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Ⅰ．本研究所の沿革および最近の研究内容 
 

本研究所は１９３８年、
かがみ

各務幸一郎氏・良幸氏父子のご寄付により、「鋳物研究所」として

創立され、石川登喜治博士を初代所長に迎え、研究活動を開始しました。 

当初は、鋳造および鋳物材料の研究が主体でしたが、その後の工業技術の発展に対応して塑

性加工・表面加工・粉末冶金などの分野への拡大があり、さらには工業材料の分野ではセラミ

ックスや半導体などの電子材料の重要性の増大に鑑み、これらの分野の増強を図ってきました。 

このような経過により、１９８８年１０月２１日、創立５０周年を契機に名称を「各務記念

材料技術研究所」と改めました。 

２００６年９月には、理工学部が理工学術院体制となったことに伴い、理工系の研究所が再

編成され、本研究所は理工研とともに理工学術院総合研究所の研究クラスターとなりましたが、

２０１７年９月、本学が“WASEDA VISION150”の一環として推進する「独創的研究の推

進と国際発信力の強化」を積極的に展開するため、また材料系分野における重要な研究拠点と

しての円滑に活動するため、理工学術院総合研究所と共に再編。「各務記念材料技術研究所」

は理工学術院直属の研究所として独立（箇所化）、再出発しました。 

２０１８年４月より本研究所は、文部科学省の認可を得て、「環境整合材料基盤技術共同研

究拠点」として拠点活動を開始しました。その目的は、材料と環境の調和・融和をコンセプト

とした「環境整合材料」を提案し、長寿命、リサイクル、省エネルギーの方向性の下、環境整

合材料の基盤技術の確立を通して持続的かつ発展的な社会の構築を目指しています。 

現在、本研究所は研究員１7 名によって研究が行われています。また、これらの研究員の指

導を受けている多数の大学院および学部学生が学位論文・卒業論文作成のための研究を行って

います。公的機関等からのプロジェクト研究や企業からの受託研究を積極的に推進しています。 

 

 
 

材研第一会議室の額 
 

 各務記念材料技術研究所の第一会議室には今も第四代 田中穂積総長の額が掲げられていま

す。この額は田中総長が石川先生に１９４１年に贈られたもので、それには、『與世無求 昭和

幸巳 穂積影』とあります。これは『世に与えて求むること無かれ』と読み、『社会に奉仕して。

社会に利益を求めてはいけない』との意味で、この精神は今も本研究所に引継がれています。 
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Ⅱ．研究員・職員 

 

１． 所長 大木 義路（電気・情報生命工学科） 

 

２． 幹事 勝藤 拓郎（物理学科） 

川田 宏之（機械科学・航空学科） 

高橋 大輔（応用数理学科） 
 

３．流動研究員 

大木 義路（電気・情報生命工学科）       勝藤 拓郎（物理学科） 

川田 宏之（機械科学・航空学科）      川原田 洋 （電子物理システム学科） 

黒田 一幸（応用化学科）                 小林 正和（電気・情報生命工学科） 

小山 泰正（電子物理システム学科）       下嶋  敦 （応用化学科） 

菅原 義之（応用化学科）                  鈴木 進補（機械科学・航空学科） 

多辺 由佳（応用物理学科）               平田 秋彦（材料科学専攻） 

細井 厚志（機械科学･航空学科）          柳谷 隆彦（電気・情報生命工学科） 

山口 勉功（環境資源工学科）             山本 知之（電子物理システム学科） 

吉田  誠 （総合機械工学科） 

 

４．兼任研究員 

伊藤 公久（応用数理学科）               高橋 大輔（応用数理学科） 

岩瀬 英治（機械科学･航空学科）          宮川 和芳（機械科学･航空学科） 

宇高 勝之（電子物理システム学科）       山中 由也（電子物理システム学科） 

渡邉 孝信（電子物理システム学科）       戸川  望 （情報通信学科） 

中垣 隆雄（総合機械工学科）       宮下 朋之（総合機械工学科） 

大和田 秀二（環境資源工学科）      所  千晴（環境資源工学科） 

山﨑 淳司（環境資源工学科）             国吉ニルソン（材料科学専攻） 

長谷川 剛（応用物理学科）               溝川 貴司（応用物理学科） 

古川 行夫（化学・生命化学科）           本間 敬之（応用化学科） 

門間 聰之（応用化学科）         和田 宏明（応用化学科）                  

朝日  透 （生命医科学科）        宗田 孝之（電気・情報生命工学科） 

武田京三郎（電気・情報生命工学科）      牧本 俊樹（電気・情報生命工学科） 

廣芝 伸哉（電気・情報生命工学科）       巽  宏平（情報生産システム研究科） 

逢坂 哲彌（ナノ・ライフ創新研究機構）   西出 宏之（理工学術院総合研究所） 

      

５．名誉研究員 

  堤 信久            南雲 道彦 

  加藤 榮一           中江 秀雄 

  宇田 応之           本村 貢 

  大泊 厳            堀越 佳冶 

  大場 一郎 

 

６．常勤研究員 

平井 直志（主任研究員）                 母 鳳文（次席研究員） 

 

７．非常勤研究員 

青木 圭子（客員上級研究員）             神戸 洋史（客員上級研究員） 
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８．招聘研究員 

 粟津 浩一（大木）  加藤 宙光（大木）  田中 康寛（大木）  西川 宏之（大木） 

野村 健一（大木）  藤巻 真（大木）   三坂 英樹（大木）    皆川 武史（大木） 

二川 秀史（川田）   西脇 剛史（川田）   河野 省三（川原田） 黒田 義之（黒田） 

島村 清史（黒田）   中戸 晃之（黒田）   那須 慎太郎（黒田） 望月  大 （黒田） 

宮田 浩克（黒田）   井上 靖秀（小山）   谷村  誠 （小山）   井戸田 直和（菅原） 

齊藤 寛治（菅原）   宗宮  穣 （菅原）   松川 公洋（菅原）   酒井 潤一（鈴木） 

久保 貴司（吉田）    芹澤  愛 （吉田）   増田 千利（吉田）   茂泉  健 （吉田） 

本山 雄一（吉田）    メヘルドッド・クルボニヨン（山本） 

 

９．材研ビジター 

  周  游 （大木）   中村 真一（勝藤） 稲葉 優文（川原田） 新谷 幸弘（川原田） 

 平岩  篤 （川原田） 

 

10．支援研究員 

荒尾 正純（小山）   児島 健太郎（小山）   香村 惇夫（菅原）   鈴木 涼子（菅原） 

柳澤 秀樹（菅原）    加藤 遼一（吉田）    郷原 広道（吉田） 

 

11．職 員 

●事務所 

藤原 峰一（事務長） 

岡田 誠司、 堀 俊子、藤島 茂雄 

坂本 充（共同研究拠点事務局） 

 

●加工・試験室 

梅澤 茂美、梶浦 恒也 

 

●共通実験棟 

三野 峻（兼務）、吉津 守 

 

●分析機器室 

榎本 心平、三野 峻（兼務）、尾辻 晴男、河原林 薫、鈴木 俊二 
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Ⅲ．研究室、共通施設等の使用について 
 

１．各務記念材料技術研究所案内図 

 
 

２．開門時間および事務所等開室時間 

(1) 材研の開門時間 

 

6:30から 22:30 

徹夜届を提出した場合でも、原則として 22:30から翌朝 6:30まで 

正門・脇門は閉門しますので出入りすることはできません。 

(2) 玄関の開錠時間 6:30から 18:00 

正面玄関は原則として休日および 18:00から翌朝 6：30まで施錠し

ます。宿直室横の夜間出入口をご利用ください。 

(3) 事務所開室時間 

42-1号館 1階 106室 

9:00から 17:00（平日:月から金曜日) 

電話 03-3203-4782 （内線）2189 

FAX   03-5286-3771 （内線）4450 

 休日（土・日曜日および祝日）は閉室となります。 

 2019年度授業カレンダーにしたがい、取扱いを行います。国民の

祝日に関する法律に規定する休日（一部）に平日扱いとして対応

する日、また平日に、臨時の休業日を設ける場合があります。詳

しくは(5)2019年度授業カレンダーを参照ください。 

(4) 宿直室 

42-1号館 1階 113室 

事務所閉室時間に問題等が発生した場合、速やかに宿直室までご連絡

ください。ただし宿直室での事務取扱いは行っておりません。 

電話 03-3203-4835 （内線）2000 

宿直員携帯電話 080-5459-1186 
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(5) 2019年度 

授業カレンダー 

以下を平日扱いとします。 

事務所や共通実験室も通常通り開室します。 

（平日扱いとなる休業日） 

5月 6日(月)：振替休日  7月15日(月)：海の日 

10月14日(月)：体育の日  10月21日(月)：創立記念日 

 

一方、以下は臨時の休業日になります。事務所や共通実験室は閉室と

なります。また、研究室等を利用する場合には休日入所届等の提出が

必要となります。以下の3.(4)参照。 

（臨時休業日） 

4月30日(火)、5月1日(水)、 5月2日(木)、11月1日(金)  

