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はじめに
の 42 年間だったという言葉、今はそれを実感

米沢に生まれ、米沢に育ち、一歩も米沢か

として感じております。

ら出たことのない人間がこの大学にお世話に
なり 42 年が過ぎようとしております。退官さ

技術談話会というより、思い出話になって

れる人が一様に言われるのが、あっという間

しまいますがご容赦下さい。

採用の頃から最近まで
高校 3 年の進路を考える頃、家が小さな農

面接では今覚えている方は、佐藤誠先生、

家で余裕もなかったことから地元の大学以外

菅野俊六先生の顔が思い出され、いろいろ質

は無理だというのは分かっていました。働き

問されたのもこの先生だったと思うので、採

ながら勉強ができるのなら地元の山形大学の

用するとすれば化学の職員ということだった

短大があるので、入学できればそれでも良い

のかもしれません。幸い、職員として採用し

かなくらいに考えていました。そんな進路を

ていただきました。それがこの大学にお世話

考えていたころに公務員試験を受けました。

になる最初でした。

今の公務員試験の区分とちがっていました

その年、一緒に採用されたのは、7～8 名お

が、初級試験で、行政職、専門職という区別

りましたが定年まで一緒に残ったのは機械シ

がありそのほかに特殊業務職というのがあり

ステム工学科の近野誠さんだけです。採用さ

ました。内容は忘れましたが、他と比べて倍

れた時の給料は今でも覚えていますが、

率が低かったことからそれを受験し、幸いに

12,800 円でした。

も合格しました。
短大も合格しており、卒業間際になって大

当時の応用化学科に採用されてからの仕事

阪にある親戚に卒業記念に遊びに行っていた

は、1 年間は学科の事務でした。

ところ、家から電話があり、山形大学から「職

パソコンやワープロなど無い時代、全て手書

員を募集しているから採用試験を受けない

きの作業で、印刷はパラフィン紙を使ったガ

か」という手紙が入っている、どうするとい

リ版刷りでした。数年後印刷所にコピー機が

うことでした。どうせ昼はどこかで働くこと

はじめて導入され、ずいぶん便利なものがあ

を考えておりましたので、採用試験を受けま

るんだなと思ったものです。
採用 2 年目から倉田由朗先生の研究室に配

した。あまり詳しく覚えていませんが、試験
内容は、論文（作文）と面接だったと思いま

属になりました。

す。

最初の仕事は、当時山形県の特産品でもあっ

-1-

るという作業をやっておりました。

た亜炭からフミン酸を抽出することでした。
亜炭は炭団、豆炭（亜炭、石炭、木炭の粉に

倉田先生の内地留学 1 年を含めて 5 年間お

粘着剤で球状、楕円形に成形した燃料）に使

世話になり、その後佐藤誠先生の研究室に配

われていました。このフミン酸の研究目的は

置換えになり、さらに、同じ C1 講座の松木先

掘削用循環泥水調整剤、土壌改良剤、有機質

生の研究室配属になりました。

肥料としての利用でした。粉砕した亜炭にア

それ以降、電池の材料関係、特に二酸化マ

ルカリ溶液を加え温めるとフミン酸が抽出さ

ンガンに関する仕事をすることになりました。

れます。真っ黒な物質ですから、亜炭と区別

途中、鎌田先生が講座のボスとなり、松木先

がつかない。それをデカンテーションで上澄

