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プログラム 

 

第 1 日目：12 月 6 日（火） 

 

第 63 回ガラスおよびフォトニクス材料討論会 

［主題Ⅰ ガラスやフォトニクス材料に関わる基礎科学および技術］ 

一般講演 A 会場（10:20〜11:20） 

座長 （東京工業大学）岸 哲生 

1A01 建設系廃棄物を用いたソーダ石灰ガラス 

（日本山村硝子株式会社）○山本 柱, 堀 詩織 

1A02 水産系副産物を用いたソーダ石灰ガラス 

（日本山村硝子株式会社）○堀 詩織, 山本 柱 

1A03 ホットサーモカップル法を用いたソーダ石灰ガラスの清澄過程評価 

（愛媛大学）○細羽 永遠, 武部 博倫 

一般講演 B 会場（10:20〜11:40） 

座長 （東北大学）寺門 信明 

1B01 リチウムダイシリケート結晶化ガラスの結晶生成における高濃度添加 ZrO2 の振る舞いと役割 

（東京工業大学）廣田 翔, 岸 哲生, ○矢野 哲司 

1B02 Li2O–Al2O3–SiO2 系ガラスの結晶化における核生成剤の影響 

（AGC 株式会社 A, 東北大学 B, 九州大学 C）○梶原 貴人 A,C, 土屋 博之 A, 二宮 翔 B, 

西堀 麻衣子 B,C, 藤野 茂 C, 波多 聰 C 

1B03 Tb3+発光を用いた CaO–Al2O3–SiO2 系ガラスの結晶化過程の評価 

（東京理科大学）○町田 慎悟, 山口 拓真, 前田 敬, 勝又 健一, 安盛 敦雄 

1B04 高速で核形成するフツホウ酸系 NaYF4 ナノ結晶化ガラスにおけるガラス構造と結晶構造の類

似性と結晶化挙動の関係 

（産業技術総合研究所 A, 大阪大学 B, JST さきがけ C, 高輝度光科学研究センター D） 

○篠崎 健二 A,B,C, 尾原 幸治D 

 

ポスターセッション P 会場（13:00〜14:40） 

二桁数字奇数番号: 13:00～13:50、偶数番号: 13:50～14:40 

［主題Ⅰ ガラスやフォトニクス材料に関わる基礎科学および技術］ 

PI01 作用電極用 Fe2O3-TeO2 系ガラス/ステンレス電極の機械的性質と pH 応答解析 

（三重大学 A, 株式会社堀場アドバンスドテクノ B）○伊藤 大貴 A, 久野 智也 A, 橋本 忠範 A, 

石原 篤 A, 西尾 友志 B 

PI02 Ag2O-TeO2 ガラス/ステンレス電極を用いた pH センサー用比較電極の開発 

（三重大学 A, 株式会社堀場アドバンスドテクノ B）○久野 智也 A, 橋本 忠範 A, 石原 篤 A, 

西尾 友志 B 
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PI03 比較電極用 Ag2O-TeO2 ガラス/チタン電極の開発と pH 応答解析 