 

 

３．研究所・研究室の使用について 

(1)入室時の鍵取扱い 鍵の貸出･返却は事務所開室時間については事務所、それ以外は宿直

室で行います。 

 鍵の貸出･返却時には鍵貸出簿に氏名、時刻を記入してください。 

 昼食等で研究室を空ける際にも、その都度施錠し、鍵を返却して

ください。 

 平日の 9:00以前、17:00以降および休日の鍵取扱いは宿直室で行

います。 

(2)入退室名札 事務所前に入退室名札を設置しています。 

入所時にはマグネットを「入室」(上)に、退所時は「退室」(下)に動か

してください。 

 研究室在室者の把握は、防火・防災の安全管理上大変重要です。 

必ず実行してください。 

(3)所外利用者の 

  入退所記録 

(対象：所外の 

共同利用設備利用者) 

受付時間 ：事務所開室時間（平日:月から金曜日の 9:00～17:00) 

受付場所  ：事務所へ、必ずお立ち寄り願います。 

入所時   ：「所外利用者記録」に日付、研究室名、氏名、行き先、

入所時間等の必要事項を記入いただきます。 

退所時    ：「所外利用者記録」に退所時間を記入いただきます。 

 在所者の把握は、防火・防災の安全管理上大変重要です。 

必ず実行してください。 

(4)徹夜届 

（徹夜・休日入所届） 

22:30から 6:30の間に利用する場合は、徹夜届を提出してください。 

 

 徹夜届には指導研究員の承認印を要します。 

 徹夜届は材研事務所に提出してください。受付時間は事務所開室

時間となります。 

 徹夜届の申請は 1枚／日です。なお、その週の分については、 

まとめて提出することができます。 

(その他の注意事項) 

 徹夜・休日の利用は不測の事故等にそなえ、二人以上であること

が必要です。 

 研究所は 22:30に閉門します。徹夜の場合でも、原則として 22:30

から翌朝 6:30までは出入りすることはできません。 

 緊急時は、宿直室 42-1号館 1階 113室（内線 2000）に連絡してく

ださい。 
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(5)休日届 

（徹夜・休日入所届） 

休日（土・日曜日および祝日）に研究室を利用する場合は休日入所届

を提出してください。 

 休日入所届には指導研究員の承認印を要します。 

 休日は授業カレンダーを参照してください。 

 

(その他の注意事項) 

 徹夜・休日の利用は不測の事故等にそなえ、二人以上であること

が必要です。 

(6)バイク、自転車の

乗入れ 

材研名簿登録者 

のみ許可 

自転車・バイクを乗り入れる時は、事務所で登録手続をし、登録シー

ルを貼付してください（許可の有無にかかわらず長期間放置している

場合は、処分することがあります）。 

(7)車の乗入れ 
通学のための自動車乗り入れは一切（早大構内全域）できません。 

実験器具・資材等の運搬でやむを得ず乗り入れる場合は、事前に 

「車両乗入願」を事務所に提出して必ず許可を受けてください 

（無届けの乗り入れは絶対にしないでください）。 

(8)郵便物･荷物 

（着払いは不可） 
材研に配達された郵便物は、事務所に設置されている研究室毎の 

ボックスに投函されます。宅配便は事務所で預かった後、研究室へ通

知し学生が荷物授受簿に書き込み引き渡すという形になります。 

(9)拾得物・遺失物 教職員・学生や清掃員・警備員が拾得した遺失物は、全て事務所に届

きます。事務所に届いた拾得物は３ヶ月間保管し、保管期間が過ぎた

ものは処分します。 

 「現金のみ」「現金入りの物品」等に関しては３ヶ月間事務所で 

保管後、学生生活課へ届けます。その後の取り扱いに関しては 

学生生活課へお問い合わせください。 

 

落し物をした方は、まず紛失した場所が特定できるならば、その現場

をご確認の上、事務所にお問い合わせください。また、とくに学生証、

銀行カード等を紛失した場合、ただちに警察署・交番に紛失届を提出

してください。 

(10)来所者(業者)等 学外からのすべての来所者は、以下の手続きが必要となります。 

 

受付場所  ：事務所開室時間は事務所へ、それ以外は宿直室に必ずお

立ち寄り願います。 

入所時   ：「来所者記録・車両駐車許可願い」に日時、社名、氏名、

行き先、入所時間等の必要事項を記入いただきます。 

退所時    ：「来所者記録・車両駐車許可願い」に退所時間を記入い

ただきます。 

車両乗入時：車両ナンバーを記入いただきます。 

※研究室への来所者（業者等）にもその旨周知願います。 

(11)公的資金による 

調達物件の検収 
公的資金でその経理処理箇所を材研としている場合、1 回の発注金額

が１０万円未満の立替購入および郵送等により直接納品される物品

については、材研でも現品確認（検収）を受けることができます。 
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４．共通施設、共同利用設備等の使用について 

(1) 会議室・講演室等

の使用 

（部屋使用願） 

①講演室(42-1号館 1階 101室)、第一会議室(42-1号館 1階 110室) 

第二会議室(42-2号館 2階 203室)、第三会議室(42-3号館 4階 401室) 

 使用時間は 9:00から 22:30となります。 

 使用する場合には、部屋使用願（指導研究員の承認印を要する）

により事務所に届け出てください。 

 原則、３ヶ月前から受付を行います。 

 原則、飲食を目的とした会合に使用することはできません。 

②第一応接室(42-1号館 1階 105室) 

 応接室を使用するときは指導研究員の同席が必要です。 

 随時使用できますが、予め、使用スケジュールを事務所に連絡し

てください。 

※講演室・会議室・応接室では無線ＬＡＮがご利用になれます。 

(2) 共同研究室 

42-1号館 1階 111室 

共同研究室は、共同利用設備等を利用する者が測定データの整理やまと

めを行うためのスペースです。特定の研究者や特定の 

グループが長期間利用することはできません。 

利用時間は平日 9:00から 17:00とします。(時間外利用はできません) 

利用を希望する場合は事務所にお尋ねください。 

(3) 事務所備品 プロジェクター、スクリーン、レーザーポインター、台車、空気入れ等

備品があります。利用を希望する場合は事務所にお尋ねください。 

(4) コピー室 

42-1号館 1階 107室 

コピー室では、複写機等の使用ができます。 

 複写機を使用するときは、プリペイドカードが必要です。 

 用紙の補給は事務所に申し出てください。 

事務所閉室後の用紙補給は宿直室に申し出てください。 

複写機等故障の場合は、ただちに（事務所閉室後は翌朝）事務所に 

連絡してください。 

紙幣・有価証券類は絶対にコピーしないこと 

（軽いいたずらのつもりでも結果は、重大な刑事犯罪になります）。 

(5) 図書室 

42-1号館 2階 201室 

利用時間は平日 8:00から 22:00とします。(休日の利用はできません) 

図書の閲覧は室内のみで持ち出しはできません。 

なお、防音機能を備えた動画収録用の簡易収録ブースも利用可能です。 

(6) シャワー室 

(緊急用シャワー) 

42-3号館 3階男子トイレ横にシャワー室が設置されています。 

 緊急用のシャワーは薬品管理室（42-1号館 3階 302B室）、 

42-3号館 4階廊下に設置されています。 

(7) ＡＥＤ 42-1号館 1階事務所前に、AED（自動体外式除細動器）を設置していま

す。材研では、安全衛生に関する取組みのひとつとして、材研を利用す

る教職員・学生を対象として、普通救命講習会を実施しています。 

(8) 液体窒素 

(有料：検収不要) 

（材研内での使用の

み、供給可） 

液体窒素は玄関向かいに設置した CEタンクから各研究室に有料で 

供給しています。容器は研究室で準備してください。 

液体窒素の取り出しを希望する者は、液体窒素申込書（指導研究員の承

認印を要する。）に必要事項を記入し、事務所に提出して鍵を借りてく

ださい(計量方法は容器満杯を原則とします)。 

液体窒素の使用申込および取り出しは原則事務所開室時間です。 

(9)純水 共同利用設備として、下記 2箇所に純水装置が設置されています。 

 薬品管理室 42-1号館 3階 302B室：18ＭΩ 

取り出し時薬品管理室の利用規定にもとづき分析機器管理室で 

薬品管理室の鍵を借りてください。 

 共通実験棟 42-2号館 1階 100室：18ＭΩ 

取り出すときは、備え付けのノートに記入してください。 
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５．材研において安全に研究・実験を行うための事前学習（e-learning）の受講(一部必須) 

(1)防災 e-learning 

プログラム 

(日本語+English) 

早稲田大学学生、教職員の防災意識向上を図るため新 4年生および 
未受講者は是非とも受講してください。 
(内容) 
 「大地震発生」編(必須) 
 「火災発生・救命」編(必須) 
 「大地震対応マニュアル(学生用)ポケット版」 

