進化のバトンは︑今日もリレーされている︒
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人は皆︑誰かがつくったものに囲まれて生きている︒

岡部直人

そしてそれは︑
日々︑便利に使いやすく進化し続けている︒
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年前︑
どれだけ今の世の中を想像できただろうか︒
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1年前はなかったのに︑

●Art Director

今︑普通に使っているものがどれだけあるだろうか︒
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そう︑人類の歴史は︑進化の歴史なのだ︒
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しかし︑私たちは忘れてはいけない︒

野村

世の中が進化し続けているのは︑

●Producer

進化に挑戦し続けている人がいるからだということを︒
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まだ誰も越えたことのない壁に正面からぶつかり︑

禁無断転載

何度失敗してもあきらめず︑壁を突き抜けるまで
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挑戦し続ける人がいるからだということを︒

この事業は競輪の補助金を受けて実施したものです。

この進化のリレーの先頭に︑
ニ
ッポンのものづくりがある︒

推進しています。

進化を生んでくれた人︑
ありがとう︒

国土交通省の４省が共催し、
社団法人日本機械工業連合会が協力して

あなたの仕事が︑次の進化をきっと生み出します︒

「ものづくり日本大賞」
は、
経済産業省、文部科学省、厚生労働省および

マンガ
「ものづくり万歳 !!」
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製品・技術開発部門
内閣総理大臣 賞

…
………………………………………………………

外科手術に進化をもたらした
０・１㎜の血管縫合を可能にする世界最小針糸

河野淳一 ／（株）河野製作所

…
…………………………………………

耐食性を飛躍的に向上させた
バイオ燃料タンク用鋼板（エココート ‐ ）の開発

黒崎将夫 ／新日本製鐵（株）八幡製鐵所
脳神経外科手術を画期的に飛躍させた
手術用顕微鏡とそのスタンドの設計・開発・事業化

中村勝重 ／三鷹光器（株） …
…………………………………………………………
経済産業大臣 賞
高性能で、経済性・環境性を兼ね備えた
画期的な「静電塗布」型のダイカスト用「油性」離型剤

小松原博昭 ／（株）青木科学研究所 …………………………………………………

スキンケア成分配合、通気性回復フィルター、汚れ防止カバー構造などの
先端技術を搭載したストーマ装具の開発

神原紀之 ／アルケア（株）………………………………………………………

スチール（株）……
………………………………………………

革新的な厚鋼板製造プロセスを確立し、
建産機・エネルギープラント用高機能高強度厚鋼板を開発

鹿内伸夫 ／

平面スキャナーの常識を破り、様々な物の表面を
画期的な質感でデジタル化するスキャメラの開発

井田敦夫 ／ ニューリー（株） …
………………………………………………………
世界中で利用されるオープンソース型
プログラミング言語「Ｒ
」の開発
…
……………………

まつもとゆきひろ ／（株）ネットワーク応用通信研究所

貢 ／ 寿工業（株） …
……………………………………………………………

ナノ粒子の実用化を可能にした世界初のナノ粒子分散装置

院去

新規エレクトロスピニング法によるナノファイバー不織布の開発

岸本吉則 ／廣瀬製紙（株） …
…………………………………………………………

製造・生産プロセス部門
内閣総理大臣賞
鋳物に比べＣＯ ２排出量 分の１、環境汚染低減、
リードタイム 分の１の匠フレーム構造を開発

武藤善博 ／ヤマザキマザックオプトニクス（株） …
………………………………
経済産業大臣賞
高精度ハードシリコーンレンズの生産効率化を実現した
エジェクタピンレス樹脂成形生産システムの開発

鈴石光信 ／マクセルファインテック（株） …
………………………………………

…
……………………………………………………………

限界を超えた超薄肉・超微細プラスチック製品を
金型製作・成形加工で可能にする技術を確立

山添重幸 ／（株）かいわ
自動車向け金属パイプの製造に革命をもたらした
「チューブフォーミングシステム」の開発

國本幸孝 ／國本工業（株） …
…………………………………………………………
Ｊ‐ＰＡＲＣ大強度陽子加速器の
内表面への無酸素銅電鋳と電解研磨の適用

辻本克也 ／旭金属工業（株） …
………………………………………………………
ベンダ工法による省資源・高歩留まりの
金属リング製造技術を確立

八代恭宏 ／ベンダ工業（株） …
………………………………………………………
地場産業の英知を結集した、環境にやさしい
トイレットペーパー製造プロセスの開発

宇高昭造 ／泉製紙（株） …
……………………………………………………………
特別賞
微粒子高速衝突による金属成品の
表面加工熱処理法の開発と、表面改質技術の高度化

宮坂四志男 ／（株）不二機販 …………………………………………………………

類のない特殊紡績糸・ニット製品開発による
世界ブランド化とラグジュアリーブランドへの参入

佐藤正樹 ／佐藤繊維（株） …
……………………………………………………
特別賞
新しい測定原理にもとづく、簡便、安価、高精度な
コンクリート構造物非破壊検査装置の開発

久保 元 ／日東建設（株） …
…………………………………………………………
有害化学物質を削減する革新的塗装プロセスの開発

早坂 裕 ／加美電子工業（株） …
……………………………………………………

…
…………………………………………………………

組織細胞を生かし長期保存を実現した
革新的なＣＡＳ凍結技術の開発

大和田哲男 ／（株）アビー

井上岳治 ／東レ（株） …
………………………………………………………………

…
………………………………………………………

長谷川達也 ／（株）住友金属小倉 ……………………………………………………

高強度で鉛フリー、クラッキングコンロッド用非調質鋼の開発

粟本健司 ／篠田プラズマ（株） …
……………………………………………………

超大画面・超薄型・低消費電力・フィルム型ディスプレーの技術開発

若林克彦 ／ハードロック工業（株） …
………………………………………………

”締めても必ず緩む ネジの常識を覆し、
“
世界的な評価を確立した画期的な緩み止めナット

古川保典 ／（株）オキサイド

欠陥制御育成法による高機能光学単結晶
および同結晶を用いた光学素子の製品化

山桐恒男 ／ツインバード工業（株） …
………………………………………………

環境にやさしい次代型冷凍機
「ＦＰＳＣ（フリーピストンスターリングクーラー）」の量産化

池崎秀和 ／（株）インテリジェントセンサーテクノロジー

味が見える「味覚センサー」の開発・実用化と
”味のものさし の世界標準づくり
“
…
……………………

きわめて高性能な海水淡水化用
逆浸透膜エレメントの開発
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伝統技術の応用部門
内閣総理大臣 賞
宝飾ダイヤモンド研磨を応用して開発した「華真珠」を
継承・進化させ、世界に新市場を開拓

小松一仁 ／（有）小松ダイヤモンド工業所 ………………………………………
経済産業大臣 賞

繁 ／オリエンタルカーペット（株） …
………………………………………

紡績、染色、製織、仕上げまで一貫製造の伝統技術に、
卓越したデザインを融合した手刺し絨毯

半田
レーザー技術を応用した、超精密「象嵌」創成技術の開発

長島洋一 ／ナガシマ工芸（株） …
……………………………………………………
ツキ板への樹脂含浸により、柔軟で耐久性のある
天然木シートと天然木織物を開発・実用化

樋口伸一 ／ゼロワンプロダクツ（株） …
……………………………………………

…
………………………………………………………………

１００年前の旧式織機を復元・改良し、
世界初の「たてよこよろけもじり織り」を開発

武田正利 ／工房織座

海外展開部門
経済産業大臣 賞
世界
のＬＮＧプラント建設：エンジニアリングで
カタール国の資源開発と地球環境に貢献

池田誠一郎 ／千代田化工建設（株）…………………………………………………
”釣瓶落とし からヒントを得た「無動力オートマチック
“
トランスミッション組立生産ライン」の海外展開

橋本邦之 ／アイシン・エィ・ダブリュ（株） …
……………………………………

青少年支援部門
経済産業大臣 賞
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Real Message

鈴木一義 ／ 国立科学博物館
審査員からの

科学技術史グループ

グループ長 ………………
…

…
……………………………………

…
……………………………………………

Real Message

三神万里子 ／ジャーナリスト・キャスター
事務局からの

………………………………
…

回「ものづくり日本大賞」優秀賞

平工奉文 ／経済産業省製造産業局長

第

特別賞：１名

科学・ものづくり好きな青少年を育成するための
幅広い招致活動と体験見学会の開催

経済産業大臣賞：１名／５グループ
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京都機械工具（株）ＫＴＣものづくり技術館 ／宇城邦英
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第３回「ものづくり日本大賞」は、
経済産業省関連で全国から 679 件の応募をいただき、
109件 590名がその栄誉に輝きました。

製造・生産プロセス部門

NO.
1

あり、無駄な在庫を抱えることも
多かった。また、鋳物の製造には
高度な技術が必要なうえに現場は

３Ｋで、近年、業者は減りつつあ

る。そこで同社では、平板の鋼板

し、日本の伝統建築に用いられて

鋳物の製造業者の減少で、
レーザー加工機の製造が
危機を迎える
「 年来、レーザー加工機の開発を手がけ
てきて、部下には『レーザー加工機の土台部
分は鋳物でなければならない』
と教えてきた。
だから、トップから『鋳物以外の方法を考
えなさい』と指示された時は、正直抵抗が
ありましたね。とはいっても、鋳物での製
造が今後は難しくなるという現実から目を
レーザー加工機などの土台を鋳物で製造

そらすわけにはいきませんでした」
するには、土台とまったく同じ形状の木型
をつくり、砂に埋めて型を取り、そこに溶
かした金属を流し込んで固め、最後に焼き
なましをする。基本的には外部の鋳物製造
業者に委託するわけだが、製造期間はレー
ザー加工機のベースの場合で３、
４カ月もか
かる。だから、受注を予測して発注をかけ
ておく必要があり、無駄な在庫が発生する
原因になっていた。
だが、それ以上に問題は、廃業する鋳物
業者が増えていること。鋳物製造には高度な
技術力が求められるうえに、現場作業は危
険でつらい仕事なので、後継者が育たない
からだ。
「このままでは安定した鋳物供給を
望めない」という危機感があった。鋳物以
外の製法としては製缶という方法もあるが、
これも一長一短ある。製缶はパイプや形鋼
などの鋼材を切断し、溶接して構造物をつ

といった締結手段と、ボルト締結、
溶接を組み合わせて構造物をつく

る「匠フレーム」構造を開発。劇
的な製造時間の短縮と製造原価削
減、環境負荷の低減を実現した。

いる「ほぞ」
「楔（くさび）
」
「継ぎ手」

（

歳）

まさにレーザー加工機の真骨頂ともいえる

う高精度にほぞや継ぎ手などをつくるのは、

鋼板を切断加工して、ピタリとかみ合うよ

が収まるはずと考えたのだ。組み合わせる

シミュレーションによる解析が可能だが、

だ。鋳物や製缶であれば一体構造物なので

をいくつ設けるかなど、設計の基準が必要

仕組みを解明し、どの個所にどの接合手段

らいける！“と確信を持ちました」
しかし、苦労したのはその後。理論的に

開発が始まったのは 年初頭。試作を繰

タ処理によって設計基準を明らかにする必

「一つ一つの接合部を実測して、パラメー
性能が明らかになった。

こうして 年 月に新開発フレームは実

要があり、そこに一番苦労しましたね」
ーでたたいて音を聞き比べると、前者は鐘

「鋳物フレームと新開発フレームをハンマ

り返すうちに、新開発フレームの驚異的な

は挙動が複雑なのでそれができない。

分野。この方法ならフレームを内製するこ

のように ”ゴ～ン “と響きますが、後者
は ”ゴン “と収まる。もはや誰の目にも明ら
かで、それまで半信半疑だった私も ”これな

▶自社製のレーザー加工機で鋼板を精密に切断加工して
フレームの部材をつくる。これでベースやコラムの内製
が可能になった

技術部 次長

武藤善博

内閣総理大臣賞

落ち、加工時間が長くなる。また、レーザ
ー加工時の振動でフレームが共振すると、
加工精度が悪くなり、
送り速度に制限が出る。

法隆寺の五重の塔は
なぜ１０００年以上たっても
倒れないのか
鋳物や製缶に代わる製法はないか。
開発技術者たちを集めて検討を重ねた結
果、少々突飛とも思える案がトップから出
「１０００年も前に建てられた法隆寺の五

てきた。
重の塔はなぜ倒れないのか。ほぞや楔（く
さび）といった釘を使わない建築手法にな
らって、地震などの振動を吸収する方法を
製缶は、溶接によって構造物が一体化す

用いてみてはどうかと」
るため共振が収まりにくくなる。ならば、溶
接ではなく、ほぞや楔、継ぎ手など、極力
溶接を使わない手法で組み立てれば、振動
が起きてもかみ合わせた部分で摩擦が起き、

【推薦者】
ヤマザキマザックオプトニクス㈱

部材が完全に接合されていないフレームで

振動のエネルギーを効率良く吸収して振動

muto yoshihiro

とも可能になる。
04

岐阜県美濃加茂市

ヤマザキマザックオプトニクス（株）

への幅広い応用が期待されている。

なく、半導体製造装置や建設関連機器など

匠フレームは、レーザー加工機だけでは

功の要因だったと思います」

新しいことを否定せず、挑戦したことが成

「トップからの前人未到な提案でしたが、

がなくなり、ＣＯ ２排出削減にも貢献する。

鋳物のように大量のエネルギーを使う必要

込むことがなくなり、
製造原価も抑えられる。

間（現在は５日間）に短縮されて在庫を抱え

ットを生み出した。製造期間はたったの９日

としての性能もさることながら、数々のメリ

匠フレームはレーザー加工機の土台部分

表し、
「匠フレーム」と名付けられた。

用化され、日本の伝統建築の先人に敬意を

▶匠フレームはほぞ、ほぞ穴、楔、継ぎ手、ボルトなど、
機械的な締結手段や回り止め点付け溶接により構成される

●設立／ 1965 年 6 月
●資本金／ 8000 万円
●従業員数／ 180 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／ 85 年にレーザー
加工機の製造を開始。CNC 装置や
リニアモーターの開発・製造も行い、
パイプなど 3D 形状に対する独自の
切断技術を持つ

10

をレーザー加工機で精密切断加工

15

受注を先読みして発注する必要が

56

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
伊藤健一、兼松弘行、北本哲一、
古田靖博、宮川直臣、吉沢勝利

製造・生産プロセス部門

３、４カ月もの時間を要するため、

鋳 物 に 比 べ ＣＯ ２排 出 量 分 の １ 、 環 境 汚 染 低 減 、
リードタイム 分の１の匠フレーム構造を開発
た大きな鋳物フレームの製造には

日本の伝統建築の手法を
レーザー加工機のフレームに継承する。
この突飛な案が予想外の効果を生んだ

造されていた。しかし、こういっ

8
9

は、従来、鋳物業者への外注で製

くる製法で、
鋳物に比べて材料強度は高いが、

11

同社が製造しているレーザー加工

鋼板を溶かして接合させるので寸法精度が

04

機の土台部分（ベースとコラム）

20

▲木造の伝統建築で使われるほぞや楔、継ぎ手などの手法を用い、400 点におよぶ鋼板の部品を組み合わせてレーザー加工機の
土台部分（ベースやコラム）が完成する

いた。いずれの問題もネックとな

るのは、金型から製品を離型する

ためのエジェクタピン部分だった。
試行錯誤の末、超音波による振動
さらに金型以外の部分に振動が伝

わるのを防ぐ免震構造、高温にな
る金型と熱に弱い超音波発振装置

だが、この樹脂には量産するうえで致命

光にさらされる場合にも当てはまる」

れは自動車のライトや街灯など、屋外で日

レンズとして、非常に有利な特性です。こ

い波長を発する高輝度ＬＥＤフラッシュ用

ーン樹脂は透明度を失わない。紫外線に近

よって黄変し、劣化します。しかしシリコ

同じ熱硬化性でもエポキシ樹脂は紫外線に

「もうひとつは紫外線に強いということ。

だから製品も熱に強いというわけだ。

にまで加熱して硬化させる熱硬化性の樹脂。

シリコーン樹脂は、金型の中で１７０℃

ちろん、高輝度ＬＥＤの発熱にも強い」

う非常に高温の環境がありますからね。も

過程では、プリント基板のハンダ付けとい

の高熱に耐えるという点。携帯電話の製造

「第一に樹脂でありながら二百数十度も

にぴったりの特性を２つも備えていた。

用光拡散レンズ。シリコーン樹脂は、それ

狙いはカメラ付き携帯のＬＥＤフラッシュ

量産技術の開発を始めたのは、 年のこと。

としての特性に目をつけ、鈴石さんたちが

ハードシリコーン樹脂の光学レンズ素材

との断熱など、装置に様々な対策

を施した。これによりハードシリ

類などへの利用も期待されている。

経済産業大臣賞

鈴石光信
（

歳）

込んでしまうんです。
合わせ目からは漏れる、

「粘度が低すぎて、わずかな隙間にも流れ

のようにさらさらの状態に。すると、

むために加熱すると、今度はサラダオイル

りとした状態である。これを金型に流し込

「通勤途中に、ふとひらめいたんです。
『振

に「技術の神」が降りてきたのである。

や八方ふさがりとなったその時、鈴石さん

法を検討し、実験した。すべてダメ。もは

チームは１カ月以上にわたり、あらゆる方

もピンを使う以上、
破損の問題は解決しない。

度も考えたことのないアイデアでした」

動を使って取り出せないか？』
。それまで一

製品にはバリができる。最悪です」
もっとも問題になったのは、金型内部に
仕込まれたエジェクタピン周りだった。射

のピンとガイド穴の間にまで流れ込む。お

外に押し出す仕組み。シリコーン樹脂はこ
した実験装置をつくった。試してみると製

いる。超音波発振装置の上に金型をセット

だって、超音波モーターの振動を利用して

振動と言えば超音波。携帯のバイブ機能

かげで１日に６回も成形機を止め、金型を
品は振動によって、見事金型からはずれた

出成形機は金型を開いた後、製品をピンで

メンテナンスしなければならない。しかも
「でも、とにかく振動が有効であることは

……のだが、やっぱりポキポキと壊れた。
わかった。この手法を追求し、ついに製品

製品は焼きたてのクッキーのようにもろく、
「仕方なく、見ていてイライラするくらい

押し出すだけでポキポキと壊れていく。
を無事取り出すことにも成功したんです」

った。試行錯誤の末、金型＋超音波発振装

体に分散し、不具合を発生させることもわか

一方で超音波による振動が射出成形機全

ゆっくりとピンを動かして、慎重に取り出
すしかありませんでした。歩留まりは ％
近くありましたが、生産効率が悪すぎた」
置のユニットの保持部分を「免震構造」と
することで解決した。だが苦難はさらに続