（三重大学 A, 株式会社堀場アドバンスドテクノ B）○加納 聖人 A, 橋本 忠範 A, 石原 篤 A, 

西尾 友志 B 

PI04 大規模 DFT 計算を用いたガラス古典力場の検証 

（日本電気硝子株式会社 A, 物質・材料研究機構 B）○田中 敦 A, 斉藤 敦己 A, 村田 隆 A, 

中田彩子 B, 宮崎 剛 B 

PI05 MgO–SiO2 系液体・ガラスの構造物性研究 

（物質・材料研究機構 A, 京都大学 B, 宇宙航空研究開発機構 C, 弘前大学 D, 東北大学 E, 

函館工業高等専門学校 F, 株式会社エイ・イー・エス G, 高輝度光科学研究センターH） 

○手跡 雄太 A, 金子 智昭 A, 袖山 慶太郎 A, 小野寺 陽平 B, 小山 千尋 C, 増野 敦信 D, 

志賀 元紀 E, 岡田 純平 E, 水野 章敏 F, 渡邊 勇基 G, 仲田 結衣 G, 尾原 幸治 H, 織田 裕久 C, 

石川 毅彦 C, 小原 真司 A 

PI06 混合アルカリ効果の起源解明に向けたシリケートガラスの構造解析 

（京都大学 A, 産業技術総合研究所 B）○藤田 進 A, 小野寺 陽平 A, 正井 博和 B 

PI07 シールを利用した積層ナノアンテナの作製と発光制御 

（京都大学）○吉武 優, 村井 俊介, 田中 勝久 

PI08 ホウケイ酸塩ガラスのせん断変形のその場観察 

（滋賀県立大学 A, 愛媛大学 B）○加藤 豪起 A, 山田 明寛 A, 大内 智博 B, 松岡 純 A 

PI09 Crucible material dependent heterogeneous crystal nucleation in lithium silicate melts 

（Clausthal University of Technology A, Nippon Electric Glass Co. Ltd. B）○Raschid Al-Mukadam A, 

Tetsuya Murata B, Hikaru Ikeda B, Shingo Nakane B, Hiroki Yamazaki B, Joachim Deubener A 

PI10 ホウケイ酸塩ガラス融体の表面張力に及ぼす B2O3 添加の影響 

（愛媛大学）○杵塚 祥平, 武部 博倫 

PI11 窒素またはフッ素を含有するカルシウムケイ酸塩融体における粘度の剪断速度依存性 

（東北大学）○橋本 一輝, 助永 壮平, 柴田 浩幸 

PI12 ベイズ推定による CaO–MgO–Al2O3–SiO2 系高温粘性予測モデルの推定精度評価 

（日本板硝子株式会社）○倉上 拓真, 白木 康一, 奈良 正俊 

PI13 雰囲気制御下におけるガラスの溶融 

（日本電気硝子株式会社）○中塚 和人, 加賀井 翼, 西尾 孝二, 伊藤 伸敏 

PI14 MoO₃–FeO–Fe₂O₃–P₂O₅系ガラスの耐水性に及ぼす BaO の添加効果 

（愛媛大学）○黒原 萌, 西岡 宣泰, 武部 博倫 

PI15 多孔質ガラスフィルターを用いたバイオマーカー精製デバイス 

（AGC 株式会社）○浅見 隼也, 山口 佳穂 

PI16 フロート法により作製されたガラスの表面組成による階層性ナノ多孔構造の形成挙動に及ぼ

す影響 

（東京都市大学）○李 濬煥, 藤間 卓也 
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［主題Ⅱ 企業の製品・技術紹介］ 