（日本語版ＰＤＦ）:参考資料 

(2)安全 e-learning 

プログラム 2019 

(日本語+English) 

本プログラムは早稲田大学の学生を対象にした安全教育用の
e-learningプログラムです。14コンテンツから構成され、「実験を安
全に行うために」は新入生用として、また、他の 13 コンテンツは研
究室配属前の 3 年生を対象に、安全教育の First Step として制作さ
れたものです。 
(Comprising 14 subjects, this program is designed to inform the students of 

Waseda University of emergency response and safety measures for conducting 

experiments.  The First subject, "Conducting Experiments Safely" is for 

freshmen and the other 13 subjects are for 3rd or 4th-grade students who are 

assigned to a laboratory and about to start research activities.) 
材研において安全に研究・実験を行うため、新 4年生および未受講者
は是非とも受講してください。 
(内容) 
・安全 e-learning プログラム 2019 

01-実験を安全に行うために(必須) 

02-緊急時の対応(必須) 

03-防災対策(必須) 

04-電気災害防止のために(必須) 

05-高圧ガスの安全な取扱い 

06-化学薬品の安全な取扱い(必須) 

07-実験系廃棄物の取扱い(必須) 

08-化学物質管理システムの利用方法(必須) 

09-Ⅹ線・放射線の安全な取扱い 

12-工作機械を扱う際の安全対策 

13_液体窒素の安全な取扱い 

14_有機溶剤の曝露低減のために 

・E-learning Program 2019- Safety on Campus 

01-Conducting Experiments Safely (Required) 

02-Responding to Emergencies (Required) 

03-Preventing Disasters (Required) 

04-Preventing Electric Accidents (Required) 

05-Handling High-Pressure Gases Safely 

06-Handling Chemical Substances Safely (Required) 

07-Using the Chemical Registration Information System (Required) 

08-Handling Experimental Wastes (Required) 

09-Handling X-Rays and Radiation Safely 

12-Safety Measures when Handling Machine Tools 

13-Safe handling of liquid nitrogen 

14_Minimizing Exposure to Organic Solvents 
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６．材研における安全衛生関係の取扱い（あらかじめ e-learning受講のこと） 

(1) 高圧ガス 

（液体窒素含む） 

材研における高圧ガスの注文、納品から返却までの流れを別紙 1に 
示します。 
(保管および使用上の注意事項等) 
 高圧ガスの取扱いと保有については、高圧ガス保安法の規制を受
けます。使用にあたっては、高圧ガス保安法を順守し、安全を意
識して使用してください。 
 具体的な高圧ガスの取扱い等については、「安全の手引き」(西早
稲田キャンパス安全衛生委員会発行)を参照してください。 

 材研外に持ち出さないこと。材研と他のキャンパス間の移動も 
行わないこと。 

(2) 薬品 材研における薬品の注文、納品から廃棄までの流れを別紙 2に示します。 
購入した薬品はすべてＣＲＩＳへの登録(バーコード管理)が必要で
す。また、納品時に納品書との物品確認を行います。確認印のない 
納品書は経理処理ができません。 
(保管および使用上の注意事項等) 
 ｢安全の手引き｣(西早稲田キャンパス安全衛生委員会発行)を参照 
してください。 
 ドラフトチャンバーは薬品管理室内に 2台設置されています。 
 購入した薬品は盗難防止および安全管理上、施錠設備のある強固
な保管庫に貯蔵してください。 
 特に、毒物・劇物は、盗難・紛失を防ぐために、堅固で鍵のつい   
た保管庫に一般試薬とは分別して保管してください。 
 毒物薬品使用の際は、必要に応じドラフトチャンバーや防護具（防   
毒マスク、手袋）を使用してください。 
 調製した試薬や小分けした試薬を保存する時にペットボトル等の 
飲料容器を用いることは絶対に行なわないでください。 
 有機溶剤・水銀を取り扱う者は必要に応じて特殊健康診断（春・
秋の年２回実施）を受診してください。 
 薬品は材研外に持ち出さないこと。材研と他のキャンパス間の 
移動も行わないこと。 

(3) 実験廃液 材研における実験等で生じた廃液処理の手続きを別紙 3に示します。 
 受付時間は事務所開室時間となります。 
 廃液処理に関する疑問は環境保全センター(内線 73-6202)へ相談
するか「環境保全センター利用の手引き」（早稲田大学環境保全セ
ンター発行）を参照してください。 

(4) 機器類廃棄物 機材等の実験系廃棄物を廃棄する場合には、機器類廃棄物担当者まで
連絡してください。 
 機器類廃棄物担当者：榎本（分析機器管理室 内線 2183） 
 油液等の危険物を内蔵しているものは、それを抜いて実験廃液と
して処理してください｡ 
 家電リサイクル法の対象になる電化製品(エアコン、冷蔵庫、テレ
ビ、洗濯機)を廃棄する場合には、機器類廃棄物担当者もしくは 
事務所に必ず連絡してください。 

(5) Ｘ線取扱作業 本学に設置されたＸ線発生装置をはじめて利用する者は、放射線管理
室主催の「Ｘ線安全講習会」を必ず受講してください。 
(装置使用上の注意事項等) 
 装置によっては、被曝線量を測定するために蛍光ガラス線量計（ガ
ラスバッジ等）の装着が必要です。 
 必要に応じ「特殊健康診断」(電離放射線、春・秋の年２回)を 
受診してください。 

 

 

 



10 

 

７．相談窓口一覧 

相談内容 相談窓口担当者等 

 安全相談全般 

 建物・営繕に関すること 

 その他相談事項 

担当者：岡田・藤島  

場所：材研事務所：42-1号館 1階 106室 

（内線 2189）03-3203-4782 

 装置等の設置に関すること 

 装置･機器類の廃棄に関すること 

 実験廃液に関すること 

担当者：榎本心平 

場所：分析機器管理室：42-1号館 3階 304室 

（内線 2183）03-5286-3773 

 薬品や薬品管理に関すること 

 高圧ガスの取扱いに関すること 

 Ⅹ線の取扱いに関すること 

 純水装置に関すること 

 循環冷却水の使用等に関すること 

 定期排水・下水道局 

担当者：三野 峻 

場所：分析機器管理室：42-1号館 3階 304室 

（内線 2183）03-5286-3773 

 
８．ホームページ 
各務記念材料技術研究所ホームページでは、材研の情報（行事や受賞等）を掲載しています。 
利用案内および施設・装置利用関連書類もダウンロードできますのでご利用ください。 

各務記念材料技術研究所ホームページ

https://www.waseda.jp/fsci/zaiken/ 

「材料技術研究所」で検索してくだ

さい。 

>研究設備>施設・装置利用関連書類 

https://www.waseda.jp/fsci/zaiken/facility/download 

利用案内や施設・装置利用申込用紙

がダウンロード可能です。 

 
９．安全カメラ 
各務記念材料技術研究所では、防犯および安全管理のために、「早稲田大学個人情報保護委員会」
に届出のうえ、所内各所にカメラを設置し、録画をしています。 
また、カメラ設置場所には原則的に表示をしています。 

 
○表示の例 
『防犯カメラによりキャンパス内の映像を記録しています』（正門横の表示） 
『安全カメラ作動中』（薬品管理室・分析機器室・試料作成室等入口の表示） 

 
○カメラ設置場所 
1. 正門（外） 
2. 裏門（外） 
3. 講演室外壁（外） 
4.42-1号館 1階 玄関 
5.42-1号館１階 加工試験室出入口 
6.42-1号館１階 廊下 
7.42-1号館１階 104室 加工試験室６台 
8.42-1号館地下 001A室 分析機器室 
9.42-1号館地下 001B室 分析機器室 

10.42-1号館２階 202室 分析機器室 
11.42-1号館２階 208室 試料作成室 
12.42-1号館２階 210室 データ処理室 
13.42-1号館２階 214室 分析機器室 
14.42-1号館３階 302A室 薬品管理室 
15.42-1号館３階 310室 試料作成室 
16.42-2号館１階 100室 共通実験棟４台 
17.42-3号館２階 207室 分析機器室 
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Ⅳ．共同利用設備の使用について 

材研共同利用設備の利用方法は下記の通りになります。 

 

１．共同利用設備 

(1)共同利用設備一覧（別紙 4） 

共同利用設備は材研共同利用設備運用委員会が管理･運営している装置･設備で、共通実験室等

に設置されています。材研共同利用設備一覧は別紙 4の通り。 

(2)共同利用設備の利用資格 

利用資格は、原則として早稲田大学の教職員･研究員および学生であること。ただし、学生等

が利用する場合には指導教員の承認(印)が必要です。なお、学外者についての利用規程は別に定

める。 

 

２．利用方法 

(1)共同利用設備の設置箇所と受付箇所 

共同利用設備の利用については、下記の各実験室のルールに従ってください（別紙 5参照）。 

共通実験室 担当管理室 場所 内線 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

加工･試験室 加工･試験管理室 42-1号館 1階 104A室 2114 03-5286-3772 

分析機器室 分析機器管理室 42-1号館 3階 304室 2183 03-5286-3773 

共通実験棟 共通実験棟管理室 42-2号館 1階 101室 2138 03-5286-3774 

薬品管理室 分析機器管理室 42-1号館 3階 304室 2183 03-5286-3773 

 