は１７０℃の高温に保つ必要がある。
しかし、

の状態では ℃の常温、金型に流し込む時に

く。先述のとおり、シリコーン樹脂は原料

流れ込みを防ぐため、エジェクタピン部

ひらめいたアイデアは「振動」。
しかし実用化するには
免震、断熱というハードルが

分の加工精度を極限まで高めた。それでも

宮城県亘理（わたり）町

マクセルファインテック
（株）

年、ついに量産型が完成。シリコーンレ

らない。そのバランスが難しかったですね」

「各部を断熱しすぎると振動が金型に伝わ

量産に向けての壁となった。

れてしまう。この３段階の温度調節もまた、

超音波発振装置は逆に熱に弱く、 ℃で壊

●設立／ 1963 年 5 月
●資本金／ 10 億円
●従業員数／ 324 名
(2009 年 12 月現在 )
●ワンポイント／精密金型加工を基
軸にした樹脂成形・金属プレス加工
技術と、光学設計技術の融合で新た
な技術開発に取り組んでいる

みやぎ精密事業部
金型・技術センター
副センター長

【推薦者】
宮城県産業技術総合センター

樹脂は侵入してくる。ピンの形を変えてみ

ズが主な用途だが、自動車の灯火

たが、加工に手間がかかりすぎた。そもそ

の LED フラッシュ用光拡散レン

℃程度の常温ではスライムのようなどろ

に向上。現在は、カメラ付き携帯

的な欠点があった。シリコーン樹脂原料は、

コーンレンズの生産効率は飛躍的

48

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
●マクセルファインテック㈱／飯
渕一郎、小笠原幸宏、小出大輔、
蜂谷頼雄、平間浩之、渡邉直明
●日本ヒューチャア㈱／今井智將

製造・生産プロセス部門

さが、安定した連続生産を阻んで

高精度ハードシリコーンレンズの生産効率化を実現した
エジェクタピンレス樹脂成形生産システムの開発

形時の粘度の低さと硬化後のもろ

射出成形の常識が通用しない。
素晴らしい特性を持ちながら
量産を拒むシリコーン樹脂

ハードシリコーン樹脂。しかし成

あらゆる案を考え、議論し、実験する。
もうダメだと思うまで突き詰める。
ブレイクスルーはその先にある

50

ンズの大量連続生産が可能となった。離型
のスピードアップと、メンテナンスが数週
間に１回に激減したことで、生産量は ％も

の神」が与えてくれるご褒美なのだ。

い努力を貫ける者にだけ「技術（ものづくり）

ルーをもたらす一瞬のひらめきは、泥くさ

ればこそだと鈴石さんは言う。ブレイクス

えていった、無数のアイデアとの格闘があ

だが、それもチーム全員が知恵を絞っては消

イデアひとつで解決したかのように見える。

向上した。そのすべてが、
「振動」というア

40

光学材料として優れた特性を持つ

10
11

25

07

suzuishi mitsunobu
▼離型したシリコーン樹脂レンズ

▲右／常温でのシリコーン樹脂。糊のよう
にどろりとしている。左／金型に流し込む
直前の、高温になった状態を再現したもの。
サラダオイルのようになる
▲実験用の金型をセットした超音
波発振装置

90

で製品を離型させることに成功。

05

25

高い耐熱性と耐紫外線性という、

ック製品” で、携帯電話、家電製
品、自動車関連など、様々な製品

の小型化・高密度化に貢献してい
る。精密なだけでなく、量産のニ

ーズにも対応。プラスチックを流

し出す」金型が、そうした高度な

ものづくりを可能にしている。社

員には 20 代の若者も多い。
「機械
を 100％知り尽くした」彼らの技

術力、創意工夫を発揮させること

経済産業大臣賞

代表取締役

山添重幸
（

歳）

設される望遠鏡の電波フィルターの製作で

中の宇宙観測「ＡＬＭＡ」計画。そこで建

れたのも、そんな仕事だった。チリで進行

のだが、お宅はできますか？」と持ち込ま

国立天文台から「どこも受けてくれない

だけではない。

れているのだ。ただし、強さの秘訣はそれ

い条件下で、高度な加工、精密測定が行わ

心臓部は地下工場にある。より振動が少な

外観は普通の町工場の風情ながら、同社の

のは、
「それを可能にする環境があるから」
。

検査不要なほどの高品質な製品をつくれる

戯言にしか聞こえない発言の中に、その答
「他社ができない製品をつくろうとしてき
てわかったのは、長く仕事に携わっていれ
ば、イコール技術力が高いという図式は成
り立たないということ。むしろ、経験を積
んだベテランは、
『この精度は無理だ』とい
うように”できない基準“を勝手に設定して
しまうのです。キャリアの浅い人間に対し
ては、往々にして『君は、まだここまでし

山梨県上野原市

（株）かいわ

工場は、
夜間は無人で稼働する。それでも、

ある。同社がつくるほかの製品に比べると
を刻まなければならない。同業他社が二の
足を踏んだその部品、山添さんは図面を見
た瞬間に「これならできる」と確信したそ
うだ。その直感は正しく、社員は６カ月ほ
本当の金型はできません」
。世界最先端のも

「マンネリが会社を悪くする」「匠の技では、

「通常つくっているものは、小さいけれど、

えがのぞく。

のづくりというバックボーンがなかったら

たとえば携帯カメラのオートフォーカス部
品といった ”数が必要“なもの。だから、精
巧なだけでなく、不良を出さずに量産でき

どで製品化にメドをつけた。

育てたいのは作業者ではない。
１００％機械を
使いこなす「技能者」

大型ではあるが、表面には微細で正確な溝

るのです」

ないと、顧客の要望に応えたことにはなり

【推薦者】
㈱牧野フライス製作所

ません」

yamazoe shigeyuki

らもらった図面でいいものをつくるのが、

った製品を世に送り出している。

実は一番難しい。だからこそビジネスにな

で、ほかのメーカーがつくれなか

ベテランの力？ 匠の技？
いいものづくりは、それ以上に
自由な発想や創意工夫があってこそ

ものづくりを基本にしています。相手方か

「当社は、困っている顧客の要望に応える

な製品で精密産業を支えているのだ。

話関連部品、コネクターケースなど、様々

単位の金型や、それを使ってつくる携帯電

ック成形加工技術を得意とする。ミクロン

るように、同社は超微細・高精度プラスチ

この「世界最小のクワガタ」に象徴され

な出来映えに驚く。

りそうなそれを目にすると、あまりに精巧

タ。全長２・６㎜、米粒の上に楽々３匹は乗

目的につくった、プラスチック製のクワガ

ば……。同社が自社技術のアピールを主な

をやっと確認でき、顕微鏡を通して眺めれ

肉眼では判別不能、ルーペで何であるか

し込む時に、空気だけをうまく「押

45

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
●㈱かいわ／網野真紀、石井真、
木下貴浩、竹下義郎、山本正年
●三菱電機㈱／林貴之

製造・生産プロセス部門

を製造販売。“世界最小のプラスチ

限界を超えた超薄肉・超微細プラスチック製品を
金型製作・成形加工で可能にする技術を確立
可能にする金型を製造し、成形品

どこにもできない
微細・精密金形製作、
樹脂成形加工に特化

通用しない、超微細製品の加工を

かできないよ』と”
教育“したりする。それは、
決して会社全体のレベルアップにはつなが
むろん、技術者は若ければいいというこ

りません」
とではない。同社の高度な技術を支えてい
たとえば機械の操作は、機械メーカーや

るのは、そのユニークな社員教育にある。
会社の先輩から教わるのが一般的だが、同
社はそうしない。
「メーカーの人が、機械を
１００％使いこなしている保証はない」と
「ウチでは、新入社員に取扱説明書を徹底

いうのが理由だ。
的に読ませ、使い方だけでなく構造まで勉強
させます。半年くらいは、ひたすら四角なら
四角いものをつくっては精度を測る。これ
の繰り返し。訓練というより、機械で遊ぶ
という感じですね。でも、
それをやってこそ、
実際の仕事でも、期日や精度などの目標

いいものがつくれるようになる」
値を設定するだけで、どのようにつくるの
かは個々の社員に任せる。機械を知り尽く
した若者の自由な発想、創意工夫が、ほか
本文冒頭で紹介したクワガタ。これは、

に真似のできない製品として結実するのだ。
入社２年半の女性社員がデザインから金型
製作まで手がけた。ちなみに、彼女がつく
ったのは雄。雌は、負けじと入社２年の男

「社員を教え育てて、作業者にするのが僕

性が完成させた。
の目標ではありません。どこの会社に行っ
ても一番になれる”技能者“になってほしい
ものづくりの基本は、
人。この「町工場」

のです」
は、改めてそれが真理であることを教えて
くれる。

◀針のような工具が、金型を「削り出す」

◀ こ の 小 さ な 町 工 場 か ら、”驚 き “の 製 品 群 が 発 信 さ れ
ていく

12
13

●設立／ 1968 年４月
●資本金／ 1000 万円
●従業員数／ 14 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／微細、高精度をタ
ーゲットに、あらゆるニーズに応え
るプラスチック成形加工の金型、樹
脂製品を製造販売
▲受賞メンバーのひとり、網野真紀さんがデザインから金型製作まで担当した「世界最小のクワガタ」
。雄雌が並んだ携帯ストラップも販売

通常のプラスチック成形の常識が

「チューブフォーミングシステム」

った工程を組み合わせて自動化した
を実用化した。金型でパイプを成形
する同社の技術は、従来の「ベンダ

ー曲げ」や鋳物製品に比べ、設計の

自由度を向上させただけでなく、大

炭素鋼など、様々な金属に対応。同

さらなる生産スピードのアップ、 工程

れからも追求していきたい」

のが当社のやり方。この國本モデルを、こ

えて、低コストで速く、いいものをつくる

しかならないでしょう。工法から独自に考

「既存の機械では、ほかにもできる製品に

ている。製造機械も自前だ。

ューブフォーミングシステム」を稼働させ

こと。現在は、
８工程をひとりで操作する
「チ

現場でそれを可能な限り自動化・省力化する

でもつくることができる技術と同時に、生産

國本さんが重視するのは、どんなかたち

さらに高度な技を身につけていった。

難しい要求にも果敢にチャレンジする中で、

直接取り引きを開始。同社もまた、取引先の

に部品メーカーを介さない異例ともいえる

同社の技術力にほれ込んだトヨタは、間

がわかりました」

た点で、貢献できる部分がかなりあること

でも話を聞くにつれ、強度や軽量化といっ

て、そんなに多くないと思っていたのです。

「実は、クルマにはパイプ製造の仕事なん

気づく。

分がない『連続曲げ』
、鋭角に曲げる『極小

げでは難しかった曲げと曲げの間に直線部

「ノウハウは秘密なのですが、ベンダー曲

的のかたちに成形していくのである。

パイプにいろいろな方向から力を加え、目

ものび、変形する」という性質を利用して、

という独自技術。金属の「どんなかたちに

たのは「パイプを金型でプレス加工する」

されてきた。これに対し、同社が編み出し

という手法や、ダイカスト（鋳物）で生産

んで曲げて角度を付ける「ベンダー曲げ」

従来、こうした製品はパイプの端をつか

せているのだ。

的に据え付けられるよう、わざわざへこま

品のようなものもある。ほかの部品が効率

たたいたように表面がデコボコの前衛芸術

ぐにゃりと曲がり、やみくもにハンマーで

ットウォーターという長いパイプのように、

っすぐな“部品はほとんどない。曲がり、よ
じれ、膨らみ……中には冷却水を通すインレ

れている。パイプといっても、ただ ”丸くま

は数多くの金属パイプ、チューブ類が装着さ

エンジン周りや排気系を始め、自動車に

チタン、アルミニウム、ステンレス、

をひとりで担えるような省力化。
「それがで
きれば、中国や新興国にも絶対に負けませ
んよ」と自信をのぞかせる。

品メーカーに製品を供給している。

代表取締役社長

（

歳）

【推薦者】
浜松商工会議所

着手してから カ月後、何とかかたちに

にできるものではなかった」

かできないかと。ただし、当然ながら簡単

そんな時、息子が『親父と一緒にものづく

「家業をたたもうか、真剣に悩みました。

したのがきっかけだ。

と同時に、同社からの部品納入をストップ

いう際どいタイミングだった。

のは、車の生産が始まるわずか１カ月前と

に、さらに数カ月。製造ラインが完成した

た不良品。オーダーどおりにつくり込むの

りず、真円であるべき部分が扁平につぶれ

はなった。だが、それは部分的に肉厚が足

曲げ」だったのだ。

ことができた。求められたのが、
「パイプの
認識しかなかったらしい。 年、部品を出

「頑張れば、誰にでもできる」という程度の

苦労して確立した技術。だが、その時は

高品質の製品を自動化で量産。
それを実現してこそ、新興国に
負けないものづくりができる

りがしたい』と言ってくれたんですよ。子

國本さんはオートバイに見切りを付け、

やめるわけにはいかないでしょ」
可能性があるとにらんだ四輪車の世界への
参入を決意。運良く、同社の技術に目を付

浜松市東区

國本工業（株）

「みんなができること」と思っていた。
それがオンリーワンの技術だと
わかった時、新たな挑戦が始まった

kunimoto yukitaka

どもが後を継いでくれると言っているのに、

大手オートバイメーカーが、海外生産拡大

國本幸孝

経済産業大臣賞

出したのは 年のこと。主要取引先だった

同社が、金型によるパイプの加工に乗り

化などのメリットは歴然だった。

物と比較しても、部品の軽量化、低コスト

当然、加工時間もコストも減らせる。鋳

を一体成形することも可能になったんですよ」

ことで、これまで溶接してつくっていた部品

いは穴を開けといった加工と組み合わせる

段に向上しました。金属を広げ、縮め、ある

曲げ』などもお手のもの。設計の自由度は格

タを始めとする自動車メーカー、部

けた自動車部品メーカーから仕事を受ける

●設立／ 1970 年５月
●資本金／ 2000 万円
●従業員数／ 61 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／オートバイ用メイ
ンスタンド製造会社として設立。二
輪から四輪車部品の製造に方針転換
し、パイプのプレス加工技術を確立

製造・生産プロセス部門

縮管、成形、肉厚コントロールとい

自動車向け金属パイプの製造に革命をもたらした
「チューブフォーミングシステム」の開発
自動車向け金属パイプの曲げ、拡管、

「高い機械は買えない」
。
試行錯誤の末にたどり着いた
世界に二つとない技術

する」
。このコンセプトにもとづき、
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【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
市川光俊、内山智弘、國本裕樹、
松尾正次

たのです。ならば、今あるプレス機で何と

か？ 高価なベンダーの機械を買えなかっ

「どうして、プレスでやろうとしたかです
にはない画期的なものづくりだったことに

ごい技術だ」と評価されたことで、世の中

品したある展示会で、トヨタの担当者に「す

05

工する” ことで、どのようにも変形

14
15

10

01

幅なコストダウンを実現。鉄のほか

20

社の技術力をいち早く評価したトヨ
▼１回曲げて、曲げ終わる頃にまた曲げる。従来の「ベン ▼ターボオイルタンクとインレットウォーターという部品。いずれも國本さんが手にしているのが同社の製品。
ダー曲げ」ではきわめて困難な加工がたやすくできる
鋳造品に比べて小型、軽量、しかも安価だ

「金属は “やさしくなでるように加

▲「金属はかたちを変えられる」という発想のもとに、金属パイプを金型で自在に成形。
ありそうでなかった、ものづくりだ

大電流で強い磁界を発生させる必

要がある。茨城県東海村にある日

本原子力研究開発機構 J-PARC セ
ンターで建設された大強度陽子加

速器には、極限まで電気抵抗を小

さくし、熱の発生を抑えるため、
加速空洞（リニアック：直線部分）
の内表面に無酸素銅電鋳と電解研

重さ３ｔの加速管に
純銅を電鋳するという
未知の領域に挑む
原子核物理学の世界では、電子や陽子な
どの素粒子を光速近くまで加速して衝突さ
せる実験のために加速器が利用されている。
日本でも高エネルギー加速器研究機構と日
本原子力研究開発機構の共同で、茨城県東
海村のＪ Ｐ- ＡＲＣに大強度陽子加速器が建
設され、 年に試験運転が始まった。
この加速器の性能を左右する要素は様々
あるが、加速管の内表面の状態が非常に重
要なのだという。
「質量が小さい電子とは違って、重い陽子
を加速するには加速管に大電流を流して強
い磁界を発生させる必要があります。その
ためには、加速管の内表面の電気伝導度を
極限まで高めて発熱を抑え、鏡面のように
同社は 年に試験研究を開始し、その実