生が教授になり、定年退官後、仁科助教授が

みを別にし、酸を加えると真っ黒なフミン酸

ボスとなり、生体センシング移転後、尾形先

の沈殿が析出します。それをろ過し、乾燥す

生がボスとなり現在に至っています。

学生と教職員の合宿ゼミ

事務棟前の旧白楊寮跡地

旧図書館

入り口は北側でした
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講堂（職員組合室、談話室があった）

水性ガス（石炭ガス）貯蔵ガスタンク

松木研究室では、はじめの頃はマンガン分

技術談話会」というのがあり、10 数年間続け

析の手法として、化学分析が主でした。酸化

てきましたが、この示差熱分析装置について

マンガンとしては水酸化酸化マンガン

報告集に載せたものがありますので、一部抜

（MnOOH）、二酸化マンガン（MnO2）、三酸

粋して簡単に説明させていただきます。

化二マンガン（Mn2O3 ）、四酸化三マンガン

「示差熱分析でこんなことがわかる」として、

（Mn3O4）といった種類のものがあり、マン

載せたものです。

ガンと酸素の分析値からこれらの特定をする
ため精度の高い分析手法を目指して分析をし

次に機器分析装置として使用したものは、

てきました。中には二酸化マンガンに三酸化

電池材料の評価ということから電子顕微鏡で

二マンガンが混じっているものもあり、精度

した。昭和 58 年頃に当時共通講座にあった電

を高める手法は重要になってきます。

顕と EDS（エネルギー分散型 X 線分析装置）

その後、徐々に機器分析も入り、最初に使

を使わせていただきました。電顕を扱うよう

用したのが示差熱分析装置でした。試料に熱

になったのはこれが最初で、四釜さんには大

を加えたときに熱的にどう変化するかを測定

変お世話になりました。

する装置です。γ－MnOOHは空気中、220℃

その後、実験の必要から XRD（粉末 X 線回

でβ－MnO2にさらに熱を加えると、550℃で

折装置）や ICP も使用することになりました。

α－Mn2O3に転位することが示差熱や重量変
化からわかります。
四釜さんを中心に勉強会として「電顕分析

示差熱天秤の原理と測定
「示差熱分析でこんなことがわかる」より
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（１）CuSO4・5H2O →

CuSO4・3H2O+2H2O（脱水温度 45℃）（理論減量 14.4％）

（２）CuSO4・3H2O →

CuSO4・H2O+2H2O（脱水温度 110℃）（理論減量 14.4％）

（３）CuSO4・H2O →
（４）CuSO4 →
（５）2CuO →

CuSO4+H2O（脱水温度 250℃）（理論減量 7.2％）

CuO+ SO2+1/2O2（反応温度 650℃）（理論減量 32.1％）
Cu2O+1/2O2（反応温度 1014℃）
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図 2、図 3 はシュウ酸カルシウム 1 水塩
（CaC2O4・H2O）を試料としたもの
図 4 はカーボン（グラファイト KS-15）
を試料としたもの
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ここ 1、2 年のこと
昨年、技術部に専門技術室ができ、
「機器分