(2)管理室開室時間 

9:00から 17:00（平日:月から金曜日)  

※共通実験棟管理室は 9:00から 16:00（平日:月から金曜日)  

※休日（土・日曜日および祝日）は閉室 

 

(3)時間外の設備利用 (時間外：管理室開室以外の時間（17:00以降および 9:00以前）) 

各担当管理室が認めた場合(者)のみ、時間外に装置を利用することができます。 

時間外の設備利用については、あらかじめ各管理室担当者に利用の許可をとり、その後、共同

利用設備時間外利用願い(黄・白の 2枚綴り)を提出してください。 

 共同利用設備時間外利用願い(黄・白の 2枚綴り)には指導研究員の承認印を要します。 

 共同利用設備時間外利用願い(黄・白の 2 枚綴り)は各管理室担当者の確認（承認印）後、事

務所に提出し承認印を得てください。 

 共同利用設備時間外利用願い(黄・白)を事務所に提出し、白紙を持ち帰り利用する共通利用

設備の扉に掲示して下さい。 

 時間外利用は安全上、二名以上で行ってください。 

 休日利用および徹夜(深夜)利用（22:30以降の利用）の場合には、徹夜･休日入所届（研究室）

もあわせて提出してください。 

 休日の利用については、あらかじめ所定の受付日に申込みを済ませてください。 

（その他の注意事項） 

 時間外利用時の装置トラブル等については、利用研究室（指導研究員）が責任を負うことに

なります。 

 加工・試験室および共通実験棟の工作機械等については、安全上時間外利用を認めません。 



12 

 

Ⅴ．緊急時の対応について 

火災をおこさないよう十分注意してください。万が一火災が発生した場合、また急病人が出

た場合は下記のように対応してください。なお、研究室の内線電話近くに、緊急時の連絡先を

掲示しています（別紙 6）。 

 

(1) 火災が発生した場合 
① 「火事だ」と大声で周囲に知らせるとともに、近くの非常警報設備(非常ベル)の発信機を押す。 

② 消火器・消火栓を使い初期消火を行う。 

③ 119番へ通報する（内線から発信する場合「0＋119」）。※住所･号館･担当者･現状等を簡潔に

落ち着いて伝える。 

④ 緊急電話番号（内線 2000）へも連絡する。緊急電話番号は 9時から 17時までは事務所に、

17時以降は宿直室につながります。 

⑤ 学生・教職員の避難誘導 

※以上に示した火災発生時の活動要素（初期消火、通報連絡、避難誘導など）は、実際の状況によ

り優先順位に多少の違いはあるにしても、どれも重要であって、基本的には全て同時に開始するも

のです。 

 

(2) 急病人発生の場合 

［緊急を要する場合］ 

意識がない、けいれんしている、大出血、頭部を強打している、耐えられない痛みがある場合、

夜間や休日等、 

① 119番に通報し、救急車を要請する。※住所･号館･担当者･病人の状態等を簡潔に落ち着いて

伝える。 

② 緊急電話番号（内線 2000）へも連絡し、すでに救急車を要請したことを伝える。 

［比較的緊急度が低い場合］ 

① 材研事務所で手当てを受けるか、大学保健センターか最寄の医療機関へ。 

 

(3) 指導教員への連絡 
指導教員には必ず連絡してください。 

 

(4) 緊急時対応に関係する情報等について 

1. 緊急連絡のための材研情報  

※早稲田キャンパス、西早稲田キャンパスではないことを強調してください。 

名称：早稲田大学 各務記念材料技術研究所  

住所：新宿区西早稲田 2丁目 8番地 26号 

号館：42号館  

℡ ：03-3203-4782 （材研事務所） 

2. タクシー 

グリーン・キャブ 

東京無線 

 

03-3203-8181 

03-3361-2111 

3. 大学保健センター 

保健センター 

  

西早稲田分室 

 

診療室緊急連絡用 内線 71-3000 

診療室(内科･外科) 内線 71-5495 03-5286-3984 

保健室      内線 73-2640 03-5286-2185 

4. 最寄の医療機関 

大同病院(救急病院) 

東京女子医大病院 

国立国際医療研究ｾﾝﾀｰ 

JCHO東京新宿ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 

 

03-3981-3213 内科･外科・整形外科 

03-3353-8111 全科 

03-3202-7181 全科 

03-3269-8111 全科 

 ※タクシー等で向かう場合はあらかじめ医療機関に電話してください。 
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高圧ガスの取扱いについて 
 

１．事務取扱い時間等 

受付場所： 事務所 （42-1号館 1階 106室） 

受付時間： 平日 9:00から 17:00（事務所開室時間） 

相談窓口（高圧ガス担当者）：三野（分析機器室 内線 2183、03-5286-3773） 

 

 

２．高圧ガス発注手順 

※ 新規に高圧ガスを使用する場合は、高圧ガス担当者(三野)に高圧ガス使用申込と共に、  

研究実験における使用概略の届出を行う。 

※ 借用の高圧ガスボンベは、1年以上使用すると滞納ボンベとなりますので、滞納ボンベとな

らないよう研究実験の計画を行ってください。 

作 業 担当 注意事項 

1) 高圧ガスの注文 研究室 電話・FAX・メールなどで納入業者へ直接発注する。 

2) 高圧ガス発注伝票の提出 研究室 発注した高圧ガスに対する高圧ガス発注伝票(以下、「伝

票」)の《発注者・業者記入》欄を記入し、事務所に備え

付けの高圧ガス伝票ボックスの注文枠に入れておく。 

3) 納品 業者 業者は、 

①事務所に立ち寄り、該当する伝票の《業者記入》

欄に容器記号・番号等を記入する。 

②事務所にてボンベ確認を受け、また納品書に検

収印を受ける。 

③高圧ガスボンベを研究室(あるいは容器置場)

に納入・設置する。 

④伝票(Ｃ)をカードケースに入れて、納入・設置

したボンベに掛ける。 

⑤伝票(Ａ)、(Ｂ)を事務所の高圧ガス伝票ボック

スの納品枠に入れる。 

4) 返却(空･返却容器について) 研究室 空容器、返却容器を返す場合は容器に掛けたカー

ドケース内の伝票(Ｃ)に「空」もしくは「返却」

と記入する。容器はそのまま使用場所に置いてお

くか、容器置場に搬入する。 

5) 返却(廃棄容器について) 研究室 廃棄容器については通常別途費用がかかるため、ま

ず共通実験棟管理室に相談する。 

6) 回収 業者 業者は使用場所または高圧ガス容器置場より伝票

(Ｃ)に「返却」「空」「廃棄」と示された容器を搬出

し、伝票(Ｃ)を事務所の高圧ガス伝票ボックスの納

品済枠に入れる。 

 

３．CRISによる高圧ガスの管理 

  (1)相談窓口担当者は、原則毎日事務所の高圧ガス伝票ボックスを確認し、伝票がはいってい

たら回収する。 

  (2) 相談窓口担当者は、回収した伝票のデータをCRISに入力し、材研内の高圧ガス容器保管数

を管理・監視する。 

  (3) 相談窓口担当者は、CRISによる情報により、必要に応じて研究室などと調整を行なう。 

 

以 上  
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(高圧ガスの発注から納品・返却までのながれ) 

