教育研究器材の改良ならびに開発
―

教育研究を技術的側面から支えて 40 年 ―
山形大学工学部技術部
機器分析室技術長 四釜 繁

『東大には優秀な技術職員が不要かもしれない。しかし、山大には優秀な技術職員
が必要である』東大生より理論は少し劣っても、足腰の強い山大生を社会に送り出し
たいからである。そう言う思いで 40 年間、学生実験や卒業研究に取り組んできた。
本稿では、その一部を紹介する。
はじめに
冒頭の言葉は、大学という教授中心の組織
の中で、技術職員としての自分の存在を肯定
するために編み出した言葉かもしれない。例
えそうであるとしても、私は「探求するのが
好き、実験するのが飯より好き」であること
は偽りのない本音である。
ここでは、その飯より好きだったものを２
～３自慢させて頂きたい。

③もし重力が大きくなれば歳差運動は早く
なるはず。
これらの事は、数式上納得しても、現実に
体験することができない。そこで筆者は、こ
れらの現象を実際に観察することのできる
装置を試作開発した。

Ⅰ 教育関連
筆者は文系出身であるが、試作ものづくり
や実験が好きであり、物理学実験では、学生
数 700 人、実験テーマ数 12、実験装置 96 セ
図１ 角運動スピンを理解するために
ットの修理改善を１人で担当していた。
10 年程経験した後は、熱学力学分野３テ
試作開発したマグジャイロ
ーマのテキスト執筆と実験指導を任され、や
りがいを感じながら週 4 回の学生実験をこ
重力を磁力に置き換えるため、ジャイロの
なしていた。
回転軸には永久磁石を組み込んでおり、コイ
何よりも楽しかったことは、実験装置を改 ル磁界を印加・反転・停止することによる歳
良し、それを自慢に物理教育学会に出かけ議 差運動の様子を監察する。
論し、それを学生実験に生かしたことである。 ところで、コマの芯軸の磁気モーメントを
Ｍ、ヘルムホルツコイル磁界をＨ、コマの慣
１）マグジャイロ
性モーメントをⅠ、コマの角速度をωとする
角運動に関するテーマの中では自称「マグ と、歳差運動の角速度Ωは
ジャイロ」という実験装置を試作開発し、実
Ω＝ＭＨ／Ｉω
で表される。
験に取り入れた。
本装置では、コマの角速度ωとヘルムホル
回転してないコマは直ぐ倒れるが、回転し ツコイル磁界Ｈを任意に変えて、定量的な観
ているコマ（角運動体）は、傾いても倒れず 察ができる。
首振り運動（歳差運動）する。
また、この装置はＮＭＲやＥＳＲの原理を
①もし重力を取り去ればコマの歳差運動は 理解するのに役立ち、何人かの先生方に講義
停止するはず。
用デモ器として貸し出していた。
②もし重力が逆様になれば歳差運動方向は （詳細は後掲参考論文 1）2）を参照）
逆になるはず。

２）ワーキンピストン
熱力学に関するテーマの中では自称「ワー
キンピストン」という実験装置を試作開発し、
実験に取り入れた。
空気などの作業気体をピストンの中に入
れ、外から仕事をする（ピストンを押す）と
気体の温度は上昇する。逆に、気体が外に仕
事をする（ピストンが重りを上げる）と気体
の温度は下降する。ここでも保存則が成り立
つはずであるが、実際の実験では全く成立し
ない。現実の装置では断熱状態などあり得ず、
増えたエネルギーは一瞬にして断熱壁から
逃げていくからである。
そこで、筆者は熱電対温度計のレスポンス
を上げるため超極細熱電素子 25μｍφを輸
入し、更に感温部の表面積を大きくするため
先端を扁平に加工した熱電対を作製した。そ
の結果、今まで捕らえることが出来なかった
瞬時の温度変化を捉えることができた。
その熱電対を利用し、熱機関を理解するた
めに図３に示すような実験装置、エアー槽付
き圧縮機とμV オーダーの微小電圧を増幅
する熱電対アンプを試作開発した。

図２

ピストンに押した場合の
ピストン内部の気体の温度変化

図３

熱機関の原理を理解するために
製作したワーキンピストン

ピストンの上に質量ｍの重りを載せ、高さ
ｈだけ下がった時の仕事はｍｇｈであり、そ
の時の気体の温度上昇が⊿Ｔであるとすれ
ば、増加したエネルギーはＣ⊿Ｔ×（モル数）
である。エネルギー保存を考えれば、両者は
等しい関係にある。
ｍｇｈ＝Ｃ⊿Ｔ×（モル数）
Ｃは気体モル比熱で、空気では（5/2）Ｒ
である。Ｒは気体定数。
注意しなければならないのは、質量ｍであ
る。重りの質量だけでなく、ピストンの質量
を考慮しなければならないのは当然であり、
更に大気圧の質量換算分（ピストンの断面積
１ｃｍ ２ 当たり１ｋｇ）を加えなければな
らない。
（詳細は後掲参考論文 3）を参照）