磨という処理が施されている。そ
の処理を担当したのが旭金属工業

であり、その卓越した技術力によ

り、J-PARC の大強度陽子加速器
は世界的にもトップレベルの性能
を実現した。

（

歳）

プロセス技術部 部長

辻本克也

【推薦者】
旭金属工業㈱

要になるが、加速管の電気伝導度が高い（電
気抵抗が小さい）と発熱が減るので、冷却水
は少量で済むようになるのだ。
加速管はひとつが直径３ｍ、重さ３ｔあ
る管を直列に９本、そして直径１・５ｍ、重
さ１・５ｔの管を直列に 本つなげて１本の

績が認められてＪ Ｐ- ＡＲＣの大強度陽子加
速器の加速空洞（リニアック：直線部分）

「そもそも、そんな巨大なものを沈める水

験したことのない作業だった。

に対する銅電鋳は、同社にとって一度も経

トンネルにする。しかし、３ｔもある物体

「電鋳」とは、簡単に言えば「厚い電気め

槽が弊社にはなかった。だから、新規に専

の内表面の処理を引き受けることとなった。
っき」のこと。金属イオンが溶けた溶液に

用工場を建設するところから始めました」

水量 ｔの巨大水槽を建設し、専用治具

ひとつしかない試験用ダミー。
失敗が許されない作業を
４年間で完遂

ェクトの最大の課題だったのである。

対象物が巨大すぎることが、このプロジ

対象製品を漬け、その製品を陰極として電
流を流し、製品表面に金属イオンを還元し
て薄く積層させるのが電気めっきで、厚く
積層させるのが電鋳である。無酸素銅電鋳
というのは、無酸素銅レベルの高純度の銅
を電鋳するということ。
「通常の光沢銅電鋳では表面に有機物が

しかし、無酸素銅電鋳では有機物を使わな

に有機物がガス化して不純物となります。

異なる大がかりな設備が必要となった。

設置するという、従来とはまったく次元の

を製作して加速管をつり上げるクレーンも

残ってしまい、加速空洞内を真空化する時

いので、ガスの発生がなく真空化が容易に

一般的な小さな製品では、何十個ものダ
ミーで試してベストな方法を検証できるが、

なるのです。さらに今回の無酸素銅電鋳を
使うことで、従来の光沢銅電鋳より電気伝

今回の加速管は物が大きいため、試験用ダ
「試験用ダミーを試す時は、ほぼ技術が完

ミーはひとつしか用意されなかった。

京都市上京区（岐阜安八工場：岐阜県安八町）

旭金属工業（株）

▲加速管の銅電鋳のために建設した水量15t の水槽は、現在では別の
製品用途で利用されている
▲陽子は円柱部分の中央の穴を進み、その周りのコ
イルが発生する強力な磁界で加速される。上部に見
える筋は冷却水の通り道で、電鋳時にロウを張り付
けておいて道筋をつくる

可能なレベルだった。 年４月、いよいよ

部不具合があったものの、本作業では修正

幸いにして、試験用ダミーでの実験は一

業として遂行するのである。

だ。この電鋳から電解研磨までを一連の作

電鋳層の表面を溶かして滑らかにする手法

いる。電鋳の時とは逆方向に電流を流して、

では足りないので電解研磨という手法を用

研磨するのだが、研磨剤などで磨くレベル

磁界の発生が整えられるので、鏡のように

ない。加速管の内表面は滑らかであるほど

しかも加速管への作業は銅電鋳だけでは

シャーはかなり大きかったですね」

一発勝負で結果が求められたので、プレッ

成した状態でなければならない。ほとんど

▲加速管の内表面は 0.6mm の厚さで純銅が電鋳され、
電解研磨によって鏡面加工されている。研磨材で磨くよ
り滑らかになる
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導度を１・３倍に高めました」
大電流を流す加速管は発熱するので、内
部に水を通して冷却する。この時、冷却水

●設立／ 1948 年 6 月
●資本金／ 9950 万円
●従業員数／ 225 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／ 76 年から航空機
や宇宙関連の部品の表面処理業（め
っきや電鋳）を拡大。現在は、新エ
ネルギー分野においても研究開発を
進めている

経済産業大臣賞

tsujimoto katsuya

は放射線を浴びるため適切な排水処理が必

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
松岡高明、吉田崇

製造・生産プロセス部門

速近くまで加速する陽子加速器は、

Ｊ Ｐ
- ＡＲＣ大強度陽子加速器の
内表面への無酸素銅電鋳と電解研磨の適用
速器と比較すると、重い陽子を光

初めて扱う製品なのに
一発勝負で結果を出さなければならない。
プレッシャーとの闘いだった

ているが、質量の小さい電子の加

磨き上げて磁束を整えなければなりません」

実機加速管への適用が始まった。ひとつの
加速管の作業で約４週間。すべての作業が
終了したのは４年後の 年 月だった。

ら支えているのが日本企業の技術力である。

は世界の先端を走っているが、それを陰か

ル賞を受賞した頃から日本の原子核物理学

故・湯川秀樹博士が素粒子理論でノーベ

しかったですね」

に性能が高い』と感謝され、それが一番嬉

験運転がすでに始まっていて、Ｊ Ｐ- ＡＲＣ
の先生方からは『海外の加速器よりはるか

本当にホッとしました。現在、加速器の試

「大きなミスもなく、すべて完了した時は

10

を解き明かす原子核物理学やナノ

16
17
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レベルの物質研究などで利用され

07

96

15

素粒子の加速器は、宇宙誕生の謎

ングギア用素材）の連続大量生産

技術の開発に着手。生産効率面で
問題の多かった既存の工法に代わ

り、角鋼材の冷間曲げと電気抵抗
溶接を組み合わせた独自の工法を

開発。75 年、世界９カ国で「金
属リングの製作方法およびその装

置」として、特許を取得。
「ベンダ
工法」と命名し、本格的に自動車

部品産業に参入した。現在では直

径 10 ㎝以下の芝刈り機用から１
ｍ級の船舶、建機用まで多種多様

なリングを製造。リングギアの世

界シェアは、自社推計15％でトッ
プである。

世界の鉄を曲げてやる！
冷間加工のプロが引き受けた
自動車業界からの依頼とは
鋼材を曲げる加工を「ベンディング」と
いい、鋼材を加熱して行う熱間加工と、常
温で行う冷間加工がある。前者は設備が大
規模で、
製造時間もコストもかかるのが欠点。
一方、
同社が得意とする冷間ベンディングは、
鋼材本来の性質である強靭さ、粘り、弾力
を利用しつつ加工するという、技術的な難
しさがある。
「私の父が創業した頃、鋼材の冷間ベンデ
ィングができるところは、
ほとんどなかった。
だから工法も機械も自分らで開発して、特
許も取りました。
『世界の鉄を曲げてやる！』
年代初め、ある自動車メーカーからこん

が、当時のスローガンでね（笑）
」

代表取締役会長

八代恭宏

経済産業大臣賞

リング）を、冷間ベンディングで大量生産で
きないか？ リングギアというのはエンジ
ンのフライホイールに取り付ける歯車で、
セルモーターの回転をクランク軸に伝え、
エンジンを始動させる役割を持つ。
「それまでは鋼板の打ち抜きプレスや鋼管
の輪切りか、あるいはローリング鍛造とい
う大がかりな製法でやっていた。でも打ち
抜きプレスなんて、リング以外の残りの鋼
板には使い道がない。原材料の８割がスク
ラップです。ならば角鋼材を冷間曲げ加工
して、溶接する方法でやってみようと」
専用のベンディングマシンから自社でつ
くる必要があったが、若き日の八代さんは張
り切って開発を始めた。まずは鋼鉄の丸棒
材をローラーで角断面に圧延加工する。この
角棒材を３つのローラーで丸め、コイル状
に何段も巻いていく。ところがコイルの外
径と内径の伸び率の違いから、断面が台形
になってしまい、
巻き取りが均一にいかない。

（

歳）
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【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
●ベンダ工業㈱／大鹿守、八代一
成、八代公治、山根孝
●青島奔達汽車配件有限公司／八
代行雄
●ベンダ鮮光工業㈱／金貞漢、鄭
潤鎬、劉權範

製造・生産プロセス部門

70 年代初頭、リングブランク（リ

ベンダ工法による省資源・高歩留まりの
金属リング製造技術を確立
使用されるなど、実績は数多い。

鋼材にも個性や主張がある。
それを読み取って先回りしなければ、
思いどおりにはならない

技術で加工されたＨ形鋼の部材が

な依頼が舞い込んだ。
「リングギア」の素材

広島県呉市

ベンダ工業（株）

「この問題は、丸棒材を圧延するローラー

仕方なく、力づくで修正を施した。
の形状を変えて、角棒材の断面を初めから台
形にすることで解決しました。そうすれば
逆に、
曲げ加工後に断面が長方形に仕上がる。
もっともこれは量産開始後の話。当初はで
きたリングも４面を削って修正していたの
さて、角棒材をコイル状に巻き終えたら、

ですが、それも不要になりました」
側面を縦に切断する。すると切れたリング
が大量にできる。あとは切断面を溶接して
「ところが、でき上がったリングは真円で

リングにするだけだ。
はなく、一方に長いいびつなかたち。カッ
ターの刃の厚み分と、溶接で溶けて縮む分
でリングの円周が短くなっていたんです」

鋼材の性質を利用しろ
画期的な問題解決法
「オーバーラップ」
ならば縮む分を計算して円周を長めにし、
切断した両端が重なり合う「オーバーラッ
プ」をつくるようにしたらどうか。冷間加
工直後の鋼材は、わずかながら加工前の状
態に戻ろうとする。この
「スプリングバック」
「まず、コイル材の中に内径より大きい芯

という性質が利用できるかもしれない。

金を入れ、
コイル全体を伸ばして広げてやる。
その状態で切断して芯金を抜けば、リング
はスプリングバックで縮む。この時、オー
しかし、大きな芯金を無理に押し込んだ

バーラップが生まれるはずだと」
りしたら、コイル材が傷付いてしまう。み
んなが頭を抱える中、解決法を見いだした
のは先代（父親）だった。まず中空の芯金
をつくり、コイル材の中にセットする。そ
の後、芯金の中に別の棒状の治具を押し込
「名案でしたが、父がやり方を男女のこと

み、芯金ごとコイル材を広げていけばいい！
にたとえて真剣に説明するものですから、
芯金の材質に苦労したものの、この方法

感心するより先に笑ってしまいました
（笑）
」
は見事成功。オーバーラップ分は溶接時に
バリとして周囲にはみ出し、リングは真円
になった。後に鋼材の種類やリング径によ
って、オーバーラップ量を決める方程式も
できた。これでバリを落とせば完成――で
はない。鋼材部分と溶接部分では鋼の組成
「そこでリングを８４０℃まで加熱した

が異なるため、強度にムラが生じるのだ。
後、大型扇風機で冷却して焼きならしをして
さて、焼きならしを終え今度こそ完成

やる。
すると鋼材は均一な組成に戻るんです」

こそ正しいサイズのリングになるのである。

ずすと……そう、スプリングバックで今度

めにつくってある。プレス後、リングをは

この矯正プレス機の型、実は径をやや大き

するため、最後にプレス機にかけるのだ。

れまでの加工で生じたわずかな誤差を矯正

かと思いきや、ここでとどめの１工程。こ

!!

トンネルで、同社のベンディング

となる鋼材のリングブランク（歯を刻む前の

!!

法の開発に取り組む。日本全国の
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●設立／ 1964 年 9 月
●資本金／ 5850 万円
●従業員数／ 94 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／Ｈ形鋼、角鋼、パ
イプなど鋼材の冷間ベンディングの
エキスパート。
「ベンダ工法」は世界
９カ国で特許を取得
▲①原材料となる鉄の丸棒材
▲②ローラーで角断面に加工
▲③曲げながらコイル状に巻き取る
▲⑤リング（上）の切断部を溶接し ▲④切断するとオーバー
（中）
、バリを取る（下）
ラップのあるリングに
▲⑥加熱・冷却して焼きならし
▲⑦矯正プレス
▲⑧リングブランク完成

設立当初より、鋼材の冷間曲げ工

70

yashiro yasuhiro

【推薦者】
（財）くれ産業振興センター

る必要がある。その際に漂白剤な
どの化学品や大量の洗浄水を使用

するため、再生家庭紙をつくり出
すこと自体が排水汚濁の原因とな

っていた。この問題を解決したの

がら開発した、無漂白かつパルプ

「HDK 法」だ。これにより、環境

繊維を傷付けない古紙処理技術

にやさしいだけではなく、大手メ
ーカーのバージンパルプに匹敵す

家業が環境破壊に加担？
その現実に直面したことが、
技術革新への挑戦の始まり
「 年、化学メーカーを 歳で退社し、再
生紙工場を営む家業に就いた私は驚きまし
た。子どもの頃に遊んだ川の汚れがあまり
にひどい。当社や周辺の工場は、廃水処理

造が可能になった。北四国の一中
小企業が開発した新たな製造プロ

セスが、今や国内外の製紙業界の
スタンダードとなっている。

設備など持っていませんでしたから……」

代表取締役社長

宇高昭造
（

歳）

文献を輪読した私は、化学薬品処理より物

製紙試験場（現・紙産業技術センター）で

プ繊維を分離する工程があります。愛媛県

料を撹拌し、フローテーターでインクとパル

「古紙の再生プロセスには、パルパーで材

来に大いなる貢献を果たすこととなる。

造プロセス「ＨＤＫ法」が、紙工業界の未

元企業と共に同社が開発した古紙再生・製

れるように。そんな時代の要請を受け、地

ストは高騰し、製品は量よりも質が求めら

１次オイルショックの直後でエネルギーコ

あるＣＯＤの総量規制を受ける。さらに第

され、工場排水は水質汚染の指標のひとつで

年、瀬戸内海環境保全特別措置法が施行

エネルギー効率を高め、
環境にやさしい紙づくり。
青写真を次々と実現

速を実現。国内外で活躍している。

と名付けられ、今では１３００ｍ／分の抄

た。これがＫ社により「ベストフォーマー」

地合いに影響のない抄紙機の開発が完了し

これが奏功し、多品種少量生産に対応でき、

組み合わせたハニカム構造のセルに変更。

そこで目の粗い下網と目の細かい上網とを

が生まれ、
すいた紙に横縞状の地合いが付く。

な脱水ゾーンに分けた構造では減圧微振動

ただ、従来のまま帯板をセルに巻き、小さ

から４００ｍ／分以上にスピードアップ。

スト機は、従来の２５０ｍ／分程度の抄速

かったのだという。再びＫ社と設計したテ

生産効率を高め、従業員の休日を増やした

次に目指したのが、抄紙機の性能向上。

球にやさしい技術開発が加速する。

この成功を機に、地場産業を巻き込んだ地

で独占する気はない。どんどん広げるべき」
。

さんいわく、
「環境保護に役立つ技術を特許

Ｋ社はこのプラント製造を数件受注。宇高

【推薦者】
西日本家庭紙工業組合

理的作用による古紙処理のほうが、環境に

愛媛県四国中央市

泉製紙（株）

繊維同士の摩擦力を利用して古紙を均一に
離解し、インクを細かな粒子に分散するニ
そして、考え方が一致した地元の設備工

ーダーを置くことを発想しました」
場Ｓ社との古紙処理テストプラントの共同
開発をスタート。同時に、従来の箱型フロ
ーテーターではインクを吸着した泡がデッ
ドスペース（四隅）にたまり、インクがパ
ルプ繊維に再付着するという問題解決にも
着手した。エゼクターを利用した密閉型の
フローテーターの完成までに６年の月日を
費やしたが、高濃度ニーダーと密閉型フロ
ーテーターを組み合わせた「ＨＤＫ法」を
用いた第１号プラントは、 年にＡＩＰＡ
（愛媛パルプ協同組合）が導入。現在も一部
これにより、無漂白でも白色度が高く、

が改良され元気に稼働している。
インク残渣が少ない再生紙の生産が可能と
なった。また、従来の低温蒸解法は古紙１
ｔ当たり約 ㎏のＣＯＤを溶出していたが、
約 ㎏に削減。用水単位も ㎥／製品パル
プｔと、３分の１以下に。現在、ＡＩＰＡ
の主設備はこの仕組みを発展させ、難処理
古紙の再生システムを確立。 ％程度だっ
たリサイクル率は ％程度に向上した。
その後も、工場事務の全コンピュータ処
理化、老人雇用促進技術として全国表彰さ
れた、マウスひとつで３台のロボットを操

「中小企業は、市場という大海を埋め尽く

作するオートパレタイザーなど、宇高さん
は ”必要 “と思う技術を、社員、地元の機械
工場と共に開発し続けている。
すことはできない。しかし、美しい島をつ
くることができるのです。”北四国流“と勝手
に名付けていますが、近未来の業界トレン
ドを形成するであろう一歩先んじた技術を
生み出し続けることが、主要消費地から遠
い四国の家庭紙工場の宿命であり、ものづ
くりの醍醐味だと思っています。”環境負荷
の小さな紙づくり“。これが今後も私の基本
テーマであり、ライフワークです」

▲古紙を高圧で練る。その摩擦力で、均一に離解し、
インクを細かな粒子に分散処理する「ニーダー」

経済産業大臣賞

故郷の惨状に心を痛めた宇高さんが入社
後すぐに取り組んだのが、地元機械メーカ
ーＫ社との水処理プラント共同開発だ。当
時は公害対策基本法が改正されたばかり。
約半年かけて完成させた、澄んだ排水を出