研究室又は実験室 

Ａ･Ｂ・Ｃ 発注者 

業 者 

事務所 

Ａ・Ｂ・Ｃ 納 入 

Ａ・Ｂ Ｃ 

容器置場 

業 者 事務所 Ｃ 

管理者 

 納入時に業者は、（Ａ）伝票の業者

記入欄に容器の記号・番号・納入年

月日を記入する。（Ａ・Ｂ）伝票は、事

務所に届け（Ｃ）伝票はカードケース

に入れてガス容器の首にかける。 

 納入時に高圧ガス容器置場に保管

されたものについては、その旨を事務

所から発注者に連絡する。 

 空容器又は返却・廃棄容器は、カ

ードケース内の（Ｃ）伝票の整理区分

Ｒ欄の該当箇所に○印をし伝票をケ

ースに入れ容器にかけた状態で置

く、又は容器置場に搬入して置く。 

 業者は、使用場所、又は高圧ガス

容器置場より伝票に返却・廃棄の印

のついた容器を搬出し（Ｃ）伝票の入

ったカードケースを事務所に届ける。 

各共通実験

室の管理室 

 発注者は、業者に発注した際（Ａ）

伝票の発注者記入欄に記入し事務

所に届ける。 

（１）研究室に保管する場合 

（２）共通実験室及び容器置場に保管する場合 

 各共通実験室の管理室に届ける、

また容器置場に一時保管したい場合

は実験場管理室へ届ける。 

（１） 

    発注伝票の流れ 

    高圧ガス（容器）の流れ 

容器置場 

高圧ガス容器・発注伝票流れ線図 

 各務記念材料技術研究所内の各研究室および実験室内に、必要以上の高圧ガス

容器を置くことの無いようにし、所内での高圧ガス容器に起因する事故および災害を、

極力未然に防ぐことを目的とする。この様式は、理工学術院の場合を参考とするととも

に、伝票等の流れを簡素化したものである。 

研究室 

Ａ Ｂ・Ｃ 

（２） 



15 

化学薬品物質の取扱いについて 
１．事務取扱い時間等 

受付場所  ：事務所 （42-1号館 1階 106室） 

受付時間  ：平日 9:00から 17:00（事務所開室時間） 

相談窓口(薬品担当者)：三野（分析機器管理室 内線 2183、03-5286-3773） 
 

２．注意事項（材研において薬品を取り扱う者は下記の事項を厳守すること） 

①化学物質取扱いに関する環境保全･安全説明会の受講 

4 月に環境保全センターが開催する「化学物質取扱いに関する環境保全･安全説明会」を必ず受

講すること。受講していない者は薬品・化学物質の取り扱いを認めない。どうしても薬品の取

り扱いを希望する者は、薬品担当者に相談の上、個別に環境保全センターに申込みを行い受講

すること。 

②SDSの確認 

使用する薬品の SDS（Safety Data Sheet；（化学物質安全性データシート））を必ず確認し、人

体や環境に影響を及ぼす有害物質等に関する情報、混色発火等の安全に関する情報を調べ、十

分な知識をもつこと。なお、SDSは印刷し常に確認できるようにしておくこと。 

③使用上の注意 

環境保全センター利用の手引き Ⅱ章 化学物質使用上のルールに詳細が記載されているので、

必ず熟読し、十分な知識をもった上で使用すること。また、使用後は残量の確認を必ず行い、

不要な薬品や、実験で使用、合成した自分しか内容がわからない様な薬品は廃棄すること。 

 

３．薬品を購入する場合の発注から使用後までの流れ（毒物以外） 

安全上、各研究室で保有できる薬品（消防法で定める危険物）の上限は定められている。必要

以上の多量の購入は控えること。また、ここでは毒物ではない薬品について説明する。 

※毒物を購入する場合は項４を参照すること。 

作 業 担当 注意事項 

1) CRISの確認 
（※7 CRISの確認方法参照） 

研究室 

研究室の保有薬品リストを確認、重複購入を避ける。

また、多量の薬品の購入は控えること。 

2) SDSの確認 購入薬品についての情報を確認する。 

毒物ではないことを確認する。 

3) 薬品の注文 納入業者へ直接発注する。 

4) 薬品発注伝票の提出 注文内容を薬品発注伝票に記入し、事務所に提出する。 

5) 納品情報の通知 業者 納入業者は納品日の午前 9:00までに納品情報を事

務所へ連絡する。 

6) バーコード割当表・バーコ

ードラベルの発行 

事務所 納入業者からの情報をもとにバーコード割当表・バ

ーコードラベルを発行する（薬品入庫手続き）。 

7) 薬品・納品書の提示 

バーコード割当表・バーコード

ラベルの納入業者受け取り 

業者 納入業者は納品前に必ず事務所に立ち寄り、納品情

報・納品書をもとに物品を確認し納品書に検収印を受

ける。バーコード割当表・バーコードラベルを受け取

る。 

8) 納品 業者 納入業者が割当表・ラベルを添えて使用箇所へ納品 

9) 薬品の保管 

研究室 

納品後、使用箇所にて薬品名とバーコード No.を確

認の上、バーコードラベルを試薬容器に貼り付ける。 

10) 薬品保管情報の閲覧 担当教員および登録者は、管理する研究室内の薬

品在庫量等を MyWaseda CRIS から閲覧することが

できる。 

11) 薬品使用済手続き 研究室 薬品を使い切ったら、薬品使用済空容器の廃棄手順

※2 の通り、原則当日、事務所にて手続きする。 

事務所 返送されたバーコードラベルに対応する薬品の出庫

手続きを行う。 

※ 納品書に検収印がないと経理処理が行われない。したがって、やむを得ず宅配便、郵送等による

事務所を通らない納入物品は、納入後速やかに事務所で登録手続きをとること。 

※2薬品使用済空容器の廃棄手順については 以下の項 6を参照。 
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４．毒物を購入する場合の発注から使用後までの流れ 

毒物を購入する場合は事前に指導教員の許可を得た上で、毒物薬品購入申請書、SDSを事前に提

出すること。また、毒物が納品されたら、ただちに薬品担当者に連絡し、必要な安全確認作業を

行うこと。 

作 業 担当 注意事項 

1) CRISの確認 

研究室 

研究室の保有薬品リストを確認、重複購入を避ける。

また、多量の薬品の購入は控えること。 

2) SDSの確認 購入薬品についての情報、人体に影響を及ぼす有害

物質に関する情報を確認する。 

3) 申請書の提出 購入者は指導教員の許可を得て、下記書類を事務所

（窓口）に提出する。 

①毒物薬品購入申請書 

②購入予定毒物の SDSを印刷したもの 

4) 申請書の保管 事務所 

薬品担当者 

事務所は申請書を薬品担当者へ転送する。 

薬品担当者は申請書、SDSを確認後、保管する。 

5) 発注 研究室 納入業者へ直接発注する。 

6) バーコード発行 事務所 事務所はバーコードを発行し、赤ラインを引く。 

7) 納品 業者 業者は薬品の検収を事務所で受け、使用者に納品

する。 

8) 納品後 研究室 使用者は毒物にバーコードを貼り、ただちに薬品担

当者に連絡する。 

9) 安全確認作業 薬品担当者、 

研究室 

薬品担当者は 8)の連絡後、下記について確認する 

・毒物保管場所 

・バーコード 

・毒物使用記録カードの発行 

・使用上の注意事項 

10) 保管 研究室 使用者は毒物を施錠可能で「医薬用外毒物」の表

示がある保管庫に保管する。 

11) 使用 研究室 使用者は毒物使用の度に使用年月日、使用者、使

用量等を毒物使用記録カードに記入する。 

12) 使用済み手続き 研究室 薬品を使い切ったら、 

・薬品使用済空容器の廃棄手順※2 のとおり、原則

当日、事務所にて手続きする。 

・毒物使用記録カード、バーコードを事務所（窓口）

に返却する。 

13) 毒物カードの確認 薬品担当者 薬品担当者は毒物使用記録カードと毒物薬品購入

申請書、SDS等を保管する。 

※ 納品書に検収印がないと経理処理が行われない。したがって、やむを得ず宅配便、郵送等による

事務所を通らない納入物品は、納入後速やかに事務所で登録手続きをとること。 

※2薬品使用済空容器の廃棄手順については 以下の項 6を参照。 

 

５．薬品の保管方法 

薬品は化学物質保管情報の内容を把握し、法令に基づき薬品を保管しなければならない。毒物、

劇物、危険物については、以下の方法で保管してください。 

(1) 毒物 

「医薬用外毒物」の表示のある、施錠可能な場所（ガラス扉のキャビネットは不適）に保管し、

一般試薬と混在させてはならない。また、使用のたびに使用量、残量を記録しなければならな

い（毒物使用記録カードによる記録）。 

(2) 劇物 

「医薬用外劇物」の表示のある、施錠可能な場所（ガラス扉のキャビネットは不適）に保管し、

一般試薬と混在させてはならない。 
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(3) 危険物 

危険物同士の組合せによっては、混触により火災等の危険が生じる可能性があるので、試薬

瓶のラベルに記載された危険物分類表示を確認し、危険な混触が起こらないよう保管すること。

(危険物混載の組合せは環境保全センター利用の手引き参照のこと。) 

また、各務記念材料技術研究所内では、各防火区画毎に薬品の保管量が指定数量の0.2 倍未

満と消防関係法令により定められている。 

 

６．薬品使用済空容器の廃棄手順 

薬品使用済空容器（空の試薬瓶、油一斗缶等）の取扱いについて、2017年 11月より以下のよう

に変更いたしました。これまで、薬品の使用済空容器は研究室で洗浄後廃棄していましたが、こ

の方法では洗浄時、作業者に危険が伴うことが想定されます。安全管理上、薬品使用済空容器の

廃棄は実験系廃棄物として以下の手順で処理いたします。 

 

・薬品使用済空容器の廃棄 

受付場所： 事務所 （42-1号館 1階 106室） 

受付時間： 平日 9:30から 17:00（事務所開室時間） 

廃棄場所： 廃液庫・危険物保管倉庫室（42-1号館地下 1階 B004室） 

 

薬品使用済空容器（空の試薬瓶、油一斗缶等）の廃棄手順の流れ 

作業 担当 内容 

1)廃棄手続き 研究室 

薬品使用済空容器（薬品瓶、油一斗缶等）を事務所に搬入す

る（蓋、バーコードは付けたまま） 

薬品使用済空容器の回収用紙に必要事項を記入する 

（日付、研究室、氏名、薬品名、毒劇物指定の有無、容量） 

 