PII01 ラマン分光法による微小泡のガス成分分析 

（日本電気硝子株式会社）○奥村 公康, 長谷 滉平, 紀井 康志, 吉田 紀之 

PII02 磁気光学ガラスを用いた光アイソレータの開発 

（日本電気硝子株式会社 A, 京都大学 B）○鈴木 太志 A, 古山 忠仁 A, 佐藤 史雄 A, 

益田 紀彰 A, 田中 勝久 B 

PII03 ガラス成形機の紹介（ガラスモールド成形機・ガラス曲げ成形機） 

（株式会社武内製作所）○武内 亮輔, 武内 隆哲 

PII04 ガラス溶解用白金装置の寿命伸長に対する取り組み 

（田中貴金属工業株式会社）○青木 俊幸 

PII05 5G,6G の超高速通信を支えるスペシャルグラスファイバー 

（日東紡績株式会社）○細川 貴庸, 平石 陽一, 栗田 忠史, 野中 貴史 

PII06 フロスト加工技術をコアとしたガラス製品の化学表面加工 

（株式会社丸山工業所）○松村 純汰 

PII07 「ガラス産業での温暖化ガス排出削減や SDGs 活動」に役立つ RHI Magnesita 製品使用方法 

（株式会社ジェイテック）○佐藤 敬蔵, 石本 賢司 

PII08 電材用ガラスクロスの薄葉化技術について 

（日東紡績株式会社）○大内 淳史, 菅野 直大, 粟野 昌弘, 宮城 裕光 

PII09 メンテナンスフリーの炉内監視 ITV システム/Phoenix Eye Ace と非接触式レーダレベル計/Glass 

Swift 

（京都 EIC 株式会社）○細谷 卓司, 宮本 繕彰, 村田 俊晴 

PII10 低熱伝導率断熱材「ロスリムボード」、目地埋め用副資材のご紹介 

（ニチアス株式会社 A, 東横炉材株式会社 B）蔵野 雅敏 A, 西田 拓也 A, ○若林 智則 B 

PII11 ガラス技術研究所の紹介 

（ガラス技術研究所）○織田 健嗣 

PII12 ディスプレイガラス向け完成品インライン検査 FPM-Inspect モアレによるガラス欠点、歪み検

出とその応用事例 

（イスラビジョン ジャパン株式会社）○西條 敦史 

PII13 Glass Service ガラス炉温度コントローラーESIII™ および AI 搭載の炉内監視 NIR カメラ 

（セラミックフォーラム株式会社 A, Glass Service Inc.B）○陳 昱翔 A, 加藤 団 A, 

Petr Jandacek B 

PII14 GS（Glass Service）ガラス欠陥分析のご紹介 

（セラミックフォーラム株式会社 A, Glass Service Inc.B）○野中 優子 A, 加藤 団 A, 

Filip Janos B 
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PII15 ガラスモールドシミュレーションソフトウェア「V-Glace」の製品化 

（インテグレーションテクノロジー株式会社 A, 理化学研究所 B, 

株式会社東海エンジニアリングサービス C, 表面機能デザイン研究所 D, 東京電機大学 E, 

芝浦機械株式会社 F）○石山 英二 A, 山形 豊 B, 福田 達也 C, 相澤 龍彦 D, 森田 晋也 E, 

福山 聡 F, 船田 浩良 A, 山田 和夫 A 

PII16 電波透過性／拡散性Ｌｏｗ－Ｅガラス 

（日本板硝子株式会社）○稲岡 大介, 岡 秀俊, 大島 英明, 石川 克樹 

PII17 溶融シリカ製の炉材 

 （ベスビウスジャパン株式会社）○林田 政彦 

PII18 ニューガラスフォーラムの活動紹介 

（一般社団法人ニューガラスフォーラム）○種田 直樹, 神吉 哲 

PII19 ガラス産業連合会：GIC の活動紹介 

（一般社団法人ニューガラスフォーラム）○種田 直樹 

 