84

25

50

66

やさしくエネルギー効率も高いと結論。そ

70

udaka shozo

してパルパーとフローテーターの工程間に、

80

古紙再生トイレットペーパーの製

すプラントは新聞記事に取り上げられる。

●設立／ 1949 年 1 月
●資本金／ 4500 万円
●従業員数／ 88 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／「HDK 法」を筆頭
に、古紙を活用した環境にやさしい
高品質・家庭紙製造プロセスの入り
口から出口までを開発

20

る白さを備えた高品質、高価格の
▲従来法に比べ、生産効率を格段に向上させた「抄紙機」
。多品種の製
品に対応し、地合いの均一な薄葉紙を高速生産
▲高水準の排水水質を維持し、本社前にある
お堀は日々透明度を増している。今では数千
匹の鯉が泳ぐ

２００社強の同業者が視察に訪れ、その後

73

製造・生産プロセス部門

するには、古紙を脱墨し、漂白す

地場産業の英知を結集した、環境にやさしい
トイレットペーパー製造プロセスの開発
新聞紙、雑誌、印刷用紙などの古

特許で囲わず広げるのが ”
北四国流 “
。
故郷の自然環境を守るために、
必要な技術は自分たちでつくる

が、同社が地元企業を巻き込みな

28

20
▲微細化したインクを気泡に吸着させ、細分化されたインクを除去す
る「フローテーター」
。用水を極度に節約し、無漂白で白い再生パルプ
をつくる

21

紙を活用し、家庭紙として再利用

71

▲ソフトなエンボス加工、プリント入り、芯なしなど、多様な古紙再生トイレットペーパーを全国で販売中

従来の 3000 分の１（体積比）程
度の微粒子を高速で数十秒～数分

間噴射させる技術を開発。これに

より鍛錬効果だけでなく、金属表

面で急速加熱・冷却を瞬時に繰り
返す熱処理効果を同時に得ること

が可能になった（WPC 処理）
。さ

ぶつける球を小さくしたら
何が起きるのか。
思い付きからの大発見
発展途上国などでは、何十年も前に製造
された日本車が今も元気に走り続けていた
りする。
「日本車は故障しない」との評価は
世界中で定着しているが、何が違うのか。
自動車メーカーの技術力が高いだけでなく、
自動車を構成する何千ものパーツの一つ一
つが高精度で高強度であるからだ。そうい
ったパーツを製造しているのは日本の下請
けメーカーであり、不二機販もその１社だ。
同社は 年ほど前に、ＷＰＣ（ワンダー・
プロセス・クラフト）処理という金属部材
の寿命を飛躍的に延ばす技術を開発。
「米軍用ジープのサスペンションは高い強
度と柔軟性を実現するため、板バネの製造
工程でショットピーニングという技術が使
われていた。戦後、この技術がアメリカか
ら日本に入ってきたんですが、ＷＰＣ処理
はそれをベースにして開発した技術です」
たとえばアルミ鍋を例に取ると、鍋の表
面には魚の鱗のような模様があるが、これ
はハンマーでたたくことで強度を高める鍛
練処理が施されているからだ。ショットピ
ーニングとは、それを効率良く機械的にで
きるようにした技術で、直径０・８～１㎜の
大量の金属球をガスで噴出させ、金属部材
の表面にぶつける仕組みである。
「大きな部品にはショットピーニングが使
えるのですが、精密機械の部品などは１㎜の
球でもぶつけると壊れてしまう。それなら、

では機械部品、切削工具、金型な
ど幅広い分野で利用されている。

特別賞

年前頃から、ミクロン単位の球の製造技術
球といっても直径 μ （マイクロメー

が確立されたので試してみたんです」
トル）
、体積比で従来の約３０００分の１と
いう粉のような微粒子だが、高圧ガスで高速
に噴出してぶつけたところ、驚くべき効果
が出た。工作機械の刃物や金型、自動車用変
速機のギアなど、これまでショットピーニン
グが使えなかった部品にこのＷＰＣ処理を
すると、
最大で寿命が 倍に延びたのである。
「あっけないほど簡単。開発秘話なんて何
もない」と宮坂さんは笑う。

大手自動車メーカーも
認めざるを得なかった
想像を超えたＷＰＣ処理の効果
しかし、問題はその後だった。
「
『刃物にショットピーニングなんて何を
考えているんだ』と誰も信用してくれない。
テストの結果でようやく信じて導入した会
社は、
競合他社に知られないよう口外しない。
転機が訪れたのは開発から 年後。大手

営業では非常に苦労しました」
自動車メーカーへのライセンス供与が決ま
自動車の自動変速機は徐々に多段化が進

ったのだ。
んできたが、ギアボックスは大きくできない
ので、
ギアを薄くして精密化する必要がある。
しかし、自動車を走らせるための強大なト
ルクは同じなので、薄いギアでも従来と同
「大手メーカーにはプライドがあるので、

じ強度や耐久性が求められる。
中小企業が持つ特許技術なんて使いたがら
ない。ほかのあらゆる方法を試し、ＷＰＣ

部品への適用も可能となり、現在

代表取締役

宮坂四志男
（

歳）

名古屋市北区

（株）不二機販

だまだ大きな可能性を秘めているのだ。

理）技術の開発にも成功。ＷＰＣ処理はま

たアルミ素材の窒化（鋼表面の高硬度化処

を施す技術や、従来は不可能といわれてき

る。ガラスにめっきのようなコーティング

変えることで様々な加工法を考案してい

現在では、微粒子やガスの素材、速度を

左右する、とまでいわれているのだ。

ジンをどこまでＷＰＣ処理するかが勝敗を

Ｆ１など自動車レースの世界では、エン

ンのＷＰＣ処理を手がけてきました」

のためだった。
「Ｆ１の世界で ”
常勝 “と呼ばれたいくつか
のトップチームに対しても、弊社がエンジ

の延長では考えられない効果が出るのはそ

同時に行われていた。ショットピーニング

が発生し、急熱・急冷を繰り返す熱処理が

微粒子を使うＷＰＣ処理では、衝突時に熱

のショットピーニングは鍛練処理だけだが、

を行ったところ、意外な事実も判明。通常

部大学と名城大学が中心となって技術分析

ＷＰＣ処理は学会からも注目を浴び、中

供与している。

ンス契約を締結。現在では国内１３０社に

たくまに日本の全自動車メーカーとライセ

したという事実の宣伝効果は絶大で、また

ともあれ、日本のトップメーカーが採用

けです（笑）
」

現できなかったので、しぶしぶ契約しただ

処理でしか高い性能と低コストの両立を実

●設立／ 1977 年 4 月
●資本金／ 2000 万円
●従業員数／ 21 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／ WPC ・PIP 処理
の受託加工、自然触媒 PIP 製品の製
造・販売など。WPC 処理の特許は
130 社にライセンスしている

製造・生産プロセス部門

った。しかし、同社は逆の発想で、

微粒子高速衝突による金属成品の
表面加工熱処理法の開発と、表面改質技術の高度化
を堅く大きなものにする傾向にあ

などレースの世界の勝利、
その陰には
我々の技術がある

効果を高めるために噴射する粒子

球を小さくすればいいのではないかと。

62

【推薦者】
愛知県産業技術研究所

▶ ガ ラ ス に め っ き す る こ と は 不 可 能 と さ れ て い る が、
処理の応用で可能に。スズの微粒子をぶつけると、
衝突時の熱でスズが溶けてガラスにコーティングされる
W
P
C

miyasaka yoshio
▼粉末状の金属微粒子を高速で部品に噴出することで、寿命が
何倍にも延びるというのは、何か魔法のようである

ことで部材の強度を高めるショッ

22
23

15

◀宮坂さんが手にしているのは１本約100 万 円
もするレース車エンジンのコンロッド。エンジン
をどこまで WPC 処理するかが勝敗を左右する
▲ WPC 処理の応用技術で製造した酸化チタ
ンの浄化フィルターを利用すると、このよう
な狭い水槽で約100 匹の錦鯉を育てられる。
80cm クラスの錦鯉がうようよ

m

らに微粒子を用いたことで、精密

30

50

トピーニング処理は、これまで、

30

10

金属部材などに粒子を打ち付ける

F
1

競争と共存を両立させた世界的にも
希有な風土。 製造業に息づく伝統が、
日本独自のものづくりを生み出している

理工学研究部
国立科学博物館

グループ長
科学技術史グループ

鈴木一義

M e s s a g e

審 査 員 か ら の R e a l

Profile

suzuki kazuyoshi ／東京都立
大学大学院工学研究科修士課程
を修了後、日本ＮＣＲに入社。
技術開発部勤務時代より、日本
の製造産業の歴史に興味を持
ち、 研 究 を 始 め る。1987 年
より、国立科学博物館理工学研
究部に勤務。江戸時代のからく
り人形から、現代の自動車、航
空機産業まで、幅広い分野で日
本の科学技術の発達史を研究し
ている。

ありません。ライバルを力で蹴落とし、

消費者にほかの選択肢を与えなければ

いいのです。しかし江戸の昔から、日

本の職人、すなわち製造業者は違いま

した。彼らは己の技をより磨き上げ、

独自のアイデアを盛り込んだ製品をつ

くることで、ライバルとの差別化を図

る 道 を 選 ん だ の で す。 そ の 結 果、 同

じ分野に質の高い製品がいくつも生ま

れ、それぞれに「ひいき」の客が付き

ました。その顧客の厳しい要求に応え、

職人たちはますます腕を磨く。一方で、

顧客の信頼を得られない職人は淘汰さ

れていきました。こうして日本は、世

界でも希有な「競争共存型」の製造業

しかし、グローバル経済が幅を利かせ

と市場を生み出していったのです。

る現代、この手法は世界に通用しない

のでしょうか。とんでもない。たとえ

ば世界トップシェアを誇るノキアの携

帯電話や就航間近のボーイング７８７、

液晶テレビなど、世界でつくられてい

きなんだなあ」と実感した次第です。

の人たちは本当にものをつくるのが好

現場を訪問させていただき、
改めて「こ

実績が信頼となり、世界のデファクト

な分野や製品にも誠実に対応し、その

解不能な日本的こだわりが、どのよう

ているのです。欧米先進工業国には理

や素材、半製品化されたものが使われ

る多くの工業製品には、日本製の部品

同時にそこから、他の工業先進国では

今回も、受賞された 案件すべての

重視されなくなった素形材分野などの

本のものづくりの伝統的な精神がある

リーワン」たることを尊んできた、日

底には、
「ナンバーワン」より「オン

の本質を見た思いがしました。その根

富士山のような日本の「ものづくり」

は惜しんではなりません。子どもたち

の世代へと伝えていく努力を、私たち

くり」でもあるのです。この伝統を次

人生観や人格形成にかかわる「ひとづ

ます。この国では、
「ものづくり」が

んにも脈々と受け継がれ、息づいてい

一とする精神は、今回受賞された皆さ

目先の利益より顧客からの信頼を第

スタンダードとなっているのです。

かと思います。トップが利益を総取り

が「あの車はうちのお父さんがつくっ

づくりに携わる人々にとって、何もの

する、欧米先進工業国のナンバーワン

にも替え難い励みになるのですから。

たんだよ！」と自慢することは、もの
実はナンバーワンになるには、必ず

志向とは対照的なその精神は、どこか

しも品質や性能がトップである必要は

ら生まれたのでしょうか。

端分野における高い頂を持つ、まさに

ものづくりにおける広い裾野と、最先

37

24

製品・技術開発部門
日本国内において高度な技術的課題を克服し、
従来にない画期的な製品・部品や生産技術の開発・実用化を実現させた
個人またはグループを表彰するものです。
内閣総理大臣賞：１名／２グループ
経済産業大臣賞：３名／５グループ
特別賞：１名／９グループ

25

製品・技術開発部門

いた。河野製作所はその要望に応

え、 直 径 0.03 ㎜、 長 さ 0.8 ㎜、
糸の直径 0.012 ㎜という針糸の
開発に着手。04 年に世界最小の
針糸として実用化した。この開発

は針の素材と糸を除いて、全工程

が同社内で行われている。その後、
0.04 〜 0.08 ㎜のサイズも開発。
同社の手になるこれらの微小針糸

と周辺システムの充実により、様々
な診療科目でマイクロサージャ

た。現在同社が抱える開発案件は

30 を超えており、医療技術のさ
らなる発展が期待される。

◀「針糸」になった状態

リーが取り入れられるようになっ

外科手術に進化をもたらした
・ ㎜の血管縫合を可能にする世界最小針糸
師たちはさらなる微小化を求めて

◀針に糸を付 け て い る … … の だ が 、 肉 眼 で は ま ず 見 え な い

内閣総理大臣賞

代表取締役社長

河野淳一
（

歳）

【推薦者】
千葉県商工労働部産業振興課

０・１㎜から一気に０・０３㎜へ。
顕微鏡下の世界で活躍する
世界最小の針糸

千葉県市川市

（株）河野製作所

医師が顕微鏡を使って行う精緻な手術を、
マイクロサージャリー（微小外科）という。
その技術は人の手の驚くべき器用さと、そ
れに応えてより小さく、より細くなってい
った手術針によって進歩してきた。現在、
世界最小の手術針は直径 μ （マイクロ

長さ ㎜程度）
。開発した河野製作所は、
「ク

８㎜（一般的な外科用小針は直径０・５㎜、

メートル）
、すなわち０・０３㎜。長さは０・

30

ラウンジュン」のブランドで国内外に知ら
「従来のマイクロサージャリー用の針は直

れたメーカーだ。
径０・１㎜。これは０・５㎜までの大きさの組
織の手術に使えた。そこから先生方が様々
今から 年ほど前、河野さんはある大学

な微細手術を考案されていったんです」

糸を挟んでかしめているのだ。 年、３年

直径０・０３㎜の針を縦に２つに割り（！）
、

糸の取り付けも至難の業だった。なんと

曲がる、折れるが厳禁の『刃物』ですから」

０３㎜なら長さは０・８㎜が限界。手術針は

って使いにくいうえ曲がりやすい。直径０・

「針は長いほうが加工が楽ですが、しな

研ぎ上げる。針の形状設計も重要だ。

を切り、先をとがらせ、曲げ、電解研磨で

伸ばす処理法の開発から始めた。その線材

フワの塊である。それを一本一本、直線に

レス。だが原料状態では、綿のようなフワ

10

太さは 0.1 ㎜が標準だったが、医

46

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
岩立力、植田仁子、久家聖一、松
本啓介

m

やる以上は「過剰品質」を追求する。そ

私たち中小企業の存在意義があります」

ういう社会貢献度の高いニッチ市場にこそ、

人を救う器具が商品化されないことも。そ

「事実、
『患者が少ない』といった理由で、

商品の必要性・重要性は別物のはず。

の市場がないからだ。しかし、
市場の大小と、

い。０・０３㎜の針糸には彼らが欲する規模

いが、こうした針糸の開発には積極的ではな

医療品メーカーには大手企業も少なくな

中小企業＝縁の下ではない。
社会貢献度の高いニッチ市場で
存在を世界にアピールすべき

の実現にも役立っているわけです」

侵襲（肉体的・精神的負担が少ない）医療

くできるので治癒も早い。小さい針糸は低

血管も確実に縫合できる。手術患部を小さ

うになりました。乳幼児の細くて軟らかい

「見た目だけでなく機能まで回復できるよ

肉繊維などを精密に縫合できるようになり、

筋肉の移植手術などで細い血管や神経、筋

前進した。切断された指の再接合、皮膚や

るなど、マイクロサージャリーは飛躍的に

の吻合、０・０５㎜の組織の手術が可能にな

ぶりだった。おかげで０・１㎜の血管や神経

至るまですべて自社開発・製造という徹底

糸のみならず製造装置や工作機械、治具に

の開発期間を経て世界最小針糸が完成。針

04

の教授から「０・５㎜未満の組織を縫合でき
る針糸（糸付きの手術針）ができないか？」
「すべてが未知の領域。しかも微小針糸の

と持ちかけられた。河野さんは悩んだ。
開発は、必然的にそのサイズに合わせた手
術用具、顕微鏡など周辺器材・機器の開発
しかし、河野さんはこのオファーを受け

を伴います。リスクは大きいと思いました」
た。開発ターゲットは直径０・０３㎜。素材
は、剛性に加えて粘りのある特殊なステン

れが評価される分野、品質に納得してお金
を払ってもらえる製品でなければ、すぐ外
国に追い付かれてしまう。事実、０・０３㎜
針糸の値段は１本１万円。血管１本を縫合
したら廃棄される消耗品がである。しかしそ
の針１本の製造にかける手間は 工程以上。
それがオンリーワンの機能と品質を生む。同
社はすべてのノウハウを社内に置くことで、
高付加価値製品の開発能力と、企業として
「海外で商談をしていると『Ｍａｄｅ ｉ

の独立性を担保しているのである。

ランドなんですね。
『なのにどうして、もっ

ｎ Ｊａｐａｎ』は、高品質を意味するブ
とそのブランドを押し出してこないのか』
一般に日本の中小企業は「ものづくり」

って言われますよ、外国人からは」
にこだわるあまり、世界に通用する技術を
持ちながら大企業の下請けに甘んじたり、
外国企業に丸ごと買収されてしまう例も少
「日本の中小企業のものづくりは、自力で

なくない。河野さんはそこに危機感を持つ。
世界を相手にできるんです。当社の受賞は
その点も評価されたようでありがたいので
すが、できれば『ものづくりのその先』も
その考え方は中小企業の経営者というよ