・プラスチック容器   ：P 区分 

・ガラス容器(500ml 以下) ：G 区分 

・ガラス容器(500ml 超え) ：指定外区分（不要薬品） 

・一斗缶        ：指定外区分（不要薬品） 

・小型金属容器     ：S1 区分 

 

容器についている CRIS バーコードシールをはがし薬品バー

コード回収用紙に張り付ける。 

2)伝票確認 

バーコード回収 

廃液庫鍵の貸出し 

事務所 

回収用紙の記載事項を確認する 

CRIS バーコードシール回収の確認 

保管場所である廃液庫・危険物保管倉庫室の鍵を渡す 

3)空容器を廃液庫（廃

液庫・危険物保管倉

庫室）に廃棄 

研究室 

廃液庫・危険物保管倉庫室に薬品使用済空容器を区分ごとに

蓋を付けたまま廃棄する 

※ガラス容器も安全確保のため廃棄時は蓋を閉めたままで対

応 

廃液庫の鍵を事務所に返却する 

4)環境保全センター 

に処理依頼 
職 員 回収容器を環境保全センターまで搬入し、処理依頼する 

 

７．CRISの確認方法 

① MyWasedaにログインし「研究」から「薬品管理」の階層下にある「化学薬品管理」をクリック。 

② 早稲田大学 薬品管理システムが表示される。 

    このページ内にCRIS利用マニュアル、CRISクイックマニュアルがあるので参考にすること。 

③ 研究室のIDとパスワードを入力して「ログイン」をクリック。 

（ID、パスワードは研究室の安全担当者、薬品担当者が把握しています。） 
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④ CRISスタート画面が表示される。「検索」→「在庫一覧」をクリックすると、下のような画面

が表示される。 

 

 
検索在庫一覧の画面に薬品名、部屋名を入力する 

 

⑤「薬品名」に検索したい薬品名を入力。空の場合は全ての薬品一覧が表示される。 

「施設（部屋）」のプルダウンから閲覧したい部屋名を選択。 

 

 
検索結果を参照し重複薬品や不要薬品（使用予定のないもの）がないかを確認する。 

 

以 上  
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実験廃液処理手順について 
 

１．事務取扱い時間等 

受付場所： 事務所 （42-1号館 1階 106室） 

受付時間： 平日 9:30から 17:00（事務所開室時間） 

保管場所： 廃液庫・危険物保管倉庫室（42-1号館地下 1階 B004室） 

相談窓口(実験廃液担当者)：榎本（分析機器管理室 内線 2183、03-5286-3773） 
 

２．実験廃液処理手順 

「実験計画をしっかりと立て、それにより生じるであろう実験廃液を十分に予測すること。廃液 

の排出者は廃液の発生から最終処分までの流れを理解し責任を持って廃液の適正な処理を行 

うこと。」 

作 業 担当 注意事項 

1) 収集容器の申込み 研究室 容器区分と必要本数を事務所に申し込む。容器の

用意に時間がかかる場合もあります。 

2) 実験廃棄物処理伝票等の

受取り 

研究室 貸与する容器分の実験廃棄物処理伝票（バーコー

ド添付済）、バーコードシール、容器区分シール

を事務所で受取る。 

3) 収集容器の受取り 研究室 事務所で、廃液庫室鍵貸出返却簿に必要事項を記

入の上、鍵を借り、廃液庫・危険物保管倉庫室か

ら空容器を必要本数取出す。 

区分Ⅰ：白色ポリタンク 

区分Ⅱ：青色、灰色ポリタンク 

区分Ｓ･Ｇ：ペール、区分Ｐ：紙箱 

4) バーコードラベルの貼付 研究室 各容器の所定の位置に区分シールとバーコードシー

ルを貼り、各研究室の所定の場所に保管する。 

5) 容器の保管 研究室  各容器の所定の位置に区分シールとバーコードシ

ールを貼り、各研究室の所定の場所に保管する。 

 実験廃棄物処理伝票（バーコード添付済）は原

則安全担当者が責任をもって保管する。 

 廃液の場合、収集容器への総投入量は 8分目ま

でとする。これ以上は投入しない。 

6) 容器の搬入(返却) 研究室 ①容器内の廃液が 8分目に達したら、実験廃棄物

処理伝票（バーコード添付済）に必要事項を記

入し、署名・押印の上、事務所に提出する。 

②実験廃棄物処理伝票を提出後、廃液庫室鍵貸出

返却簿に必要事項を記入の上、鍵を借り、廃液

容器を廃液庫・危険物保管倉庫室に搬入する。 

 

(注意)蓋の閉め忘れには注意してください。 

 

7) 環境保全センターへの搬出 事務所 収集容器は、廃液庫室内の廃液容器（充填済）が

一杯になったら、トラックで環境保全センターに

搬出します。なお、夏季及び冬季休業前、年度末

の 3回は定期的に搬出しています。 

 

※Ⅰ-f,Ⅰ-g,Ⅱ-a,Ⅱ-b,Ⅱ-i については、分析機器室 暗室に容器が常備されています。 

少量の場合は分析機器管理室へご相談ください。 

 

以 上  
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共同利用設備一覧 

 

 ａ．加工・試験室 

 受付  《４２-１号館１階１０４A 室(加工・試験管理室)〔内線２１１４〕 03-5286-3772》 

 

装 置 名 設置場所 担当者 申込方法 利用料金 

コンピュータ計測制御式 

万能試験機(オートグラフ) 

AG-100kNC：島津 

42-1 

104 

 

○梅澤茂美 

 

 梶浦恒也 

 

 

 

 

 

申込日 

毎週月曜日 

 

 

利用手順は 

別紙5-(1)参照 

200円/時間 

（消耗品別途） 

デジタル計測制御式精密 

万能試験機(オートグラフ) 

DDS-100：島津 

デジタル計測制御式 

万能材料試験機 

RU300DN-TK21：東京衡機 
 

 

 

利用相談 

原則として月曜日 

 

 

 

 

   

無 料 

（消耗品別途） 

 

依頼試作料金 

1時間 1000円 

（消耗品別途） 

 
 ｂ．共通実験棟 

 受付  《４２-２号館１階１０１室(共通実験棟管理室)〔内線２１３８〕 03-5286-3774》 

 

装 置 名 設置場所 担当者 申込方法 利用料金 

サイリスタ式 

 高周波誘導炉：東芝 

42-2 

100 

 

 

 

○三野 峻 

 

 吉津 守 

 

 

 

申込日 

毎週月曜日 

 
 

利用手順は 

別紙5-(1)参照 
 

 

利用相談 

原則として月曜日 

 

 

2000円/時間 

（消耗品別途） 

高真空ガス置換炉 

KDF-V50M：デンケン  

42-2 

103 

 

100円/時間 

（消耗品別途） 

ガス置換炉 

KDF-1700：デンケン 

無 料 

（消耗品別途） 

 

 

 

   

無 料 

 

工作機械：普通旋盤 2台、ＮＣ旋盤（数値制御旋盤）

1台、ベッド形フライス盤 2台、ひざ型フライス盤 1

台、ＮＣフライス盤（数値制御フライス盤）1 台、

卓上ボール盤 1 台、平面研削盤 1 台、ドリル研削盤

2台、帯鋸盤 1台、熱電対溶接機１台、他 

試験機械：万能投影機 1 台、硬さ計 2 台、表面粗さ

計 1台、他  

電気炉、ファインカッター、カッティンググラインダ

ー、切断機、NCバンドソー、アーク溶接機、ガス溶接

機 
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ｃ．分析機器室 

受付  《４２-１号館３階３０４室(分析機器管理室)〔内線２１８３〕 03-5286-3773》 

装置名 設置場所 担当者名 申込方法 利用料金 

電界放出形高分解能走査電子顕微鏡 

[HR-SEM] S-5500：日立 
42-1 号館

001B 室 

 

○榎本心平 

 

 

○三野 峻 

 

 

尾辻晴男 

 

 

鈴木俊二 

 

 

河原林薫 

申込日 

隔週月曜日 

１時間  １５００円 

電界放出形極低加速走査電子顕微鏡 

[FE-SEM 7800F] 依頼分析 

JSM-7800F PRIME：日本電子 

 

１時間  ７５０円 

全自動ガス吸着量測定装置 

[AUTOSORB] IMP/wk3:, iQ2MPXR： 

Quantachrome Instruments 

42-1 号館

001A 室 
１時間  ５００円 

集束イオンビーム加工装置 

[FIB JIB-4000] 依頼加工 

ＪＩＢ-4000：日本電子 

42-1 号館 

202 室 

随 時 

１時間  ５０００円 

消耗品              

１０００、１５００、３０００円 

走査電子顕微鏡 

[LV-SEM] ＪＳＭ-5500：日本電子 

申込日 

 

隔週月曜日 

 

 

