について多

くのことを残されたことに感謝し、これまでの仕事を後世に伝えなければならないと強

く思った次第です。

これまで、筆者は池田助教の下で共同利用施設として安全管理のイロハから教えてい

ただきました。このような貴重な人材を大阪大学が失うことは非常に残念です。また、

これまでに蓄積された貴重なノウハウを引き継ぐこともなく、潔く去って行かれるのは

傍にいる人間としては誠に耐え難いものがあります。

これまで、いつも管理についてアドバイスをいただき、また実行してこられた池田助

教に感謝すると共に、筆者の為すべきことは何かと問うているところですが若輩にはそ

れが難しくて、いまだに見つかっておりません。

これから技術室の安全管理担当として、尚一層気を引き締めて取り組んで行かねばと

強く感じました。そして、産研の皆さんがどれだけ安全管理について認識しておられる

か、また認識しようとされているか、そのあたりの努力が必要かと感じました。最後に、

長崎の地で最終のポスター発表が出来にことに重ねて感謝いたします。



衛生管理講座（衛生工学衛生管理者コース）に参加して

所 属 技術室 工作班 機械回路工作係長

氏 名 大西 政義

１．派遣先の機関名及び派遣期間

大阪安全衛生教育センター （大阪府河内長野市河合寺）

平成２２年１月１２～１５日

２．派遣用務（研修テーマ）

「衛生管理講座（衛生工学衛生管理者コース）」に参加し、衛生工学衛生管理者免許取得（作業

環境を改善し快適な職場環境を形成すること）を目的とする。

３．研修の概要及び成果（字数は制限しない。）

「衛生管理講座（衛生工学衛生管理者コース）」を受講した。 この講座は、国家資格である衛

生工学衛生管理者免許を取得することを目的に、衛生管理者規程に基づき厚生労働大臣の定める講

習として中央労働災害防止協会(安全衛生教育センター）が指定を受けて実施するものである。 私

が受講したのは４日間コースで、第 1種衛生管理者の資格取得者が受講するコースで衛生工学衛生

管理者資格取得に必要な５科目の内、労働基準法・労働安全衛生法・労働生理を除く 2科目（労働

衛生工学・職業性疾病の管理に関する知識）を受講するコースであり、労働衛生工学では、座学と

共に実習として換気装置性能実験を行った。

４．研修中の感想又は希望等（字数は制限しない。）

今回参加した講習会では参考になる講義を多く聞き、安全に対する認識が甘かった事を

思い知らされた。 生半可な知識だけで接していると大きな事故につながるという事を色

々な事例をスライドでまざまざと見せつけられた。 また、労働衛生工学では分かっていた

つもりの局所排気装置等について実習により操作性や排気性能等を体験することができた。

是非とも今後の業務において活用していきたいと思う。

これからも安全に関する技術の研鑽や交流を行っていきたい。


	2009技術室報告ＣＤ.pdf
	2009技術室報告
	目次
	はじめに
	技術室長挨拶　石橋武

	技術室報告会
	特別講演　技術室運営委員長　安蘇芳雄教授
	招待講演　京都大学工学研究科　八田博司技術長
	ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾚﾎﾟｰﾄ　励起分子化学研究分野　立川貴士助教
	技術室報告　松崎剛
	技術室報告　大西政義
	技術室報告　榊原昇一
	技術室報告　田中高紀

	技術室行事
	安全講習会　担当小川紀之
	ものづくり教室　担当田中高紀
	彩都サンデーサイエンス　担当相原千尋
	学術講演会　担当　松川博昭
	技術室報告会　担当　松川博昭

	出張・研修報告
	谷畑公昭  H21.3.3
	石橋　武　他7名　H21.3.9-10
	田中高紀　H21.5.18-20
	松崎　剛　H21.5.19-20
	松崎　剛　H21.6.4-5
	榊原昇一　H21.6.26
	松川博昭　H21.7.31
	榊原昇一　H21.9.9
	松川博昭　大西政義　H21.9.10
	大西政義
	松川博昭

	松崎　剛　H21.9.14-18
	相原千尋　H21.9.29-10.2
	松崎　剛　H21.10.2
	大西政義　H21.10.15
	榊原昇一　H21.11.6
	大西政義　H21.11.11-12
	谷畑公昭　H21.11.18
	馬場久美子　H21.11.18
	馬場久美子　H21.12.2-4
	大西政義　H22.1.12-15