支援してもらえれば、さらにありがたい」
り、ベンチャー起業家のようだ。実際、河
「うちは創業 年のベンチャーだから」

野さんはいつも社員にこう言っている。

▲マイクロサージャリー専用の手術
器具もすべて同社製
▲製造装置や治具、工具のたぐいもすべて内製している

●設立／ 1970 年 5 月
( 創業 1949 年 )
●資本金／ 1000 万円
●従業員数／ 90 名
(2009 年 12 月現在 )
●ワンポイント／微小外科手術用針
糸など、多品種少量生産・高付加価
値の医療器具、用品を自社一貫生産・
販売する開発型ベンチャー企業

60

15

してきた。00 年当時、その針の

1

て微細な手術針の開発と共に発展

26
27

30

kono junichi

１本１万円で使い捨てする手術針。
コストダウンができるものなら
私たちがつくる意味はない

▲やや大きめの針は、糸の取り付け穴を極細のドリル
やレーザーで開ける

は、手術顕微鏡と極細の糸、そし

0

マイクロサージャリー ( 微小外科 )
▼顕微鏡で見た直径 0.03 ㎜の針を縦に 2 つに割
るカッター。下の溝に針がセットされる

のバイオ燃料を入れると、腐食が

助長される可能性がある。そこで

で微細・精緻なめっき組織を制御

し、従来と変わらない生産性で広
範囲にわたって安定的に製造する

技術を開発。バイオ燃料に対する
高い耐食性を発揮する燃料タンク

の錫（すず）－亜鉛めっき鋼板を開
発し、実用化した。

S

亜鉛が均一に分散しない。
めっき浴側の制御では
何をやってもダメだった
バイオ燃料は、ＣＯ ２を吸収して育つ穀物
を原料につくられるので、カーボンニュー
トラルの燃料として期待されている。
しかしこのバイオ燃料、実際に使用する
うえでひとつ難点がある。バイオディーゼル
燃料の場合、燃料タンク内で長期間放置され
ると成分に含まれる植物油が酸に変質する。
バイオエタノール燃料も、水溶性なので水
分を含みやすい。日本では、ガソリンや軽
油に何％かバイオ燃料を混合させて使う計
画が進んでいるが、これら腐食性の高い燃
料を従来の燃料タンクに入れると、タンク
の腐食を助長する危険性があるのだ。
「従来は鉛めっきやアルミめっきが用いら
れていましたが、鉛は酸に弱く、アルミは
アルコールと反応する。これらに耐える新
しいめっきが必要になったのです」
開発が始まったのは 年。その２年後に
黒崎さんも開発に携わることになった。そ
の時点で、アルミめっきと並行して商品化
されていた錫（すず）─ 亜鉛めっき（エココ
ート ‐Ｔ）を、さらに進化させるという方
向で開発は進んでいた。
というのも、錫─亜鉛という組み合わせ
には非常に優れた特性があるからだ。錫は
非常に耐食性の高い素材だが、傷が付いて
地鉄が露出した場合には、そこから腐食が
始まってしまうのが難点。燃料タンクの内

（

歳）

技術開発本部 八幡技術研究部
亜鉛めっき研究グループ
主幹研究員

黒崎将夫

内閣総理大臣賞

路にまかれる溶雪剤の塩分にさらされたり
そこで亜鉛の出番である。亜鉛には、め

するので、外側からも腐食が起きる。
っきに傷が付いても亜鉛自身が溶け出して、
「錫のバリア効果と亜鉛の犠牲防錆という

鉄を守る犠牲防錆という特性がある。
のは、理想の組み合わせです。ところが、
従来の方法で錫─ 亜鉛めっきを施しても目
的とする性能が出ませんでした。めっき層
の中で亜鉛が偏析（偏在して凝固）してしま
亜鉛が編在した個所が選択的に腐食し、

い、均一に分散しないのです」

錫─ 亜鉛の溶融めっきでは、高温で溶か

鋼板の耐食性を劣化させてしまう。
しためっき金属に鋼板を漬け、取り出して
ガスを吹き付けて付着量を制御した後、冷
却してめっきを凝固させる。この時、亜鉛
「冷却速度を変えたり、めっき浴に凝固し

が特定の個所に集まり凝固してしまうのだ。
やすい成分を添加したりして、何度も実験
浴側の制御では不可能だった。そんな中で、

理をして表面に微細な凹凸を付けたところ、

本当に大変だったのはその後である。

にかかわって約半年でそこまで到達。
しかし、
けて冷却するので、当初、めっきはガスに

と、現場の操業によって品質にバラつきが

「亜鉛が安定して分散する条件を探すこと
えていた。しかし、実は違っていた。鋼板

出ないような製造方法を確立することが重
要な課題になったのです」
最適条件を探すのに近道は存在しない。
条件を変えて実験を繰り返すのみ。最終的
さの凹凸を、１ 当たり約１００億個もつ

には、０・１ （マイクロメートル）程度の深
くり出すというきわめて精緻な組織制御の

サブミクロンオーダーの
組織制御により
問題を解決

の側から冷えていくのである。

さらされた側から冷えて凝固していくと考

溶けためっきを固める時、ガスを吹き付

亜鉛が均一に分散したのだ。黒崎さんが開発

めっきをする前に、鋼板表面に特殊な処

処理を施せばいいのではないかと考えた」

【推薦者】
（社）日本鉄鋼連盟

あることに気づいたのです」

を繰り返しましたが、何をやってもダメ。

kurosaki masao

「凝固核が鋼板表面に生成するということ

北九州市戸畑区

新日本製鐵（株）八幡製鐵所

‐ 」は、 年７月に実用化された。

新世代の錫─ 亜鉛めっき鋼板「エココート

を確立するのに丸３年を要した。こうして

用いた腐食試験を行い、安定した製造技術

相当する腐食促進試験や、劣化した燃料を

技術を開発。塩水を浴びせ 年間の実走行に
10
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【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
伊崎輝明、小山勇昭、後藤靖人、
末木裕治、杉山誠司、高橋靖雄、
布田雅裕、水口俊則、山口伸一

製品・技術開発部門

め、通常の金属製タンクにこれら

めっき浴側の制御ではなく、
鋼板表面のコントロールに鍵がある。
その発見がブレイクスルーのきっかけ

燃料は水分を含みやすい。そのた

耐食性を飛躍的に向上させた
バ イ オ 燃 料 タ ン ク 用 鋼 板（ エ コ コ ー ト ‐ ）の 開 発
®

は、鋼板の表面に凝固を促進する何らかの

日本では、まだバイオ燃料はほとんど普
及していない。しかし、バイオディーゼル
とバイオエタノールの両方に対応可能で、
１００％マテリアルリサイクルが可能とい
う特長が認められ、現在国内で販売されて
いる新車の燃料タンクの半数近くにエココ
ート ‐ が採用されている。見えないとこ
ろで、
自動車のバイオ燃料対応が進んでいる。
その陰には同社の支えがあるのだ。

▲地鉄に前処理を行って錫─亜鉛めっきを施すエココート ®-S 。１コイルが 2000 ～ 3000 ｍあり、
加工業者によって燃料タンクに姿を変える

などに変化し、バイオエタノール

側から傷が付くことはまずないが、タンク

®

バイオディーゼル燃料は、長期間

の外側は跳ね石が当たったり、積雪時に道

05

S

28
▲燃料タンクの内面を試験する燃料循環腐食試験機。 ▲溶融めっきを実験室で作製する溶融めっきシミュレーター。中央部に
成形された燃料タンクに、劣化ガソリン＋水など腐 溶けた金属（エココート®-S の場合は錫－亜鉛）を入れ、上部から鋼板を
食性のある燃料を入れ、循環させて促進試験を行う
浸漬してめっきする

29

S

同社では、サブミクロンオーダー

00

●設立／ 1950 年４月
●資本金／ 4195 億円
（新日本製鐵㈱全体）
●従業員数／１万 7646 名
（2009 年３月現在：新日本製鐵㈱
全体）
● ワ ン ポ イ ン ト ／ 1901 年（明治
34 年）
に官営八幡製鐵所として創業。
自動車用鋼板や鉄道用レールなどを
製造する業界のリーディング企業
®

放置しておくと一部が蟻酸や酢酸
®

用。88 年、脳神経外科手術用の
顕微鏡開発に成功したのを皮切り

に、常に「現場」に立った発想で、
世界中の脳外科医から高い評価を

得る医療機器を設計・開発してき
た。中でも、機器本体を医師の背

後に置き、医師が動きやすいよう

アシスタントの
プロくんだよ

中村さんのつくった
宇宙観測機器は
オゾンホールや
ブラックホールの
発見に役立って
世界的に有名
なんだよ

やっぱ「ホールもん」
ですね！
ホルモンつながりで
脳みそ︙︙という
ことでよろしかったですか

宇宙の
仕事で培った
オートフォーカスの
技術などを
医療に役立て
ようと思い︙︙

まず
脳神経外科用の
顕微鏡を
開発したんだ

させた。90 年、ライカマイクロ
システムズと技術提携することに

より、世界市場に向けて販売開始。
現在、アメリカ市場では同社製品

が約 50％のシェアを占める。近

年は、環境対策を考え、CO2 を排

ド」は、格段に手術環境をアップ

脳神経外科の手術を
やりやすくした
顕微鏡をつくったって

さて初めは
製品・技術開発部門で
内閣総理大臣賞を
受賞した中村さんを
訪ねます

化システムを開発中である。

頭上から顕微鏡を保持する「オー
バーヘッドポジショニングスタン

代表取締役社長

中村勝重

内閣総理大臣賞

nakamura katsushige

ようこそ
おふたりさん

社長は
昔から
脳みそが
好きだったん
ですかっ
いやいやいや
もともと
宇宙の仕事が
基本だったん
だよ

それで︑現場での様子は
どうだろうと見学に行って
驚いた！
当時シェアを独占していた
ドイツ製のスタンド機器は
ちょっと使いにくそう
だったのだ

（

歳）

東京都三鷹市

三鷹光器（株）

開始したのが 年。パートナーと

す。それを全世界に向けて量産を

ら非常に高い評価を得たわけで

たら逃がさない」と、ドクターか

できるので、
「一度術野をとらえ

で脳の周りを自在に動かすことが

ナスはピントが合ったままの状態

すとピントが逃げてしまう。シグ

が、従来の製品ではいったん動か

吸うたびに顕微鏡を動かすのです

血との戦いで、バキュームで血を

うのが第１号機。脳外科手術は出

機能を仕掛けた「シグナス」とい

ったポイントロック（位置決め）

手術顕微鏡です。海外で特許も取

のが、脳神経外科手術に不可欠な

る。それを生かしてまずつくった

スで、我々にはその高い技術があ

じ。そのひとつがオートフォーカ

け れ ど、 基 本 原 理 は 望 遠 鏡 と 同

きっかけです。意外かもしれない

上“に降ろし、何かに役立てない
かと。それが医療分野に参入した

︱︱それが医療分野に進出……。
宇 宙 で 培 っ て き た 技 術 を ”地

科書なんですよ。

たし、天文機器は原点であり、教

への強い関心はここではぐくまれ

考えていました（笑）
。ものづくり

ったんだろう、そんなことばかり

見て育ちました。どうやってつく

台が遊び場でね、ずっと望遠鏡を

わったので、子どもの頃から天文

親が、今の国立天文台の創立に携

んかも私が設計したものです。父

クホールを発見したＸ線望遠鏡な

するためのオゾン検出器、ブラッ

きましたが、オゾンホールを解明

か。宇宙観測機器も数々つくって

ている天体を追いかける望遠鏡と

ハレー彗星のように別軌道で回っ

オーロラを見るための望遠鏡や、

も特殊なもので、たとえば南極の

そうです。天体望遠鏡といって

鏡のメーカーだとか。

︱︱三鷹光器の発祥は、天体望遠
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して選んだのが、世界中に販売網
を持つライカ（当時ウイルド・ラ
イツ社）です。
「三鷹の特許技術を使って製品

︱︱ずいぶん巨大な相手と（笑）
。
をつくってもいいという話なんだ
から、相手は喜びます（笑）
。契約
に当たってはいくつか条件を提示
しました。ライカと三鷹の社員が
互いの現場に自由に出入りできる
こと、取り引きは円建て、製品保
証はライカが持つなどです。これ
は、パテントを持っていないと勝
負できない話ですが、これからは
中小と大手企業が手を携えていく
時代です。我々が持つ技術力と大
手が持つ市場やたくさんの人材・
資金が共同すれば、１プラス１が
３になる。ノウハウは教えないけ
れどパテントは武器として公開す
る、これが私の方針で、そこまで
やってものづくりなのです。

年、宇宙科学研究所のＳＥＰＡＣ
計画に参加。大手テレビ製造企業を
押さえ、ＮＡＳＡは三鷹光器の高感
度カメラをスペースシャトル「コロ
ン ビ ア 」 に 搭 載 す る こ と を 決 め た。
写真は、その時のモデル

●設立／ 1966 年５月
●資本金／ 1000 万円
●従業員数／ 50 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／天文・産業・医療・
太陽エネルギーの分野で、独自の発
想と精密技術をもとに多彩な製品を
開発。特許数は国内 50、海外 100
中 村 さ ん が 起 こ し た 製 品 ス ケ ッ チ。
すべて手描き。頭の中で瞬時に製品
像が浮かぶそうで、実際のでき上が
りは ”
絵のまま“になるから驚く。仕
様 書 の 束 は 不 要 で、
「絵は国境を超
える。これひとつで間違いなくイメ
ージが共有できる」
。絵描きになり
たかったという中村さんの真骨頂だ
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出しない太陽熱発電・海水の淡水

現場で見ながら
手術中の先生や
看護師さんの
苦労をなくしたい
と思って
その場で
いろんな設計を
考えたんだ

そっ
その場で

!!

製品・技術開発部門

により培った技術を医療分野に応

脳神経外科手術を画期的に飛躍させた
手術用顕微鏡とそのスタンドの設計・開発・事業化
の産業機器を数多く手がけ、それ

ごきげんいかがーっ
僕はものづくりに
憧れるケンガクくんです

観測機器や、三次元測定装置など

30
31

?!

【推薦者】
三鷹市

90

ロケットや衛星に搭載される宇宙

そう

のだよ

プロちゃんご覧よ
こっちも細〜いウブ毛が
ピントぴったり

ほんとだ
そりゃウブ毛
じゃないよ
手術針だよ

操作性と倍率で手術の
成功率も上がったりします

”見える
“
ってことが
プラスなん
ですねっ
1
1
9

僕︑いざと
番
なったら
じゃなく
社長に電話して
ミタカの機器が
入っている
病院聞くわ

さて︑この部屋はスタッフが
自由に利用できる
「ひらめいたらつくってみる部屋」

こういうのがないと
ものづくりはダメさ
子どもの頃から
「なぜ」「どうして」という
キモチを大切にすべき

すぐ答えを教えないで
本人に見つけさせる
ものづくりの発想の原点だね
社長はこれからも
すごい医療機器をどんどん
開発していくそうだよ
それだけ
人々の命が
救われるという
ことだね！

︱︱開発されている医療機器はど
ＯＨ（オーバーヘッド）スタンド

んどん進化していますね。
方式の顕微鏡、この開発も世界中
のドクターから喜ばれています。
機器本体を執刀医の背中側に置い
て顕微鏡が頭上からぶら下がって
くるようにしたもので、これでド
クターはうんと動きやすくなっ
た。大きな機器が手術台の横にあ
ったら邪魔でしょ。ナースの動線
も悪い。そういう使い勝手は、私
自身が何度も手術現場に立ち会っ
ているからこそわかることです。
現場の「困った」や苦情に耳を傾
ける、製品開発の基本はここにあ
ります。だから、
私の口グセは「設
計図は現場にあり」
。
︱︱まさに、人のためになるもの。
年に完成した高解像度立体視

人々の命に貢献しています。
顕微鏡「ＭＭ 」は、世界の外科
す。最高倍率 倍。顕微鏡を使っ

手術を変えてしまうほどの機器で

50

の神髄があるように思うから。

たような気がして……ものづくり

様がいろんな試作品をつくってい

まで戻します（笑）
。この時代、神

に行き詰まると頭をカンブリア紀

才予備軍なんですよ。私は、開発

は、純粋な視点を持つ小学生が天

続けることです。そういう意味で

ぜ？ どうして？」の感覚を持ち

よく観察すること」
。そして「な

す。発想の源は「よく見ること、

助けたいというのが基本理念で

がない。とにかく困っている人を

術の高度さを競うばかりでは意味

つものでなければなりません。技

り」
。加えて社会や人々の役に立

無からつくってこそ「ものづく

りの理念ですね。

︱︱それが、中村さんのものづく

はならないもの」なのです。

「便利なもの」ではなく「なくて

ながる。私たちがつくりたいのは、

生存率は上がるし再発防止にもつ

適正に取りきることができれば、

鏡も開発しています。ガン細胞を

ら手術できるようにした蛍光顕微

部位との境界を、クリアにしなが

して見えなかったガン細胞と健常

すね。ほかにも、これまで実像と

者さんの喜ぶ声が何より嬉しいで

きた」と言っていただいたり、患

「三鷹の機器があったからこそで

ができるようになったわけです。

えば、皮膚移植などの微細な手術

までつなげるようになった。たと

たのが、これで０・０５㎜の血管

血管吻合（ふんごう）が限界だっ

た手術では、それまで０・５㎜の

50

思い付いた
時点でもう
完成してるって感じ

それから二十数年︙︙
最新式は
こうなっております

わ││││
動きが軽いっ

驚くのはまだ早い
もっと進化させたハイビジョンの
立体視顕微鏡も開発したんだよ

うわ││
本当によく見える
世界の医療界にもっと
普及したらいいっスね
うちらの生命のために

これまでは
大手企業から「こういうのつくって」と
言われてきた町工場︙︙

でもこれからは︑中小もパテントを
取って︑大いに大手のマーケットを
利用していかなきゃだよ！

04

「オーバーヘッドポジショニングスタ
ンド」を始め、同社の製品には高い
操作性への工夫と利用者への思いや
りが込められている。現在、医療機
器の製品群は アイテム以上。月間
平均 台の医療機器が、この三鷹市
の工場から世界中に出荷されていく
20

25

この工作ルームでは、社員が存分に
好きなものづくりができる。何をつ
くってもいいし、土日も自由に使え
る。ただし、ＣＡＤマシンは課長以
下には使わせない。コンピュータは
あ く ま で 道 具 で あ っ て、
「頼ってい
ては創造力を失う」というのも中村
さんの信念だ

32
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!!