当管理室掲示板 

およびＨＰに掲示 

 

 

 

 

利用手順は 

別紙5-(2)参照 

 

 

 

 

利用相談 

 

原則として 

月曜日 

１時間  ２５０円 

３Ｄデジタルマイクロスコープ 

VHX-5000：KEYENCE 学内：無 料 

光学顕微鏡(カメラ付)L150：ニコン 

電界放出形走査電子顕微鏡 

[FE-SEM 7001F] 依頼分析 

JSM-7001Ｆ：日本電子 42-1 号館 

203 室 

１時間  ７５０円 

付
属
装
置 

エネルギー分散形Ｘ線分析装置 

[FE-SEM7001F(EDS)] 依頼分析 

JED-2300Ｆ：日本電子 

付
属
装
置 

１時間 ＋２５０円 

透過電子顕微鏡（200ｋＶ） 

[TEM(200keV)] JEM-2010：日本電子 

≪免許制≫免許がない場合：依頼分析 42-1 号館 

204 室 

１時間  ５００円 

付
属
装
置 

エネルギー分散形Ｘ線分析装置 

[TEM(200keV)EDS] 依頼分析 

JED-2300T：日本電子 

付
属
装
置 

１時間 ＋２５０円 

電界放出形走査電子顕微鏡 

[FE-SEM 6500F] 依頼分析 

JSM-6500F：日本電子 

42-1 号館 

205 室 

１時間  ７５０円 

付
属
装
置 

エネルギー分散形Ｘ線分析装置 

[FE-SEM 6500F(EDS)] 依頼分析 

JED-2300F：日本電子 付
属
装
置 

１時間 ＋２５０円 
カソードルミネッセンス検出器 

[FE-SEM 6500F(CL)] 依頼分析 

Mono CL3：GATAN 

冷却ステージ 依頼分析 
１時間 ＋２５０円 

（消耗品別途） 

共通暗室(現像、引伸ばし他） 
42-1 号館 

206 室 

学内：無 料 

(消耗品別途) 

電子プローブ微小部分析装置 

[ＥＰＭＡ] 依頼分析 

JXA-8230：日本電子 

42-1 号館 

207 室 

(W)１時間 １０００円 

(LaB6)１時間 １５００円  

試料作成装置 

自動研磨機、熱間埋込、冷間埋込、 

ハンディラップ、研磨器、精密切断機、 

超音波ディスクカッター、光学顕微鏡、 

ディンプルグラインダー、電子天秤、 

ベルトグラインダー、ホットプレート、 

ガスバーナー、超音波洗浄器ｅｔｃ 

42-1 号館 

208 室 

学内：無 料 

(消耗品別途) 
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装置名 設置場所 担当者名 申込方法 利用料金 

電界放出形オージェ電子分光装置 

[FE-AES(EBSP)] 依頼分析 

JAMP-9500F：日本電子 42-1 号館 

209 室 

 

 

○榎本心平 

 

 

○三野 峻 

 

 

尾辻晴男 

 

 

鈴木俊二 

 

 

河原林薫 

申込日 

 

隔週月曜日 

 

 

当管理室掲示板 

およびＨＰに掲示 

 

 

 

 

利用手順は 

別紙5-(2)参照 

 

 

 

 

利用相談 

 

原則として 

月曜日 

１時間 １５００円 

付
属
装
置 

後方散乱電子線回折装置 

[FE-AES(EBSP)] 依頼分析 

TSL-OIM7：TSL 

付
属
装
置 

１時間 １５００円 

イメージングプレート読取装置 

[IP READER] 

FDL-5000：FUJIFILM 

42-1 号館 

210 室 

１時間  ２００円 

(消耗品別途） 

画像解析装置 

OIM4 Analysis･Analysis Station 

Digital Micrograph･Image Pro PLUS 

Photoshop(TEM ﾌｨﾙﾑ読込) 

Premiere･Origin Pro 9.0J･ 

Mac Tempas･Crystal Kit･ 

Image Gauge･L-Process 

PDXL(ICDD 検索およびＸ線回折定性) 

学内：無 料              

(消耗品別途） 

光電子分光装置 

[XPS(ＥＳＣＡ)] 依頼分析 

JPS-9010：日本電子 

42-1 号館 

211 室 
１時間  ５００円 

電界放出形走査透過電子顕微鏡 

（200kV） 

[FE-STEM] 依頼分析 

JEM-2100F：日本電子 42-1 号館 

212 室 

１時間 ２０００円 

付
属
装
置 

エネルギー分散形Ｘ線分析装置 

[FE-STEM(EDS)] 依頼分析 

JED-2300T：日本電子 

付
属
装
置 

１時間 ＋５００円 

透過電子顕微鏡（300kV） 

[ＴＥＭ(300keV)] 

JEM-3010：日本電子 

≪免許制≫免許がない場合：依頼分析 

42-1 号館 

213 室 

１時間  ７５０円 

     ﾌｨﾙﾑ･ﾌﾙ 1 枚：３００円 

   ﾌｨﾙﾑ･ﾊｰﾌ 1 枚：１５０円 

ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ 1 枚：２００円 

紫外可視分光光度計 

[UV/VIS] 

Lambda650：パーキンエルマー 

42-1 号館 

214 室 

通  常           

１時間  ２００円  

アクセサリー使用時   

１時間  +1００円 

(消耗品別途） 

顕微フーリエ変換赤外分光システム 

[顕微 FT-IR] 

Auto IMAGE：パーキンエルマー 

１時間  ３００円 

(消耗品別途） 

動的光散乱式粒径分布測定装置 

[ＤＬＳＰＳＡ] 

LB-550：HORIBA 

１時間  ２００円 

(消耗品別途） 

表面粗さ計 

[Dektak] 

Dektak 6M：ULVAC 

１時間  １００円 

落射蛍光顕微鏡システム 

BX51：オリンパス 
学内：無 料              
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装置名 設置場所 担当者名 申込方法 利用料金 

集束イオンビーム加工装置 

[ＦＩＢ SMI2050] 依頼加工 

SMI2050：SIＩ 42-1 号館 

302A 室 

 

○榎本心平 

 

 

○三野 峻 

 

 

尾辻晴男 

 

 

鈴木俊二 

 

 

河原林薫 

随  時 
１時間 ２５００円 

消耗品：１０００、１５００円 

透過電子顕微鏡（100kV） 

[TEM(100keV)] 

JEM-1010：日本電子 

申込日 

 

隔週月曜日 

 

 

当管理室掲示板 

およびＨＰに掲示 

 

 

利用手順は 

別紙5-(2)参照 

 

 

利用相談 

 

原則として 

月曜日 

１時間  ２５０円 

ﾌｨﾙﾑ･ﾊｰﾌ 1 枚：１５０円 

キャリヤ濃度測定器 

PN4400：ACCENT 

42-1 号館 

307 室 

１時間  ２００円 

(消耗品別途） 

ホール効果測定器 

HL5500IU：ACCENT 

１時間  １００円 

クライオ使用時 

１時間  ２５０円 

蛍光Ｘ線分析装置（エネルギー分散形） 

[XRF] JSX-1000S：日本電子 
学内：無 料 

イオンミリング 

E-300：日立 

42-1 号館 

310 室 

１時間  ２５０円 

試料ホルダーは 

利用者各自で 

購入のこと 

(消耗品別途) 

イオンポリシング 

Model 691 PIPS：GATAN 

クライオイオンスライサ 

IB-09060CIS：日本電子 

クロスセクションポリッシャ 

IB-09020CP：日本電子 

平面イオンミリング 

SVM-730：サンユー電子 

湾曲ＩＰ Ｘ線回折装置 

[MDG] 

RINT RAPID-S：リガク 

42-3 号館 

207 室 

１時間  ３００円 

ナノスケールＸ線構造評価装置 

[SAXS] 

NANO-Viewer：リガク 

１時間  ５００円 

全自動水平型多目的Ｘ線回析装置 

[SmartLab] 

SmartLab：リガク 

１時間  ３００円 

付
属
装
置 

試料極低温装置 SmartLab 用 

アタッチメント 

4K～300K 温度可変装置 

[SmartLab(極低温)] 

付
属
装
置 

１時間 +３００円 
試料高温装置 SmartLab 用 

アタッチメント 

25℃～1000℃温度可変装置 

[SmartLab(高温)] 
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 ｄ．薬品管理室 

 受付  《４２-１号館３階３０４(分析機器管理室)〔内線２１８３〕 03-5286-3773》 

 

装 置 名 設置場所 担当者 申込方法 利用料金 

 

薬品管理室 

 

42-1号館 

302B室 

○三野 峻 

 榎本心平 

★別紙5-(3)参照 

事前に薬品管理室利

用申請書を提出し薬

品管理室利用証の交

付を受ける 

 

無 料 

 

 

 

    

無 料 

  ※キャンパス間の薬品の移動ができないため、材研に所属する(材研で薬品購入可能な) 