［主題Ⅲ ガラスに関係する大学等の研究室紹介］ 

PIII01 弘前大学大学院理工学研究科 増野研究室 

（弘前大学）○増野 敦信 

PIII02 東北大学藤原研究室：光と熱のエンジニアリング 

（東北大学）○寺門 信明, 高橋 儀宏, 藤原 巧 

PIII03 長岡技術科学大学 機能ガラス工学研究室 

（長岡技術科学大学）○本間 剛 

PIII04 東京工業大学 矢野・岸研究室の紹介 

（東京工業大学）○岸 哲生, 矢野 哲司 

PIII05 東京都立大学 大学院都市環境科学研究科 環境応用化学域 梶原研究室(梶原 G) 研究紹介 

（東京都立大学）○梶原 浩一, 石島 政直 

PIII06 名古屋工業大学「光機能性マテリアル研究室」の紹介 

（名古屋工業大学）○岡 亮平, 早川 知克 

PIII07 滋賀県立大学工学部 ガラス研究グループの紹介 

（滋賀県立大学）○松岡 純, 山田 明寛, 山本 茂 

PIII08 京都大学 大学院工学研究科 材料化学専攻 応用固体化学研究室 

（京都大学）○村井 俊介, 田中 勝久 

PIII09 産業技術総合研究所 高機能ガラスグループの紹介 

（産業技術総合研究所）金高 健二, 赤井 智子, 北村 直之, 鎌田 賢司, 櫻井 宏昭, 神 哲郎, 

Heck Claire, 正井 博和, 篠崎 健二, Tripathi Neeti, 中村 仁美, ○北川 裕貴 

PIII10 大阪公立大学 大学院工研究科 応用化学分野 無機化学研究グループの紹介 

（大阪公立大学）林 晃敏, ○作田 敦, 本橋 宏大 

PIII11 九州大学 藤野研究室 研究紹介 

（九州大学）○藤野 茂, 児濱 司樹, 手嶋 諒治, 古川 祐也, 田中 愛夢 



 v

第 18 回ガラス技術シンポジウム（GIC18） 

「カーボンニュートラルに向けた挑戦」 

招待講演 A 会場（14:50〜17:55） 

座長 （AGC 株式会社）向井 隆司 

GIC1 低炭素社会実現に向けた水素エネルギーシステムの貢献可能性（40 分） 

（一般財団法人エネルギー総合工学研究所）○飯田 重樹 

GIC2 太平洋セメントグループ「カーボンニュートラル戦略 2050」について（40 分） 

（太平洋セメント株式会社）○平尾 宙, 池田 澄人, 野村 幸治, 兵頭 彦次 

GIC3 Hydrogen firing trials on a Float Glass Furnace（40 分, オンライン講演） 

（NSG Pilkington）○Andrew Keeley 

GIC4 板ガラス溶解窯のカーボンニュートラルへの展望（40 分） 

（AGC 株式会社）○上堀 徹 
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第 2 日目：12 月 7 日（水） 

 