Ⅱ 技術研究関連
筆者は、独自の技術研究や教員学術研究支
援において「学術論文」の他に自称「技術論
文」と称する技術報告を 100 篇以上残した。
『成果は必ず文章にしておきなさい』という
先輩教官技官の教えがあったからである。
（後掲参考論文 1）9）参照）
１）研究実験装置の試作開発
昭和 40 年代 50 年代、研究実験装置の殆ど
が手づくりであった。技術職員の能力が研究
を大きく左右した時代である。
そのような状況の中で、筆者は購入すれば
1000 万円を超す「磁気トルクメータ」や「振
動試料型磁力計」を手作りした。試作しただ
けでなく、その装置は 10 年間ぐらいの間、
研究室の主力機器となっていた。
昭和 50 年代を越し、測定器は市販のもの
を利用するようになり、筆者は研究室に必要
な特殊な実験装置を設計試作開発していた。
その中で最も想い出に残るのは、磁気テー
プ試作装置の製作である。部品からすべて筆
者１人の手づくりである。
装置の大きさは、高さ 1.5ｍ 長さ 4ｍ程度
であり、中は簡易クリーンルームにしている。
この装置は、厚さ 10μｍ、幅 10ｃｍのフ
ィルムに 1μｍ厚の磁性層を均一に塗布す

る装置である。しかも磁性層内部の磁性微粒
子を種々の方向に配向することができる。
10μｍ厚のベースフィルムに 1μｍ厚の
磁性層を均一に塗布するには、ベースフィル
ムのスムーズな走行が必要であり、また、磁
性塗料の塗布行程、磁性微粒子配向行程、乾
燥のタイミングなどにノウハウが詰まって
いる。
この装置は、磁気テープ製造メーカーが見
学に来たぐらいの装置であり、他大学では作
れず、研究室では多くの論文を残すことがで
きた。
（後掲参考論文 4）～7）を参照）
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磁気テープ試作装置の模式図
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自作した磁気テープ試作装置

２）独自技術の提案
考え悩むのが好きな筆者は、市販の測定器
を利用し、測定器本来の使用目的を越した新
奇の測定法も幾つか提案した。
一つは、
『試料振動型磁力計（VSM）を利用
した異方性分散測定法』の提案である。この
手法は、磁性を測定する VSM を用い、磁気テ
ープ内の磁性微粒子の配向方向を測定する
手法である。
高密度磁気記録を達成するためには、磁気

テープの磁性微粒子の配向方向が大切であ
る。従来は、電子顕微鏡でテープ断面を観察
し、数百個の微粒子の配向方向を測定し平均
配向角度を求める必要があった。本手法によ
ればその必要がない。
測定原理は非常に複雑で、最初は研究室で
も学会でも理解してもらえなかった。詳細は
後掲参考論文 8）参照してもらいたい。
また、微小部分の元素分析をする機器であ
るＸ線マイクロアナライザーを利用し、磁気
テープの記録状態（微小漏洩磁界）を観察す
る手法『コロイド EPMA 法』を提案した。
この手法は、とんでもない発想のように思
えるが、実際に記録状態を観察し、そのデー
タを公表した。（詳細は後掲参考論文 9）を
参照）

Ⅲ 地域貢献関連
平成 16 年独立行政法人化後、地域貢献の
必要性が叫ばれた。筆者も「地域のニーズを
探れ」という学部長の命令により、社会福祉
協議会の要望等を調査し、屋根雪対策などの
実験を行いその結果を報告している。
これらの地域貢献的なテーマに関しては、
幸いにも、着手以来毎年、科学研究奨励研究
費や民間団体の研究支援金を受けることが
でき、地域貢献につながる技術報告ができた。
平成 16 年度 雪国高齢者世帯の耐雪安全
ランプシステムの開発（科学奨励研究）
平成 17 年度 雪国高齢者世帯の屋根雪監視
システムの開発（科学奨励研究）
平成 18 年度 地熱利用多目的地下水槽の
研究開発（東北建設協会）
平成 19 年度 磁気を利用した地域小河川の
水質改善に関する研究（科学奨励研究）
地熱利用多目的地下水槽の研究開発Ⅱ
（東北建設協会）
屋根雪対策の実験では、自前で中古住宅を
購入し、雪の重みと梁の撓み等の関係を調査
し、者雪下ろし時期を知らせる装置等を開発
した。
地熱利用多目的地下水槽の研究開発では、
庭先の地下に簡易地熱利用処置を施した地
下水槽をつくり、庭先の融雪や夏の令風扇に

利用する手法を提案した。
磁気を利用した地域小河川の水質改善に
関する研究では、ペテン師されるこの分野の
実験研究の真相を明かそうと密かに実験を
重ね、磁気の直接・間接的な作用によって水
の浄化作用ありうることを明らかにするデ
ータを得ている。

磁気処理Ⅰ

磁気処理Ⅱ

磁気処理なし

梁

図９

磁気による水の浄化実験の様子

ストリング

図６

屋根雪監視に関する専用実験棟
天井を取り去り梁の撓みを計測

おわりに
筆者は、実験するのが飯より好きである。
真実が知りたいのであり、偽りの論文など書
いても満足できるものではない。
探究や実験が好きで、常にその事に取りつ
かれていた。大学という自由な研究機関に居
れて幸運だったよう気がする。
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