いように、水溶性の離型剤を用いる

れに疑問を持ち、油性の離型剤を新
たに開発。それにより、塗布量が従

来の 1000 分の１に減って廃水処
理が不要になり、水分を飛ばすため

時間を短縮した。金型の長寿命化
（最
大 20 倍）
、製品の不良率低減やエ

年ほど前から水溶性の離型剤が一般的に

が、
高温の金属に触れると発火しやすいので、

「大昔は油性の離型剤を使っていたんです

た離型剤や潤滑油などを製造するメーカーだ。

を塗布する。青木科学研究所は、そういっ

ら製品がはずれやすいように離型剤（油）

き型に油を塗るが、ダイカストでも金型か

たい焼きでは生地が焦げ付かないよう焼

型に流し込み、冷やし固める製造法だ。

は、ダイカスト製法でつくられている。ダ
イカスト製法は ”たい焼き“の製法に似てい
て、アルミなどの金属を高温で溶かし、金

ブロックやクランクケースなど多くの部品

自動車用エンジンを構成するシリンダー

のエアブローも不要になって、製造

水溶性離型剤といっても、油分がなけれ

なっていました」
ば金型から製品をきれいにはがせないので、
微量の油が混ぜてある。これを高温になっ
た金型に塗布すると、水分が蒸発し油分が
しかし、現実にはそううまくはいかない。

残るという仕組みだ。
熱したフライパンに水を落とすと何が起き
るか。普通はジュワッと水が蒸発するが、

非常に高温の状態では水は玉状になって表
面をコロコロ転がり、蒸発しなくなる（ラ
イデンフロスト現象）
。溶かしたアルミの温
度は６５０℃前後で、それに触れる金型も
３００～４００℃という高温になるため、
水溶性離型剤をかけると、金型上でライデ
ンフロスト現象が起き、油分が付着しなく
なって焼き付き不良を起こす。
「どう防ぐのかというと、離型剤を大量に
浴びせて金型を冷やすわけです。それが
年来、当たり前だった。しかし、製造現場
でジャバジャバかけているのを見るうち、
すごく効率が悪いように思えてきた」
常識を疑うことが発明の第一歩である。
油を塗布するのが目的なのだから、初めか
ら油をかければいい。引火しない溶剤を使
えばいいだけのことだと気づいた。
業界内では「金型は鋳造するたびに冷や
す」が常識。しかし、冷やすのは離型剤の
水分を蒸発させ油の皮膜を付けるためで、
水分がなければ冷やす必要はなかったのだ。
年に油性離型剤の研究に着手し、翌年

には第１世代の製品が完成。離型剤が水溶
性から油性に変わったことで、驚くほど多
くのメリットが生まれた。
「金型を表面から冷やす必要がなくなった
ので、塗布量が１０００分の１になり、大量
に出る廃水の処理も不要になった。金型に
残った水分をエアブローで吹き飛ばす工程
も不要になって約 ％の時間短縮が実現し、
水残り不良もなくなった。しかも金型寿命

経済産業大臣賞

（

研究開発部 主任研究員

小松原博昭
歳）

うど逆の発想の製品にしたわけだ。

水溶液に微量の油を混ぜていたのと、ちょ
こうして、第２世代の製品が 年９月に

転換で、金型表面の温度変化の振幅がきわ

が発生していた。しかし、油性離型剤への

カーのほか１００社以上で使われ、第２世

ヨタや本田技研工業などの自動車関連メー

完成。すでに第１世代の油性離型剤は、ト

「金型の寿命がどこまで延びるかはまだテ

代の製品も徐々に売り上げが伸びている。
スト中ですが、
『製品の製造終了まで金型を
交換せずにいけそうだ』とおっしゃってい

を高めるのに大きく貢献しているのだ。

れていない製品が、日本メーカーの競争力

「離型剤」という世の中ではほとんど知ら

るお客さまもいらっしゃいます」

より塗布量が激減したので、一部の複雑な

る方法を考案した。従来の水溶性離型剤が

含ませ、噴霧時に高電圧をかけて帯電させ

しない。そこで、油性離型剤に微量の水を

しかし、油性離型剤はほぼ絶縁体で帯電

レーで当たらないところにも塗布できる」

静電気によって金型に吸着させれば、スプ

した。離型剤を帯電させ、ソフトに噴霧し、

われている静電塗布という技術に着目しま

「この問題を解決するため、塗料業界で使

んなく油が行き渡らない場合があったのだ。

形状の金型で、直線的なスプレーでまんべ

だったが、ひとつだけ課題が残った。以前

このように油性離型剤はいいことずくめ

第２世代の製品開発では、
従来製品とは逆の発想で
製品の死角をなくす

めて小さくなったからだ。

れが原因で２万回程度鋳造するとひび割れ

では、１回鋳造するごとに金型は急激な温

【推薦者】
外川浩司

度の上昇と下降を繰り返すことになり、そ

ている。

年、当たり前とされてきた業界の常識に
素直に疑いを持ったことが
成功の要因だった

なぜ金型の寿命が延びるのか。従来製法

を大幅に延ばせることもわかりました」

に貢献。現在は、
大手自動車メーカー
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【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
小林正尚、清水俊明

製品・技術開発部門

いては、金型から製品がはがれやす

高性能で、経済性・環境性を兼ね備えた
画期的な「静電塗布」型のダイカスト用「油性」離型剤
冷やし固める製法）製品の製造にお

水溶性の離型剤を
ジャバジャバかけるのが
無駄に見えてきた

エンジンブロックなどダイカスト

東京都港区（研究開発部：埼玉県美里町）

（株）青木科学研究所

34
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●設立／ 1927 年 2 月
●資本金／ 4000 万円
●従業員数／ 19 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／「ルブローレン」ブ
ランドの高性能エンジンオイルやギ
アオイル、ダイカスト用離型剤、潤
滑剤、切削油などを製造販売
▼スプレーをソフトに噴霧し、スクロールさせる
ことで、金型の隅々にまで離型剤を行き渡らせる

ネルギーコスト削減を通して経済性

40

を中心に採用が進み、CO2 排出量

komatsubara hiroaki

07

のが常識だった。しかし、同社はそ

10

の大幅削減による環境性へも貢献し

◀右の缶（水色）が第１世
代の塗布離型剤で、左の缶
（緑色）が第２世代の静電塗
布用離型剤。これまで水溶
性離型剤は、同じ容量を約
50 ～ 100 倍の水で希釈し
て利用していた

（溶かした金属を金型に流し込んで

40
04

40

▲スプレーガンの先端部分で約６万Ｖの電圧をかけて、油性離型剤に微量に含まれる水を帯電させる

ない。一方で、皮膚への負担を軽減

するために粘着力を弱くすると、は

がれやすくなるという問題がある。
排泄物を溜めるストーマ装具にとっ
て、これは致命的。同社は、この矛

盾する課題を、面板の粘着剤配合と

皮膚バリア機能改善に有用とされる
スキンケア成分・セラミドを配合す

り、累計 万～ 万人に上る。

国内で年間約１万５０００人ずつ増えてお

である。オストメイト
（人工肛門保有者）
は、

やガスを受けるのが、ストーマ（人工肛門）

げて肛門の代わりにする。出てくる排泄物

に穴を開け、そこに残った腸の先端をつな

からの排泄ができなくなった時には、腹部

る大腸ガン。手術で腸を切ったために肛門

近い将来胃ガンを追い抜くのが確実視され

食事の欧米化などに伴い患者数が増加し、

ることで解決。さらに、スムーズな

年に発売した新製品「セルケア２」は、腹

発したこの分野の草分けだ。その同社が
部のストーマ周囲皮膚に皮膚保護剤と呼ば
れる面板（吸水粘着性のシート）を張り、
それにストーマ袋を装着する。製品パンフ
レットには、
「オストメイトの皮膚を深く見
つめて生まれた――」とある。
「面板を長時間張っていると、その部分
に汗などの水分が溜まってはがれやすくな
ったり、カブレなどの皮膚トラブルを起こ
したりすることがありました。特に、何度
も”張ってははがし“を繰り返す刺激で、皮
膚が傷むのが問題だった。実は、これらは皮
膚に張るタイプのストーマ装具が世に出て
からずっと言われ続けてきた、古くて新しい
問題でした。何とかユーザーの不満を解消で
きないかと研究を進めてでき上がったのが、
この製品。吸水性に優れ、ぴったりくっつ
いているのに、皮膚にはやさしいのですよ」
とはいえ、
「吸水性を高めることばかり考
えて設計すれば粘着力は落ち、逆にはがれ
にくさを追求するとはがす時の皮膚への負
担を高めかねない」
。開発には、この相反す
る課題を、同時に克服する必要があった。
高いハードルを越えるうえで最大の武器と

ター、面板と袋の接合部分を汚れに
くくした「便よけカバー」なども新

たに搭載した。発売された製品は、
オストメイトのクオリティ・オブ・
ライフ向上に大きく貢献している。

神原紀之
（

歳）

【推薦者】
近畿大学保健管理センター 進藤勝久

ですね。面版の縁が肌に当たって、寝る時

直々に電話がかかってきた時は嬉しかった

「
『ぐっすり眠れるようになりました』と、

なじみが良かった」といった反応が。

からは、
「肌の調子が良くなった」
「肌への

製品には様々な工夫が凝らされた。利用者

分に汚れを付きにくくしたカバーなど、同

並木良枝、沼田悟

開発部 ストーマグループ
リーダー
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に痛い思いをしていたというんです。肌に

東京都墨田区

アルケア（株）

ちは確実にいる。

さらに高い。だが、その日を待ち望む人た

を送れるようにする」ことだ。ハードルは、

の存在を忘れ、手術前とまったく同じ生活

究極の目標は、
「使っている人がストーマ

やらなければならないことがあるはず」

る。生活がかかっているのです。まだまだ、

出来がオストメイトの生活そのものを決め

というものではありません。その出来・不

「ストーマは、単に排泄物を受ければいい

奥が深い」と神原さんは言う。

それほど、
「クオリティ・オブ・ライフは

い評価をいただきました」

く設計したことで、想像していた以上の高

フィットするように、面板の素材を柔らか

●設立／ 1973 年５月
●資本金／ 9000 万円
●従業員数／ 500 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／「医学と工学の融
合」をコンセプトに、
メディカルケア、
ホームへルスケア、スポーツ＆セル
フケア用品の開発に取り組む

経済産業大臣賞

回復できるフィルター、面板と袋の接合部

ズに抜き、目詰まりしてもすぐに通気性を

新しい皮膚保護剤のほか、ガスをスムー

パターンは、優に１００を超えたという。

うな失敗作」も。試した皮膚保護剤の配合

「はがす時に思わず『痛っ』と声を上げるよ

自身や同僚の腹に面板が装着された。
中には、

いない日のほうが少ないくらい」
、神原さん

品開発が佳境を迎えていた頃には、
「張って

に、ほかの何物かで代替することはできな
”はがし心地 の検討や、張る前後の皮膚
い。
“
状態の検査は生体で行うしかなかった。製

人間の皮膚はよくできている。それだけ

ストーマ装具が ”完全な黒子“に
なるまで。「生活の質」向上の
ための研究は続く

合の皮膚保護剤は完成した。

ターテストの結果も踏まえて、セラミド配

される水分量で評価し、さらに多くのモニ

皮膚の健康度を、そこから空気中に放散

いたのです」

うにすればいいのではないか。そう思い付

ラミドを配合して、常に肌の健康を保つよ

かけることが避けられないのなら、このセ

せるために、剥離刺激などで皮膚に負担を

ればどんどん外に出ていく。粘着性を持た

りしていれば水分を閉じ込め、そうでなけ

荒れた肌には少ない。バリア機能がしっか

みずしい肌にはたっぷり含まれていますが、

守るバリアの役割を果たしています。みず

細胞間を満たす脂質で、乾燥などから皮膚を

「セラミドは、表皮の一番外側にある角質

なったのが、セラミドである。

簡単に通気性を回復できるフィル

はがれにくく、皮膚にやさしい。
この二律背反の解決抜きに、
利用者が喜ぶものはできなかった

ガス抜きができ、目詰まりしても

08

要請を受けて、国産初のストーマ装具を開

アルケアは、 年に国立がんセンターの
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【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
沓掛裕美、久保貴史、佐々木怜子、

製品・技術開発部門

の皮膚トラブルを起こす人が少なく

スキンケア成分配合、通気性回復フィルター、
汚れ防止カバー構造などの
先端技術を搭載したストーマ装具の開発
繰り返しの着脱により、カブレなど

着脱を繰り返しても、
みずみずしく健康な肌を保ちたい。
選んだのはセラミドだった

るオストメイト（人工肛門保有者）

36
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は、装着のために皮膚に張る面板の

15

kanbara noriyuki
▼上部の丸い部分（皮膚保護剤）を人工肛門部分に張り、それに袋を装着する

ストーマ（人工肛門）装具を利用す

◀装着部から発散される水分量を測定。少ないほど、
バリアがしっかりした健康な肌

製品・技術開発部門

革新的な厚鋼板製造プロセスを確立し、
建産機・エネルギープラント用高機能高強度厚鋼板を開発

（ねばり強さ）
、溶接施工性（接合

破壊特性（壊れにくさ）
、低温靭性

しやすさ）
を同時に達成した。また、
その制御を実現する大型誘導加熱

装置を開発し、圧延ライン上に設

置。生産性の向上と大幅なエネル

ギー削減を果たした。これらの技

術革新により、引っ張り強さ 780
～ 1200MPa（メガパスカル）級
の高機能高強度厚鋼板の新商品シ

リーズ化に成功し、製品は超大型

600t クレーンなどの大型構造物
に使用されている。

オンライン化の最大の障壁は、
焼き戻し熱処理に
時間がかかること
建設機械や産業機械などに使われる厚鋼
板は、多くのプロセスを経て製造される。
鋼の塊を加熱して軟らかくし、圧延機で延
ばした後に冷却。最後に強度、延びを適正
に調整するために焼き戻し熱処理を行う。
「連続した製造ラインを構築できれば、効
率的な大量生産が可能になるので、私たち
は 年以上前から製造のオンライン化に取
り組んできました。しかし、最後までライ
ンに乗せられなかったのが焼き戻し熱処理
製造ラインをスムーズに稼働させるには、

の工程。処理時間が長いことが原因でした」
各工程の処理時間を合わせる必要がある。ひ
とつでも処理に時間がかかる工程があると、

経済産業大臣賞

知的財産部長

鹿内伸夫
（

歳）

的な省電力化が実現したのである。

誘導加熱を
導入したことで
新たな製品も誕生

「従来のガス燃焼炉に代わる新たな熱処理

表面が変質してしまうのである。

ために強い火力で急速加熱すると、鋼板の

で加熱しなければならないが、時間短縮の

一度に加熱するのではなく、複数回に分け

急速に加熱できることがわかった。そこで、

しかし、金属組織を変質させることなく、

表面から内部に熱が伝わるのは従来と同じ。

頃から電機メーカーさんの技術開発が進み、
ようやく電磁コイルを用いた誘導加熱とい
う方法が使えるようになったのです」
誘導加熱というのは、ＩＨ調理器と同じ
仕組み。電磁コイルで変動する磁場をつく
り、そこに金属を置くと電磁誘導により金
属内に渦電流が流れ、金属の電気抵抗で熱
が発生するのである。
かつては、厚鋼板の熱処理に誘導加熱を
導入するには、小さな火力発電所１基分ぐ
らいの大電力が必要といわれた。しかし、
電機メーカーの技術革新で、誘導加熱の劇

◀金属片を
程度に薄くスライスして、電子顕微
鏡で観察するサンプルを製作

う温度に近づけていく方法を採用した。

て加熱し、ターゲットとなる６００℃とい

誘導加熱では金属表面で発熱するので、

新技術の片鱗が徐々に見えてきた。

まった。 年に実用化へテーマが移ると、

は 年代後半から誘導加熱の基礎研究が始

電機メーカーの技術革新を受け、社内で

【推薦者】
（社）日本鉄鋼連盟

の方法を何十年も探し続けてきました。 年

この工程では冷えた鋼材を６００℃程度ま

のが、この焼き戻し熱処理の工程である。

厚鋼板の製造で足を引っ張る存在だった

年来の宿願だった
厚鋼板製造の完全オンライン化。
成功の鍵は、誘導加熱への転換にある

実現できなかった高強度と耐遅れ

待ち時間が発生して全体がそれに引きずら
れるからだ。
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【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
伊藤高幸、上岡悟史、崎山哲雄、
諏訪稔、多賀根章、津山青史、長
尾彰英、平田健二、和田典巳

の力をかけて、引っ張りに対する強さを試験す
▶試験片に最大
る
アムスラー試験機

スチール（株）

東京都千代田区

研究開発は、加熱温度や適用時間を変え
ては金属組織の変化を観察し、強度試験を
「金属の内部は目に見えないので、表面か

行うという地道な作業の繰り返しである。
ら内部にまでどう熱が伝わるかは、コンピ
ュータによるシミュレーションで推測する
しかない。だから、小さな試験片で成功し
た方法が、実物の鋼板では再現できないこ
見えない熱の動きを追いかけ、３年以上