第 63 回ガラスおよびフォトニクス材料討論会 

［主題Ⅰ ガラスやフォトニクス材料に関わる基礎科学および技術］ 

一般講演 A 会場（9:20〜11:50, 13:20～15:50） 

座長 （長岡技術科学大学）本間 剛 

2A02 ナトリウムホウケイ酸塩ガラスの融液状態での赤外吸収スペクトル 

（滋賀県立大学）○松岡 純, 田中 雅人, 山田 明寛, 吉田 智 

2A03 室温/高温 Ni K 端 XAFS およびラマン分光を用いた Na2O-MgO-Al2O3-SiO2 系ガラス・融液の

構造に与えるマグネシウムイオン影響 

（東京工業大学 A, 日本板硝子株式会社 B）○毛利 恵聖久 A, 岸 哲生 A, 矢野 哲司 A, 

倉上 拓真 B, 榎枝 竜之介 B, 白木 康一 B, 宮部 大亮 B 

2A04 新規リチウムソーダライト結晶化ガラスの合成と評価 

（東京都立大学）○有馬 秀哉, 石島 政直, 金村 聖志, 梶原 浩一 

座長 （産業技術総合研究所）篠崎 健二 

2A05 メカノケミカル法を用いた LiTa2PO8 固体電解質の合成プロセスの検討 

（大阪公立大学）○奥島 千尋, 木村 拓哉, 本橋 宏大, 作田 敦, 林 晃敏 

2A06 Li3PS4 ガラス電解質の結晶化による準安定相の室温安定化 

（大阪公立大学）○木村 拓哉, 井澤 遼, 稲岡 嵩晃, 保手浜 千絵, 作田 敦, 辰巳砂 昌弘, 

林 晃敏 

2A07 Sn および FeSn2 微粒子を含有する結晶化ガラスの創製とナトリウムイオンの脱挿入 

（長岡技術科学大学 A, 鶴岡工業高等専門学校 B）○佐藤 史隆 A, 本間 剛 A, 小松 高行 A, 

伊藤 滋啓 B 

2A08 多硫化ナトリウム融液を介したシリカ添加 Na3BS3 ガラスの常圧合成 

（大阪公立大学）○音野 智哉, 奈須 滉, 本橋 宏大, 作田 敦, 林 晃敏 

座長 （三重大学）橋本 忠範 

2A09 放電プラズマ焼結による酸窒化ケイ素ガラスの作製 

（物質・材料研究機構 A, 東京理科大学 B）大沢 祐太 A,B, 吉田 暉 A,B, 手跡 雄太 A, 

小原 真司 A, 西村 聡之 A, 町田 慎吾 B, 勝又 健一 B, 安盛 敦雄 B, 大橋 直樹 A, 

○瀬川 浩代 A,B 

2A10 イオン交換下における化学強化ガラスの熱力学的モデルと圧縮応力の起源 

（東北大学）○寺門 信明, 村井 大地, 高橋 儀宏, 藤原 巧 

2A11 アルカリ–アルカリ土類アルミノシリケートガラスの熱膨張係数の冷却速度依存性 

（AGC 株式会社）○門 力也, 徳永 博文, 遠藤 淳, 稲葉 誠二, 林 和孝 

2A12 Hertz コンタクトにより疑似的な塑性変形を示す新しい結晶化ガラス 

（東京理科大学 A, AGC 株式会社 B）○前田 敬 A, 町田 慎悟 A, 勝又 健一 A, 安盛 敦雄 A, 

吉田 智 B 
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座長 （九州大学）藤野 茂 

2A13 銀ナノアンテナシールの開発と発光制御 

（京都大学）○Lo Tien-Yang, 村井 俊介, 田中 勝久 

2A14 3-グリシドキシプロピルトリメトキシシランを用いた高硬度無機-有機ハイブリッド厚膜の

作製と機能化 

（北海道大学）○都出 卓人, Nataly Carolina Rosero-Navarro, 三浦 章, 忠永 清治 

2A15 酸化物薄膜の面内応力と基材のソリの不安定性 

（関西大学）○幸塚 広光, 太田 雄真, 西村 優希 

 

一般講演 B 会場（9:00〜11:50, 13:20～15:50） 

座長 （弘前大学）増野 敦信 

2B01 機械学習による高色純度 Eu3+添加赤色蛍光体の記述子探索 

（名古屋工業大学）○大塚 喬仁, 岡 亮平, 早川 知克 

2B02 Ni2+添加ダブルペロブスカイト蛍光体の局所構造-光物性間の相関の評価 

（産業技術総合研究所 A, 大阪大学 B）○北川 裕貴 A, 篠崎 健二 A,B 

2B03 ガラスマトリックス中におけるハロゲン化物ペロブスカイトの秩序無秩序構造変化の新知見 

（京都大学 A, 北陸先端科学技術大学院大学 B）鄭 鋭林 A, 上田 純平 B, 

○田部 勢津久 A 

2B04 放射光 X 線を用いた Ca2MnO4:Ti 黒色遮熱顔料の局所構造と電子状態解析 

（名古屋工業大学）○岡 亮平, 早川 知克 

座長 （滋賀県立大学）山田 明寛 

2B05 カルコゲナイドガラスの複屈折性: 光誘起と応力誘起現象 

（愛媛大学）和田 正樹, 光井 和輝, ○斎藤 全 

2B06 Bi2O3 含有酸化物ガラスの光学的特性と構造 

（愛媛大学）○林 克樹, 斎藤 全 

2B07 無容器法で合成した La2O3–MoO3 系ガラスの物性と構造 

（弘前大学 A, 東京大学 B）○棟方 咲衣 A, 増野 敦信 A, 簗場 豊 B, 井上 博之 B 

2B08 固体 NMR による La2O3および Y2O3含有ボレートガラスの B 周囲の局所構造解析 

（弘前大学 A, 東京大学 B）○佐々木 俊太 A, 増野 敦信 A, 井上 博之 B, 簗場 豊 B 

座長 （愛媛大学）斎藤 全 

2B09 P2O5 ガラスの構造 

（京都大学 A, 物質・材料研究機構 B, 産業技術総合研究所 C）○小野寺 陽平 A,B, 正井 博和 C, 

小原 真司 B 

2B10 Al2O3–P2O5系ガラスにおける構造と物性 

（産業技術総合研究所 A, 京都大学 B, 物質・材料研究機構 C, 立命館大学 D, 千葉大学 E） 

○正井 博和 A, 小野寺 陽平 B, 小原 真司 C, 藤井 康裕 D, 是枝 聡肇 D, 大窪 貴洋 E 
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2B11 3 体ポテンシャルを用いた分子動力学シミュレーションによる高密度化 SiO2 の構造解析 