研究室しか利用できません。 

関連装置：ドラフトチャンバー、電子天秤、 

     超純水装置、超音波洗浄機、毒物保管庫 
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加工・試験室および共通実験棟 

装置利用手順 
 

１．利用資格 
教職員、研究員、学生であること。ただし、学生の方は指導教員の承認が必要となります。 

 

２．利用時間 

加工・試験室 平日 9:00から 17:00  

 共通実験棟  平日 9:00から 16:00   

※但し、12:30から 13:30は昼休み 

 

３．申込手順(予約日は毎週月曜日１０時３０分です。予約日が休日の場合、翌日とする。) 
加工・試験室は 42-1号館 1階 104室 内線 2114、03-5286-3772、 

共通実験棟は 42-2号館 1階 101室 内線 2138、03-5286-3774 

にて申込を受け付けます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．時間外利用(各加工機械の時間外利用は原則として認めません。) 
 

 

 

 

 

 

 

 

５．注 意 
 

 
 

 

 

当管理室が認めた者のみ時間外の装置利用が可能となります。 

なお、時間外利用される場合、徹夜・延長・休日使用届けを（指導教員の承認印が必要）

提出していただく事になります。 

また、時間外利用される場合は事故等に備え必ず二人以上である事が必要です。 

※注意 時間外利用時のトラブルについては、利用研究室が全責任を負う事となります。 

※注意 所外利用者の時間外利用は認めません。 

・利用する時は安全上、原則として作業着・保護具を着用のこと。 

・試験室、実験室内での喫煙・飲食は厳禁です。 

・装置利用は、勝手にせず必ず相談してから行うこと。 

・キャンセルする場合、必ず事前に連絡を入れること。 

・共同で利用する装置なので綺麗に使用してください。 

・使用後は速やかに管理室まで終了報告をしてください。 

利用者間で装置の使用日時を相談、調整（独占使用は不可） 

実験相談、依頼加工、サポート等が必要な方は申し出る 

装置予約の場合は受付ＰＣに入力する 

使用当日までに指導教員の装置使用の承認をもらっておく 

課金装置（熱処理炉）については別途申込書を記入すること 

利用当日、管理室に使用開始の報告をする 

利用終了後はＰＣに利用実績を入力し、管理室に終了報告する 

予約日（毎週月曜日）の１０時３０分に各管理室に集合 
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分析機器室 装置利用手順 
 

１．利用資格 
教職員、研究員、学生であること。ただし、学生の方は指導教員の承認印が必要となります。 

 

２．利用時間 
 平日 9:00から 17:00  

※但し、12:30から 13:30は昼休み 

 

３．申込手順 (予約日は隔週月曜日９時３０分です。掲示板、分析 HPを参照すること) 

分析機器管理室（42-1号館 3階 304室 内線 2183、03-5286-3773）にて受付します。 

予約日に２週間分の受付をします。予約が入らなかった装置は随時受付します。 

予約日が休日の場合、翌日を予約日とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※注意 ＦＩＢの依頼加工は随時受付します。試料持参の上、管理室までお越しください。 

 

４．時間外利用(各装置の時間外利用は原則として認めません。) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．注 意 
 

 

 

 

 

 

利用者間で装置の使用日時を相談、調整（独占使用は不可） 

分析相談、依頼分析、サポート等が必要な方は申し出る 

利用申込書を記入し、予約券をもらう 

使用当日までに指導教員の装置使用の承認印を予約券にもらっておく 

利用当日、予約券を持参の上、管理室に使用開始の報告をする 

当管理室が認めた者のみ時間外の装置利用が可能となります。 

時間外利用を申請する場合は、指導教員の承認の上、時間外利用届けを、当日１７時まで

に必ず提出すること。 

※時間外利用時の装置トラブル、事故対応は、利用研究室が全責任を負う事となります。 

※事故に備え、必ず二人以上である事が必要です。 

※原則、材研に所属する研究室以外の方は、時間外の装置利用は出来ません。特別な理由（連

続実験等）で、材研に所属する研究室以外の方が時間外を利用する場合は、事前に「時間

外施設利用願い」を提出願います。 

 

装置使用後は予約券に使用時間を記入し、管理室に終了報告する 

・実験室内での喫煙・飲食は厳禁です。 

・同じ時間に一人で複数の装置を使用することは出来ません。 

・キャンセルする場合、必ず事前に連絡を入れる。 

・共同利用装置につき使用後は整理整頓、清掃をする。 

・使用後はすみやかに管理室まで終了報告をする。 

・許可なく薬品・高圧ガス・実験装置等を持ち込まない。 

予約日（隔週月曜日）の９時３０分に分析機器管理室に集合 
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薬品管理室 利用手順 
１．利用資格 
①各務記念材料技術研究所に所属する教職員および当研究所に研究室のある学生。 

②３月、４月に環境保全センターが開催する「化学物質に関する環境保全・安全説明会」を

受講した者。説明会を受講していない者は薬品管理室の利用を認めません。受講していな

い場合は、個別に環境保全センターに申込みを行い受講することになります。 

③学生の場合は指導教員の許可を得ており、薬品管理室 利用申請書 Step1 および実験計画

書 Step2、安全確認書 Step3 を提出し、安全が確認された後に利用許可を受けた者。 
 

２．利用時間、申込み場所 
平日 9:00から 17:00 分析機器管理室（42-1号館 3階 304室 内線 2183、03-5286-3773） 

 

３．申込手順 

1)薬品管理室利用申請書の提出 

薬品管理室利用希望者は薬品担当者に相談の上、利用申請書 Step1 および実験計画書

Step2、安全確認書 Step3 を使用者、目的毎に提出してください。特に化学薬品を用いた

実験をする場合は安全上のポイントや危険性について十分に調査し、上記書類に詳細に

記してください。 

薬品担当者により実験内容の安全性が確認された後、薬品管理室の利用が許可されま

す。安全性が確認されるまでには時間がかかる場合があります。また、利用許可の有効

期限は原則、年度内とします。新年度には改めて上記申請書を提出してください。 

 

2)利用手順(予約日が休日の場合、翌日を予約日とする。) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．時間外利用 
 

 

 

 

 
 

５．注 意 
 

 

 

 

 

隔週月曜日 ９時３０分 分析機器管理室 集合（薬品管理室利用許可を受けていること） 

薬品管理室・ドラフト利用スケジュール表に記入し予約する。 

ドラフトは 2台あるため 1日 2研究室まで予約可能。 

 利用当日、分析機器管理室に申し出る。薬品管理室の利用許可を得ていることを申し出た上で、

薬品管理室使用簿に必要事項を記入。鍵を借りて利用する。利用中は席を離れないこと。 

もし席を離れる場合、薬品担当者に報告、許可を得たうえで、施錠すること。 

原則として、時間外利用時は毒物・劇物の使用は認めません。薬品担当者に作業内容を報

告し、許可を得たうえで、徹夜・延長・休日使用届けを（指導教員の承認印が必要）提出し

てください。また、時間外利用する場合は事故等に備え必ず二人以上である事が必要です。 

※注意 時間外利用時の装置トラブルについては、利用研究室が全責任を負う事となります。 

利用後は、清掃・整理整頓、ドラフトの POWER OFF を確認し、部屋を消灯すること。薬品管理

室を施錠後、速やかに分析機器管理室に鍵を返却し、薬品管理室使用簿に必要事項を記入する。 

・安全上、白衣または作業着、安全メガネを必ず着用すること。 

・ヒール、半そで等の安全上問題がある服装での薬品管理室入室は認めない。 

・緊急時に備え必ず二名以上で使用すること。一名での利用は認めない。 

・緊急時に備え必ず指導教員に連絡が取れることを確認すること。 

指導教員が海外出張等で連絡の取れない場合、薬品管理室の利用は認めない。 

・許可なく薬品・高圧ガス・実験装置等を持ち込まないこと。 

・上記が守れない場合は、利用許可を取り消します。 
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  名称：早稲田大学 各務記念材料技術研究所 

住所：新宿区西早稲田 2丁目 8番地 26号 

号館：42号館 

電話：03-3203-4782 （材研事務所） 

緊急時の対応 

事故・火災発生 応急処置・初期消火 

緊急電話 
内線2000 材研事務所 17:00 迄 
     材研宿直室 17:00 以降 

所内連絡 119番通報 
火事･救急 

程度に応じて処置 

救急病院連絡

先 
① 

② 
③ 

理工学部 
 明治通り  新宿 池袋  

大
久
保
通
り 

諏
訪
通
り 

早
稲
田
通
り 

新
目
白
通
り 

材研 

東京女子医科大学

病院 救命救急センター 

3353-8111 

高
田
馬
場 

神
田
川 

 大同病院 

3981-3213 

大
久
保
通
り 

（軽傷） 事務所で処置 
（中程度）指定救急病院へ電話連絡   移送 
（重症） 119番通報  救急車で救急病院へ移送 

3202-7181 

国立国際医療

医療 研究センター 

3202-7181 

①材研事務長 内線 2111 
②材研所長  
③指導教員  