下記のようなことで大変忙しかったのですが

析技術室」に所属していますが、特に今年度、

充実した有意義な一年を過ごしました。

（機器分析操作技術講習会）
現在、技術部の機器分析技術室職員となっ

変不安に思いながら、四釜さんと DM の発送

ていますが、学内外から多少の依頼分析はあ

準備をしていたとき、FAX が入り、見てみま

りましたが、専門技術室としてどんなことが

すと受講者第 1 号の方からでした。大変うれ

出来るんだろうと思っていたところ、尾形先

しかったことは今でも忘れません。

生から学外を対象にした機器分析の講習会を

その後青森県、神奈川県、そして地元から
申し込みがあり、最終的に計 4 名の方から受

やってみませんか、という話がありました。

講の申し込みがありました。

機器分析技術室の職員も初めは半信半疑の

わずか 4 名ではありません。4 名も受講し

状態でしたが、これも社会貢献になるならや
ってみようかということになり、時期的なこ

てくれたのです。

と、内容のこと、募集範囲、受講料と分から

この 4 名の方に、受けて良かったと思って

ないことばかりで最終的に決まるまでは何度

戴ける講習会であったら、第 2 回、第 3 回の

も会議を開きました。

講習会はきっと成功するだろうという思いは
ありました。

初めてのことで、内容、スケジュールは四
釜さんと原案をつくり機器分析技術室職員と

この講習会については、技術部ホームペー

検討し、受講料の受け入れについて研究支援

ジの機器分析技術室の講習会のダイジェスト

係、会計係と打ち合わせをし、PR については

版でも紹介しております。

日本化学会や日本分析化学会の学会誌に載せ

受講者の感想もほぼ期待通りというご意見

ていただき、また実際に講習会を実施してお

をいただき、大変うれしく思った次第でした。

られるイハラ理研の社長さんから関東以北の

講習会終了後の会議では、年内に早速第 2 回

分析に関わる企業の名簿をいただき、約 400

目の講習会を企画することになりました。

社に DM を送りました。

それが 11 月 29 日から 12 月 1 日までの 3 日
間開催した「第 2 回

実際の機器操作については機器分析技術室

基礎分析操作技術講習

の皆さんにそれぞれ担当する機器のテキスト

会」です。第 2 回では第 1 回の反省やアンケ

の原稿を作っていただき、実際教え方のリハ

ートの内容を参考に企画を立てました。
第 1 回の反省として変更したのは、まず、

ーサルも行い、万全を期して開催いたしまし
た。

測定機器は受講者に選んでもらうことにした

期間は 5 日間、講義と、定性定量の化学分

ことです。企業にとって必要な機器は異なる

析、1 日 2 機種の機器操作を講習することに

だろうし、こちらでお膳立てしないほうがい

し、昨年 6 月 20 日から 24 日までの 5 日間、

いだろうとの考えからです。それから日数も 3

「第 1 回基礎分析操作技術講習会」を開催し

日以内、1 日でもいいことにしました。3 日の

ました。

うち 1 日は化学分析ですので、残り 2 日は数
種類の機器が操作できることになります。

何名の受講者の申込みがあるだろうか、大
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これの PR には第 1 回の手法と同じに DM と

からの申込が大部分でした。
1 日だけの方、2 日間の方、3 日間の方と受

学会誌へのお知らせ掲載を利用しました。
第 2 回では結果として 14 名の受講者があり

講内容は様々でしたが、受講者には概ね好評
だったと自負しております。

ました。地域では神奈川県や福島県など県外
（学内機器分析講習）
第 1 回、第 2 回とも学外の方達を対象にし

GC-MS、FT-IR、NMR、XPS、TEM などの

た講習会ですが、学内の方を対象にした講習

原理と機器操作について半日から 1 日かけて

会もやってみようということで、夏休み中の

行い、延べ 26 名が受講しました。無料ですが、

期間を利用し開催しました。これも初の試み

学内貢献の一つとしては効果があったのでは

でした。

ないかと思っております。

対象は今回は、大学院生とし、SEM・EDS、
（専門学校見学）
法人化後、大学はいろいろな可能性を模索

ラフ、分光光度計、高速液クロ、原子吸光、

していますが、その一つとして専門学校の教

ICP、熱分析装置など決して新しくはありませ

育法を取り入れることも選択肢の一つに入る

んでしたが、これだけあれば十分といえるも

かもしれません。

のは備えてありました。

尾形教授の提案もあり、大阪にある日本で

カリキュラムを見ますと、化学や分析関係

唯一分析化学の専門学校である「日本分析化

だけでなく、工業英語、品質管理、物理学な

学専門学校」に尾形教授、四釜さんと 3 人で

ど幅広い内容のようでした。
実習も見学してきましたが、2 年生は卒業研

見学に行ってきました。
学生数は 270 名。社会人を対象にした土・

究があり、それぞれテーマに沿った実験をや

日・祝日に開講するコースもありました。

っておりました。行った日にちょうど実習の

また、環境計量士、公害防止管理者、エネル

試験をやっておりました。容量分析の実習試

ギー管理士などの資格を取るための通信講座

験で、最後の計算までやって何時間以内とい

も開講しておりました。

った試験のようでした。大学の学生実験もこ
ういう実習試験も一方法ではないかなと思っ

また、この学校を卒業後、希望者には他大
学 20 校の 3 年に編入学できる制度があり、そ

てきました。

のための指導も行なっているそうです。

専門学校化をやるのは、大学で今すぐにと

測定機器は、山形大学のように SEM、XRD、

いうことでなくても、考えていい制度ではな

MS といった大型のものはありませんが、分析

いかと思った、専門学校見学でした。

の教育に必要なものを備えたガスクロマトグ
（依頼分析）
昨年度、今年度と学内外から依頼分析が多

例を挙げますと、一つは、プラスチック部

かった年でした。

品の破断面の観察。これは佐竹さんに協力し
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ていただきました。