ともままあるのです」
の年月を費やして、ついに最適な回数と熱
その成果をもとに、電機メーカーと共同

処理の条件を見つけ出した。
で大型誘導加熱装置を新たに設計・開発。
厚鋼板の製造ラインに設置するような巨大
な誘導加熱装置は、今まで世の中に存在し
新開発の誘導加熱による熱処理プロセス

なかったのだ。

倍もの加熱速度アップを実現。 年 月、

は、
従来のガス燃焼炉を使うそれに比べると、

は 分の１になった。さらに高機能・高強

なく、ガス燃焼炉からの転換でＣＯ ２排出量

に成功し、大量生産が可能になっただけで

「長年の課題だった熱処理のオンライン化

それだけにとどまらなかった。

さらに、誘導加熱を導入したメリットは

造ラインの操業が始まった。

誘導加熱による熱処理を採用した厚鋼板製

11

立。それにより、従来の技術では

▶熱間加工再現試験装置は、試験片に熱とひずみを加えて金属組織がどう変わるかを試験するもの。
鋼材の圧延や 熱 処 理 な ど の 工 程 を 研 究 室 で 再 現 で き る

03

た金属ミクロ組織の制御技術を確

複数の誘導加熱装置を駆使することで、

度な新製品の開発にも成功したのです」
熱処理の精密制御が可能になり、今までに
ない付加価値を備えた厚鋼板の製造が可能
この熱処理法はＨＯＰ（ヒート・トリー

になった。
トメント・オンライン・プロセス）と名付
けられ、ＨＯＰによって製造可能になった
新製品は、同強度の従来製品と比較すると、
最大で３割の軽量化を実現。現在、大型の
自走式クレーンやショベル、ブルドーザー
などの鋼板に使われている。車両が軽量化
されたことで、燃費向上にも大きく貢献し
ているのである。
◀金属内部の組織を原子の結晶レベルで観察できる透過
型電子顕微鏡。熱処理の方法によって、金属組織がどう
変わるかを見る

38
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急速加熱焼き戻し熱処理を活用し
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●設立／ 2003 年４月
●資本金／ 2396 億円
●従業員数／１万 4513 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／日本鋼管と川崎製
鉄の鉄鋼事業を統合して発足。粗鋼
生産ランキングでは世界第６位（08
年世界鉄鋼協会調べ）

10

shikanai nobuo
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厚鋼板の製造プロセスにおいて、

30
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メラ」を開発。光学ユニットをス
キャン対象物の上に配置する非接

触型上面スキャメラは、歴史的に

貴重な文化財や美術品を始め、カ

タログ、飲食店のメニュー用写真

などまで幅広く使われている。ま

面スキャンできる「スキャメラ・
ミュージアムⅡ」は、現場で組み

立てて使用することができるため、

チャル空間を手軽につくり出せる

ことから、子どもの情操教育やエ

絵や屏風のレプリカ、動かせない
歴史的遺構でのデジタルデータ作

成に活躍している。リアルなバー

ンターテインメント分野での利用
も期待されている。

平面から立体物へ。
専業だからこそできる
スキャナーの常識への挑戦
「スキャナー専業メーカーとして、光学ユ
ニットを進化させ続けること。そこに私た
ちのベースがあります。進化をかたちにし
たら、いったんリセット。そしてまた新た
なテーマに取り組む。その繰り返しです」
井田さんが社長に就任したのは 年。デ
ジタル関連機器の価格が大幅に下落し始め
た時期だ。それは、主に業務用スキャナー
のＯＥＭ生産を行ってきたニューリーが、
オリジナル製品の開発を決断するきっかけ

同社の地元でもある京都では、襖
▲上部のスキャンヘッド、スキャナー台の軽量化など、大型スキ
ャナーに画期的な価値を付加した「スキャメラ・ミュージアムⅡ」

経済産業大臣賞

代表取締役社長

井田敦夫
（

歳）

58

【推薦者】
京都銀行 久御山支店

ることができるのではないか。技術開発畑
付けているのだが、パッと見、本物と見分

ャンしたものだ。それをパネルなどに張り

あるものは、ほぼすべてスキャメラでスキ

キャメラの魅力が詰まったミュージアム「ニ
「大きなものがスキャンできるようになっ

ュージアム」を自前で開設した。

わじわと高まり、それにつれて様々な要望
も持ち込まれてくる。これはスキャンでき
ないか、あれはスキャンできないか。微細
なものをスキャンする「スキャメラ・ミッ
ドナノ・スコープ」から、２ｍ×２ｍに対
応する「スキャメラ・ミュージアムⅡ」まで、
現在のスキャメラの豊富なラインアップは、
自らが創出してきたニーズとユーザーの要
「撮れないものがあると燃えるんです
（笑）
。

望を掛け合わせてきた結果だ。
スキャメラのラインアップは何百、何千種
これまでも、そしてこれからも「今まで

類になってもいいと思ってます」
考えられなかったような使い方ができるも
のをつくる」という、
その姿勢にブレはない。
次のスキャメラではどんなことができるの
だろう。その可能性に注目したい。

凹凸感や素材感、奥行感が表現されている。

けがつかない。どれも見事なまでに表面の

出身の井田さんには、スキャメラがスキャ

ら壁画サイズのものまで、ニュージアムに

変わったところでは昆虫も。微細なものか

畳や襖、屏風絵、油絵、刺繍、日本刀、楽器、

味を持ってもらえるようになった」

ージアムをつくったことで、一般の方に興

デアも広がってきましたね。何より、ニュ

て、ニーズが出てきました。使い方のアイ

ida atsuo

ナーの常識を覆す自信があった。
光学ユニットの進化。それは、 年には
対象物を上からスキャンする初の非接触タ
イプとして、 年には立体物を６方向から

て、ニーズを ”創出する“ことでもあった。
追って 年、２ｍ×２ｍの巨大な立体物のス

それは、今までにないターゲットに向け

にひと苦労しました」

説明すること、そして理解してもらうこと

らって、
認めてもらいたい。でも開発当初は、

「そんなオリジナル技術をまずは知っても

ジが撮れるスキャナー。

結実する。物を置くだけで立体的なイメー

スキャンするマルチアングルタイプとして

04

キャンを可能にしたのと前後して、同社はス

06

にもなった。
一般的なスキャナーをつくり続けるとい
う選択もあったはずだ。だが、目指したの
は高付加価値のものづくり。磨き上げてき
た独自の光学技術と画像解析技術をもって
すれば、スキャナーの新たな市場を開拓す

「スキャン対象物には触れませんから、美
術品や文化財にキズを付けることなくデジ
タルデータ化できるんです」
スキャメラは、大学などの教育研究機関
を始め、美術館や博物館の所蔵品、オークシ
ョンのカタログ写真などで、
その威力を発揮。
最近では、映画やテレビの小道具、セット
など、活躍の場を着実に広げている。

できないものはない。
あらゆるニーズに応える
そのラインアップに限界なし
井田さんには忘れられないひと言がある。
「スキャメラを開発した当初、ある展示会
で、食材をスキャンしたデータを見た来場
者から
『キレイだけどおいしそうに見えない』
と言われまして。これには、正直ヘコみま
したねぇ
（笑）
。
リアルというだけではダメで、
おいしそうと感じさせる、機械のスペック
とは違うところで、もっと人の五感に訴え
そんな声があれば、すぐに製品開発のテ

なければいけないと」
ーマにしていく。それが、ハードウエアとソ
フトウエアを両輪と位置付ける、同社のフ
ットワークの軽さだ。大々的な宣伝はしな
くても、その認知度はクチコミを中心にじ

京都府久御山（くみやま）町

ニューリー（株）

●設立／ 1979 年８月
●資本金／ 5584 万円
●従業員数／ 141 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／京の子育て応援企
業認証、厚労省次世代育成支援企業
認定などを受け、高品質なものづく
りを働きやすい環境整備でサポート

製品・技術開発部門

る新コンセプトスキャナー「スキャ

平面スキャナーの常識を破り、様々な物の表面を
画期的な質感でデジタル化するスキャメラの開発
で立体的な高精細画像を取り込め

新しいニーズを創出しながら、
ユーザーの要望に応えていく。
その繰り返しが技術を進化させる

被写界深度を併せ持った、リアル

40
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◀▲口に放り込めそうな寿司や菓子を始め、絵の具の盛り上がり、キャンバスの質感までとらえた油絵など、この高精細感と立
体感はスキャメラならではのものだ。京都・実相院の原寸大「床緑」も、部屋の奥行き感と相まって一層映える
▲この畳の間もスキャンしたもの。さながらだまし絵のようだ

た、２ｍ × ２ｍの巨大サイズを上

01

03

スキャナーの高解像度とカメラの

プンソースソフトウエアとして公

開。以後、国内外を問わず多数の

ユーザーや研究者により使用・検
証・改良が続けられ、その中から

R
u
b
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優れた派生バージョンも誕生。世
界中で使用されるメジャーな言語

となった。後に氏が島根県松江市

プログラミング言語が、はたして「もの」
か否かはともかくとして、
「ものづくり日本
「パソコンに初めて触れたのは、中学生の

大賞」初のソフトウエアでの受賞である。
時です。自分のプログラミングどおりに機
械が動く。そこに面白さを感じましたね」
大学を卒業後、まつもとさんはシステム
開発の仕事に就く。そして業務のかたわら、
』という言語を使

個人的にプログラミング言語の開発を始めた。
「当時、僕は『
っていました。いい言語でしたが大きく複
雑なソフトをつくる際に、データを手際良
く整理するための道具立てが足りない。一
言で言えば、洗練されていなかった。そこ
で基本の思想は受け継ぎつつ、より使いや

が「Ruby」に着目。現在、世界で
も類を見ない、産学官連携による

年、
「

のネットワーク応用通信研究所勤

歳）

ツールが非効率的だと開発は労働集約型

していた。実に画期的なツールでした」

質を維持しながら、驚くべき生産性を実現

フェロー

（本 名 ： 松 本 行 弘

まつもとゆきひろ

経済産業大臣賞

」の最初のバージョンが

すい言語をつくろうと思ったんです」

務となったことから、地元自治体

もいえるソースコードを無償で公開し、誰

ットで発表した。ソフトウエアの設計図と

つまり仕事がラク。すると生産性は上がり、

ところは任せてしまう、使いやすい言語。

は記述の仕方も簡潔で、機械に任せられる

になり、エンジニアは疲弊する。

が

うという衝撃的な動画も公開され、インタ
た多くの科学分野にも普及し、ＮＡＳＡ内

ゲノム解析や気象シミュレーションといっ

を使うことが世

の関係で決まります。ところが

は品

かける時間やコスト、エンジニアの労力と

「ソフトウエアの品質と生産性は、それに

界的ブームとなった。

リケーション開発で

ーネットモールの構築といったウェブアプ

自体の進捗にかかわってくる。

つくるといった場合、言語の利便性は研究

さらだ。科学者が自分で研究用のソフトを

ーザーがプログラマーではない場合はなお

人間はもっと創造的な仕事に注力できる。ユ

もが自由に使用、検証、改良、配布が行え
は海外でも広く使用され

され、 年に公開された「
）
」だった。この「
」を使い、ブ
Rails
ログシステムをわずか 分でつくってしま

（ Ruby on

るようになる。きっかけはデンマークで開発

やがて

るオープンソース型の開発手法である。

完成。 年にまだ草創期だったインターネ

44
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れた言語となった。95 年、オー

世界中で利用されるオープンソース型
」の 開 発
プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語「
新しい概念であったオブジェクト

エンジニアとしてラクをしたい。
そんな本音と情熱が生んだ
簡易で生産性の高い言語

クリプト言語であり、開発当時、

プログラミングは楽しいもの。
生産性の向上だけじゃなく、
「
」はそのことを教えてくれる

島根県松江市

（株）ネットワーク応用通信研究所

でも活用されているのは、その使いやすさ
「

開発のモチベーションは、実は

ゆえのことである。

年のある日、松江市の職員がやって来て

前代未聞の「プログラミング言語で
地域振興を！」という提案。
思わず、
「正気ですか？」

何で今こんなに忙しいんだ、とは思う（笑）
」

ます。ただ、ラクするために始めたのに、

『ラクしたい……』ということにあったりし

R
u
b
y

matsumoto yukihiro
▼まつもとさんの Ruby 関連の著作

で地域振興をしたいんです」

を教材とした

いう。まつもとさんも 年の１年間、島根大

県内の企業で即戦力として活躍していると

情報教育が始まった。第１期生は、すでに

大学や高専、高校で

業振興策が動き出した。まずは人材育成。

かくして松江市と島根県の前代未聞の産

気と市長の決断力には感銘を受けましたよ」

るお役人が、そんなことをやろうとする勇

こともない。でも、前例のないことを嫌が

ログラミング言語で町おこしなんて聞いた

「
『正気ですか？』と（笑）
。かたちのないプ

まつもとさんは思わず聞き返した。

「

まつもとさんにこう言った。

06

。
小規模ながら、

学の客員教授に就任した。さらに県庁のシ
ステム開発はすべて

「まあ、松江市や島根県における

開発型ＩＴ企業の誘致も決まった。

で開

は実在する「も

で魔法の
が「もの」か否かはともかく、

箱の可能性を試してほしいんです」

だから今の人たちにも、

れでも僕には、
何でもできる魔法の箱でした。

ラミング以外何もできない道具だった。そ

僕が子どもの頃は、コンピュータってプログ

くったソフトを利用しているだけなんです。

ンを使う。でも、それって全部、誰かがつ

「うちにも高校生の子どもがいて、パソコ

まつもとさんにはまた別の思いもある。

の」に近い存在なのかもしれない。しかし、

もはや松江では、

（笑）
。他県では、絶対にあり得ません」

発しよう！』なんて言っちゃいますからね

で、会社に戻ると技術者に『

で勉強会を開くと参加者はほとんど経営者。

の認知度が異常なんですけどね。何しろ地元

R
u
b
y
R
u
b
y
R
u
b
y

R
o
R

ング言語である。記述しやすいス

まつもとさんは間違いなく「ものをつくる」
人だった。受賞にふさわしい人である。
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●設立／ 2001 年 7 月
●資本金／ 2450 万円
●従業員数／ 51 名
(2009 年 12 月現在 )
●ワンポイント／オープンソース
ソフトウエアを使ったシステム開
発、ソリューションを提供する企業。
「Ruby」の牽引役的存在でもある

R
u
b
y

ェクト」が進行中である。

R
u
b
y

【推薦者】
（財）ひろぎん経済研究所

R
u
b
y

「Ruby を核とした地域振興プロジ

95

指向を徹底したことで生産性に優

P
e
r
l

04

ベートで開発を始めたプログラミ

R
u
b
y
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「Ruby」は、まつもと氏がプライ

ノ粒子には互いに絡まり合って凝

集する性質があり、工業用原料と
して実用化するにはこれを分散さ

せる必要があった。寿工業は、液
体に混ぜた原料をセラミック製の

微小ビーズと混合して撹拌・粉砕
するビーズミル（粉砕機）が、粒

「使い途はあるのか？」
誰もがそう思った微小ビーズで、
あえて新製品を開発
院去さんは長年にわたって遠心分離機や
ろ過機、粉砕機といった化学工業機械の開
発に取り組んできた、生粋の技術者である。
「 年に、当社は『アペックスミル』とい
う粉砕機を発表しました。スイス製の粉砕機
（ミル）の欠点を改良して、当社独自に開発
した製品なのですが、これが後のナノ粒子
分散装置の原点といえるでしょう」
アペックスミルは、原料をより微細な粒
子に砕く湿式媒体撹拌ミル、通称ビーズミ
ルというタイプ。まず、あらかじめ粉末に
した原料を水などに溶いて液状（スラリー
という）にする。その中に硬度が高く摩耗
に強いセラミック製のビーズを混ぜ、撹拌
することで原料を細かく砕いていく。ビー
ズを小さくすればするほど、原料もより微
小な粒子になる。 年になると０・３㎜径と
いう極小ビーズが登場。同社もそれに対応
するミルの開発を目指した。ビーズの大き
さはもうこれで十分だと誰もが思った。し
かし、
どこの業界にもチャレンジャーはいる。
３年後の 年、あるビーズメーカーが０・１
㎜径のビーズを発表したのである。もちろ
んそんなビーズが使える粉砕機はない。こ
れが院去さんの技術者魂をいたく刺激した。
院去さんは０・１㎜ビーズ対応の粉砕機開発
に、乗り出してしまったのだ。
「ところがビーズが小さすぎて、完成し
た粒子と分離するためのフィルターが目詰

見。0.1 ㎜径の超微小ビーズを使
用し撹拌エネルギーを精密に制御

することで、ナノ粒子の均等な分

散に成功。ナノ粒子の実用化を実

現した。現在は、0.015 ㎜ビーズ

を使用する分散機も登場している。

子分散機にも応用できることを発

貢
（ 歳）

化工機事業部 技師長

院去

経済産業大臣賞

で回転させて遠心力で分離するという方法
がひらめいた。当社の製品である下水処理

61

【推薦者】
奥山喜久夫

だった。
「０・１㎜なんて何に使うのか」と。

ペックスミル」に対して、市場は冷ややか

集することなく分散させられることがわか

粒子の結晶を壊さず、均等に、しかも再凝

いうのです。
やってみると大変うまくいった。

微粒子を、結晶を壊さずに分散させたいと

きました。砕くのではなく、凝集している

㎜）単位の微粒子にできないかという依頼が

ン酸バリウムを、サブミクロン（１万分の１

適な大きさに分散させるノウハウもわかっ

とで、原料や用途に応じて、ナノ粒子を最

ギだったのである。なおも実験を重ねるこ

れた０・１㎜径のビーズこそ、問題解決のカ

ないこともわかった。使い途がないと言わ

ズでは衝撃力が大きすぎ、ナノ分散はでき

さらに実験の過程で０・２㎜径以上のビー

ならば、もっと小さなナノ粒子の分散にも

台しか売れなかった。しかし、 年以降、

てきた。それでも、装置は３年間でわずか
状況は一変する。当時の米国クリントン政
権がナノテクノロジーを国家戦略と位置付
けたことで、
「ナノ粒子分散装置」が注目を