（東京理科大学 A, 物質・材料研究機構 B, 早稲田大学 C, 京都大学 D, 千葉大学 E） 

○佐藤 柊哉 A,B, 宮川 仁 B, 谷口 尚 B, 平田 秋彦 C, 木本 浩司 B, 手跡 雄太 B, 

小野寺 陽平 D, 大窪 貴洋 E, 北村 尚斗 A, 小原 真司 A,B 

2B12 高圧処理および熱処理による Na-および Mg-アルミノシリケートガラスの構造解析 

（日本電気硝子株式会社 A, 東京工業大学 B, 滋賀県立大学 C, University of São Paulo D） 

○加藤 嘉成 A, 井上 富喜 A, 中根 慎護 A, 山崎 博樹 A, 河村 雄行 B, 山田 明寛 C, 

Millena Logrado D, Hellmut Eckert D 

座長 （産業技術総合研究所）正井 博和 

2B13 ソーダ石灰ガラスの静水圧下における弾性と構造変化 

（滋賀県立大学 A, 高輝度光科学研究センターB）○山田 明寛 A, 宮崎 慧一郎 A, 肥後 祐司 B, 

松岡 純 A 

2B14 ソーダライムガラスの体積緩和とガラス構造変化 

（AGC 株式会社 A, 京都大学 B）○濱田 裕也 A,B, 室田 哲平 B, 清水 雅弘 B, 下間 靖彦 B, 

三浦 清貴 B 

2B15 異方性(Li,Na,K,Cs)PO3 メタリン酸塩ガラスの構造緩和 

（AGC 株式会社）○遠藤 淳, 稲葉 誠二, 伊藤 節郎 

 

IYOG2022 特別セッション  

招待講演 A 会場（16:00〜17:05） 

座長 （東京都立大学）梶原 浩一 

IYOG1 ポスト国際ガラス年の展望 ～私たちが得たもの～（20 分） 

（AGC 株式会社 A, 国際ガラス年日本実行委員会事務局 B）○吉田 智 A,B 

IYOG2 令和四年度学習資料「一家に１枚 ガラス ～ 人類と歩んできた万能材料」の企画・製作とそ

の展開（15 分） 

（北海道大学 A, 産業技術総合研究所 B, 北陸先端科学技術大学院大学 C, 名古屋工業大学 D, 

東京工業大学 E, 物質・材料研究機構 F, 東北大学 G, 福井工業高等専門学校 H, 

日本電気硝子株式会社 I, 熊本大学 J, AGC 株式会社 K）○小野 円佳 A, 篠崎 健二 B, 

上田 純平 C, 岡 亮平 D, 岸 哲生 E, 栗村 直 F, 高橋 儀宏 G, 長谷川 智晴 H, 松下 佳雅 I, 

村田 貴広 J, 山崎 芳樹 K 

IYOG3 国際ガラス年 2022：ガラスの無い世界ある世界 静止画および動画コンテストの経緯と結果

の報告（15 分） 

（京都大学 A, AGC 株式会社 B, 北海道大学 C, 長岡技術科学大学 D）○清水 雅弘 A, 

吉田 智 B, 忠永 清治 C, 本間 剛 D 

IYOG4 次世代に対するガラスへの誘い：全国ガラス体験実験を通して（15 分） 

（富山高等専門学校 A, 滋賀県立大学 B, 鈴鹿工業高等専門学校 C, 日本電気硝子株式会社D, 

北海道大学 E）○袋布 昌幹 A, 山田 明寛 B, 松岡 純 B, 和田 憲幸 C, 吉原 聡 D, 忠永 清治 E 