ある病院の病院食に異物が混入した、それ

それから、はんだの鉛の分析依頼がありま

を分析してほしいという依頼がありました。

した。人体に影響があることから最近はんだ

形は約４～5ｍｍ程度の透明な破片でした。ガ

に鉛が使えなくなり、そのメーカーで使用し

ラスか硬質プラスチックかと思われました。

ているはんだは鉛フリーだと言われているが、

SEM-EDS で測定したところ、大きな Si（シ

本当に鉛が入っていないか確認してほしいと

リコン）のピークと小さいですが Na（ナトリ

いう依頼でした。銅のスズめっき線にはんだ

ウム）のピークがあり、村上さんに協力して

がつけられていましたが、それを一部切断し

いただき、IR で測定したところ有機物特有の

硝酸に溶かし ICP 測定しました。結果は十分

ピークがないことからガラスであろうと判断

許容範囲内でした。

しました。

（アスベスト検査）
ました。

昨年６月の大阪クボタで起きたアスベスト
による死亡報告を機に、瞬く間に日本中にア
スベストの恐怖が走りました。アスベストの

その後のことは、集合研修でも技術発表さ

危険性は以前から言われていたことですが、

せていただいた通りです。
これまで約 60 検体を検査してきました。吹

ここに来て再確認した格好です。
その後卒業生がアスベストの検査依頼があ

き付け材だけでなく P タイルやコンクリート

ったり、菊地さんが研究室の吹付け材の検査

ボードの中のアスベスト検査もできることが

を頼まれたりといったことから、二人三脚で

わかり、多くの種類のサンプルに出会へ大変

アスベストの検査をやってみようということ

勉強になりました。

になり、なにもわからない中で、いろいろ文

集合研修の技術発表会でお話した、大学か

献や資料を探し、山形県工業技術センターで

ら買っていただいた本物の標準アスベスト 5

検査をやっていることから、話しを聞きにい

種類ありますが、これの実際測定したデータ

ったりしました。

を示します。

どうやら大学にある測定装置で検査ができ

この大学での最後の仕事がアスベストの検

そうだとの感触を得、技術部長の許可を得、

査という大きな仕事をさせていただいたこと

研究支援係りを窓口に検査をやることになり

に満足しています。

以下に X 線回折図、SEM の写真と EDS データを示します。
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JAWE 111
クリソタイル

JAWE 211
アモサイト

JAWE 311
クロシドライト

JAWE 411
アンソフィライ

JAWE 511
トレモライト
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（その他、今までに無かった経験をさせていただいたこと）
技術部職員として、かつて無かった経験を

二つ目に学長選挙がありました。
昨年 5 月で、第一次学長候補適任者 5 名から

いくつかさせていただきました。

選出する選挙でした。これも技術専門員だけ

私個人としてよりも、技術部にとりまして

とはいえ、技術部職員として選挙に関わると

一つの前進だと思っております。
ひとつは、昨年 2 月、平成 17 年度技術職員

いう初めてのことでした。

の採用面接試験者としての仕事です。
公募採用として書類審査の結果、6 名の方が

来週行なわれる学部長選挙も初めてのこと

選ばれ、その方たちの面接に関わることがで

です。技術長に限定されたこととはいえ、技

きました。その結果、堺さんが採用され私た

術部職員に選挙権が出たのは朗報だと思いま

ちの仲間として昨年から一緒に仕事をされて

す。

いることは皆様ご存知の通りです。

終わりに
42 年間、実に多くの方々に支えられ、何とか

ここ数年、大学も私たち技術職員も大きな
波に揺られております。特にここ 1、2 年そし

ここまで勤めることができました。

てこれから数年は今までになかったような変

特に、技術部職員の方々、技術部運営会議の

革を迫られております。技術部職員を去る者

委員、機器分析技術室、研修部委員、所属研

として、今後技術部の将来を思うとき、形は

究室の教職員各位、化学系教職員、工学部教

多少変わってもダーウィンではありませんが

職員の皆様には大変お世話になりました。紙

進化しながら将来に残っていってほしいと思

面をお借りし、厚くお礼申し上げます。

っております。
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