その表面は非常に活性化しているため、互

積層コンデンサーの誘電体、光触媒、金属ペ

レビやインクジェットプリンタの有機顔料、

もはや枚挙にいとまがない。液晶カラーテ

集め始めたのだ。国内外から、顧客が次々

いに凝集して塊になってしまう。これを分

ーストや導電性塗料、
そして化粧品などなど。

と同社を目指してやって来るようになった。

散させないと、工業用原料として実用化は

当初は「技術者の独りよがり」に見えたナ

ナノ粒子分散という新たな用途に希望を

できない。それをビーズミルでやろうとい

ノ粒子分散装置。しかし自らが開発したも

見いだした院去さんは、
さらに実験を続けた。

うのである。院去さんは０・１㎜径のビーズ

のに対する自信と、飽くことなく実験を続

「お客さんたちは、一様に驚いていました

とナノ粒子スラリーを混ぜ「ウルトラアペ

けた開発チームの粘り、そして時代を味方

ナノ粒子の生成法はいくつかあるが、原料

ックスミル」に投入した。スラリーは放射

に付けて、この装置は見事に新たな市場を

ここから生み出されたナノ粒子の用途は、

状のピンが何段にも突き出したローターで

創出してみせたのである。

ね。『今まで使っていたのは何だったのか』
と」

撹拌され、凝集していたナノ粒子は分散し

を高温で蒸発させた後、冷却して生成する

ていく……はず。最後にセパレーター（遠心

熱プラズマ法などが知られている。しかし、

ついに見つけた
ナノ分散という新たな用途。
後から時代も付いてきた

使えるのではと、気づいたんです」

セラミックコンデンサーの原料であるチタ

ったんです。私たちの新発見でした」

「０・１㎜ビーズを使えば、凝集したナノ

分離機）でビーズを分離した。その結果、

inkyo mitsugi

「そんな中、あるメーカーさんから、積層

だが、新機軸を盛り込んだ「ウルトラア

用の遠心濃縮機技術が役に立ちましたね」

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
大年善文、北風俊哉、田原隆志

製品・技術開発部門

範囲は大きく広がる。しかし、ナ

ナノ粒子の実用化を可能にした
世界初のナノ粒子分散装置
をナノ粒子化すると、様々な特性

ニーズを超えた機械をつくってしまった。
その機械が新しい市場を創出したのは
５年もたってからだった

呼ぶ。金属酸化物や有機顔料など

まりする。悩んでいた時、スラリーを高速

広島県呉市

寿工業（株）

▲最適な分散方法を求めて実験が繰り
返される
▲実験用ナノ分散装置。中央のシリンダー内部でスラリーがナノ分散される

直径１nm( ナノメートル、10 億

44
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●設立／ 1935 年 3 月
●資本金／ 4800 万円
●従業員数／ 500 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／鋳造製品、鉄鋼材、
化学工業機械メーカー。ナノ粒子分散
装置は同社化工機部門の粉砕、ろ過、
遠心分離技術の総合から生まれた
▶上／チタン酸バリ
ウムスラリーのナノ
分散前（右）と分散後
（左）
。白濁していたス
ラリーはほぼ透明に
下／大きな粒子とな
って沈殿していたイ
ンク顔料（右）は、ナ
ノ分散でコロイド化
し、全体が真っ黒だ

を発揮するようになるため、利用

92

00

ら 100nm の微粒子をナノ粒子と

95

10

分の１m ＝ 100 万分の１㎜ ) か

86
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ートル）のナノファイバー（微細

繊維）を生成する技術である。30
年代に登場した技術だが、この手
法でナノファイバーを量産するに

は数十万本の紡糸ノズルが必要。
高額の設備投資と煩雑なメンテナ

ンスがネックとなり、国内では事

業化に至っていなかった。同社が
開発した新規エレクトロスピニン

グ法は、高分子ポリマー溶液の表
出すことが可能で、ノズル・フリ
ァイバー不織布の量産を可能とし

新規エレクトロスピニング法による
ナノファイバー不織布の開発
より、直径サイズ数 nm（ナノメ

た。同時に、メンテナンスの手間
を激減させた製造装置も自社で開
発している。

（ 歳）

新機能素材開発部 部長

岸本吉則

経済産業大臣賞

が、廣瀬製紙に中途入社したのは 年９月

「他社でポリマーの研究開発をしていた私

不可能といわれていた
ナノファイバー不織布の
低コスト・大量生産に挑戦

他社にできるなら自分にもできる！
やり尽くし感と焦燥感のその先に、
常識を覆すアイデアが待っていた

マー溶液に高電圧を加えることに

バーに大きな可能性を見いだしたのです」

そして文献を読みあさる中で、ナノファイ

に、高知大学の図書館に通い始めました。

新製品が見当たらない。そこで入社後すぐ

クラス企業ですが、将来の発展につながる

のこと。当社は確かに湿式不織布のトップ

感じ始めた 年の夏、あたかも神のお告げの

が積み上がっていくばかり。やがて焦りを

た手法はすべて実験に移したが、失敗の山

のアイデアを考え続けたという。思い付い

を使わない新たなエレクトロスピニング法

らに夢の中でも、ノズルや回転シリンダー

それからは 時間、会社でも家でも、さ

るよう、自分に言い聞かせました」

にもできるはず。開き直って前向きに考え

みましたね。でも、他社にできたのなら私

にやられた！』と、その時はかなり落ち込

リーの製造装置を展示していたんです。
『先

らナノファイバーを生成する、ノズル・フ

溶液に電圧をかけ、回転シリンダー表面か

総合展・技術会議で、ある会社がポリマー

環で見学に出かけた国際ナノテクノロジー

の研究を開始しました。 年の春、研究の一

「エレクトロスピニング法に着目し、改良

行うことは不可能と考えられてきた。

kishimoto yoshinori

ロスピニング法では、時間当たりの生産量

従来のナノファイバー生成技術・エレクト

不織布の採用が検討されている。しかし、

が進むフィルターなどに、ナノファイバー

される２次電池用セパレータや、高機能化

今、ハイブリッド車や電気自動車に搭載

「その結果は、私がイメージしていた成果

ぐさま実験を開始した。

製品化するというものだ。岸本さんは、す

けたナノファイバー繊維を剥離し、それを

ーを放出させ、基材となる不織布に吹き付

ポリマー溶液の表面全体からナノファイバ

ように、
あるアイデアが頭の中にひらめいた。

をはるかに超えたものでした。生成された

が少なく、膨大な数の紡糸ノズルを設置す
る必要があるため、低コストで大量生産を

布ではその孔径サイズを実現することがで
の

繊維で構成できるため、微多孔膜が占有し

イバー不織布は孔径サイズ約２００

きませんでした。しかし、当社のナノファ

場競争にさらされたダーウィンの海を必死
で泳いでいるような状況です」
成。国内外のナノテクノロジー系展示会に出
スタート時、岸本さんひとりだった新機

ている市場への参入が可能となったのです」

年８月、量産体制に備えた製造装置が完

展するなどしてマーケティングを続ける中、

ァイバー不織布は、
セパレータだけではなく、

ムも含めると 人となった。廣瀬式ナノフ

能素材開発部も、今ではプロジェクトチー

多くの企業が同社製のナノファイバー不織
購入。高い興味を示している。

布のセパレータやフィルターのサンプルを
「電気自動車などに搭載される大型リチ
ウム電池用セパレータには、孔径サイズ

な製品の高付加価値化に貢献する可能性を

各種フィルターやメディカル用品など、様々
秘めている。

以下のポリオレフィン製・微

１０００
多孔膜が採用されています。これまでの不織

n
m

高知県土佐市

廣瀬製紙（株）

繊維の細さは約２００

（ナノメートル）

その後、研究成功から製品化に至るまでの

して選び、特許出願・取得をしたのです。

の新規エレクトロスピニング法をベストと

は事業化できないということ。なので、こ

い発明であっても、コストがかかりすぎて

う宿命を背負っています。要は、素晴らし

かしメーカーは、ものをつくって売るとい

を生成する実験に成功していたんです。し

「実は、このほかにもナノファイバー自体

一性を防ぐというメリットも。

チユニット化することで、坪量変動の不均

紡糸量を容易に増大でき、紡糸部分をマル

つくれるという。さらにこの装置を使えば、

合わせることで、比較的簡単に製造装置が

ればどこでも持っているような機材を組み

能となった。しかも、不織布メーカーであ

ァイバーの低コスト・大量生産が事実上可

規エレクトロスピニング法により、ナノフ

岸本さんが開発したノズル・フリーの新

理論を覆した新技術が、
不織布の用途展開の
可能性を大きく広げた

分の１の細さを実現できたのです」

と、それまで生産できていた繊維に比べ

n
m

デスバレーを何とか乗り越え、現在は、市

46
47

【推薦者】
廣瀬製紙㈱

n
m

糸法）とは、紡糸ノズル内のポリ

49

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
市原康次、岡田祥司、門田拓也、
小松知栄

05

ーを実現。低コストによるナノフ

08

10

▲ポリエチレン・ポリプロピレンなどの合成樹脂を主原料とし
たオレフィン紙（太い繊維）に、ナノファイバーを複合化させ
ている。その細さがよくわかる
▲大型の試作機が設置されるスペース。品質が
さらに安定し、現在の３倍のスピードでナノフ
ァイバー不織布を生産できるように

24

05

12

面全体からファイバーを直接取り
▲ナノファイバー不織布をつくり出す、同社オリジナルの製造機。従来の不織布にナノファイ
バーを複合化することも、ナノファイバー不織布のみを取り出すことも可能

●設立／ 1958 年 3 月
●資本金／ 2000 万円
●従業員数／ 32 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／１次電池用のセパ
レータ（絶縁紙）
、フィルター基材、
食品・衛材用包装資材などを製造す
る、湿式不織布のパイオニア企業
▼ステンレス製のボードで囲われた先に、廣瀬式と呼ばれる新
規エレクトロスピニング法の秘密が隠されている

04

エレクトロスピニング法（電界紡

程度、わずか１ｇの原料から 52
ｍの糸を紡ぎ出すことに成功。摩

擦が小さいため、モヘア100％の
ニット糸の加工には高度な技術が

山形の
佐藤社長を
訪ねるよ

モヘア糸？

えっとごめんなさい

し、素材本来が持つ柔らかさその

ままに繊細な風合いを実現した。
この極細モヘア糸は、オバマ大統

その
カーディガンは
ニナ・リッチが
つくったんだよ

に採用され、話題を呼んだ。同社
は紡績だけでなくニット製造、ア

パレル部門も擁し、糸の開発から

製品製造まで全工程を自社で担う。
イタリアで開催される世界最大規

模のニット素材展示会「ピッティ・
フィラーティ」にも連続出展、欧

経済産業大臣賞

代表取締役社長

佐藤正樹
歳）

山形県寒河江（さがえ）市

佐藤繊維（株）

てきましたが、創業以来変わらな
いのは原材料に対するこだわりで
す。夫人のカーディガンの原料は
モヘア糸。南アフリカなどのアン
ゴラヤギから微量しか取れない貴
重な材料ですが、滑りやすいので
細く長く紡ぐのが非常に難しい。
従来、業界では１ｇの原料から
を、我々は ｍの極細モヘアを紡

ｍつくるのが限界とされてきたの

いいＰＲになりました

うちではその糸を
限界以上に細くすることに
成功したんだよ

古い織機を改造・改良することで

（

うちは 年近く紡績糸をつくっ

の糸が使用されたとか。

着用したカーディガンに、佐藤繊維

ェル・オバマ米大統領夫人が
︱︱ミシ

43

アンゴラヤギの毛からつくる
モヘア糸っていうので
編んでいるんだけど

ミシェルさんが
たまたま
気に入って
着てくれたけど

こいつはどうも
お見それしました
どうぞごかんべんなすって

sato masaki

帰国後︑会社のみんなに
言いました
自分たちの糸をつくろうと

俺たちはイタリアで売れているものを
追っかけているだけだ！

フィレンツェの
展示会では
日本で見たことない
アプローチで
デザイナーたちを
刺激していた

向こうじゃ糸工場の職人が
自分たちのつくりたい糸を
つくってたんです！ ショックでした︙︙

当時︑うちが買ってた
イタリアの糸の業者が
「展示会に併せて工場に遊びに来い」
って言うから行ってみて驚いた

任式で
大統領就 てたやつだ
着

それはミシェル・オバマ
大統領夫人が着て
話題になった︑うちの
糸で編んだカーディガンだ

ようこそ
おふたりさん

あー何
こういうのも
つくるの？

よくわかんないよ
社長
こんにちはっ

したニナ・リッチのカーディガン

糸もつくるし︑それをメーカーにも
売るけど︑自分のとこでも
ニット製品をつくってるわけ

27

領の就任式でミシェル夫人が着用

社長は糸をつくってるの？
セーターを編んでいるの？

求められるが、古い紡績機を駆使

昔はね
ただアパレルさんに言われるがまま
工業用の糸をつくってたのさ

ぐことに成功しました。実はこれ、
コンピュータ制御の量産機ではで
きない。繊細な糸は、昔ながらの
加工できるのです。
︱︱そのような特殊糸の開発に取り
年にトライスピン（紡撚機）試

組まれたきっかけは？
験機を導入し、研究開発に取り組
み始めました。転機は、イタリア
の「ピッティ・フィラーティ」と
いう世界的な糸の展示会に出向い
た際、現地の養蚕農家や工場を視

察したこと。農家の尋常じゃない
こだわりに触れ、それまで見たこ
ともない面白い糸をたくさん知っ
た。もう衝撃の一言です。彼らは
一様に「自分たちは、ここで世界
のファッションのもとをつくって
いるんだ」と言う。誇りです。メ
ーカーに言われるままに糸をつく
ってきた自分は、今まで何をして
きたんだろうとショックでした。
工場内を見ればうちと同じ紡績機
があって、独自のこだわりを実現
するためにあらゆる改造をしてい
る。ならば、うちだってできるわ
けですよ。この時、イタリアから
学ぶべきは、糸やテクニックでは
なく、ものづくりに対する情熱だ
ということを思い知らされました。
︱︱ちょうど４代目として社長に就
結婚して、地元・寒河江に戻っ

任されたタイミングですね。
てきたのが 年。当時はまだ、繊
維産業に華やかなイメージがあっ
たのですが、以降、業績は落ちる
一方。大手ブランドの下請けとし
て、１型で何万枚もニット製品を
つくれるような大量生産をしてい
ましたが、この取引先が製造を海
外にシフトした。同業者数も激減
し、産業自体の衰退が加速したつ
らい時代です。４代目の若造です
からリストラなんてできない。休
みがちだった工場を稼働させるた
め、自分でデザイン画を起こし、
今ある編み機をどう改造し生かす

「佐藤繊維」に発注していました。
か、ヨーロッパの真似ではない独
自の糸づくりをどう実現するか。
その模索と製品づくりの繰り返
し。で、自分で売る。日本中の問
屋さんに売り歩き、週末にはスー

1
5
0

工場内では昭和の”
紡 績 機 “が た く
さん活躍する。繊細な糸を細く伸ば
して撚（よ）るのは高速処理の量産
機では不可能で、速度は遅くても古
い機械のほうが多彩な使い方ができ
る。中には 年を超えるものも

極細モヘア糸に、和紙、ウール、ナ
イロンなどほかの原料を組み合わ
せ、色や光沢に変化を付ける。今ま
でにない風合いや質感が楽しめるオ
リジナル糸は、
種類を超える

●設立／ 1954 年３月
（創業 1932 年）
●資本金／ 5410 万円
●従業員数／ 120 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／創業約 80 年の老
舗。紡績から製品製造まで独自のも
のづくりスタンスを貫き、山形から
世界に向けて発信する

製品・技術開発部門

まで限界とされていた細さの半分

類のない特殊紡績糸・ニット製品開発による
世界ブランド化とラグジュアリーブランドへの参入
毛を原料とするモヘア糸を、それ

次は紡績糸の分野で
経済産業大臣賞を
受賞した

研究開発に着手。アンゴラヤギの

48
49

【推薦者】
山形県

80

52

92

藤氏は、同時期より特殊形状糸の

黙ってても売れる時代が
冷え込んで︙︙どうしていいか
わからなくなっちゃってね︙︙

50

98

米一流ブランドへの参入も果たす。

!!

00 年、４代目社長に就任した佐

再現マンガ
機械を改造して
オリジナルの糸をつくるだって

結局︑わかってもらえる人への
アプローチがヘタクソだったと
気づき︑国内外の展示会で
工夫をこらしたら認知され始めました

パー前にテントを張って露店売り
も。３、４年ほどかけて、安定し
た品質の特殊糸や製品を出せるよ
うになりましたが…… ”売る“こと
が容易ではありませんでした。
︱︱突破口になったのは？
スーパーの前で売れなかった
時 に、 大 き な 気 づ き が あ り ま し
た。”見せ方“です。最高の糸で仕
立てたニットなのだから、わかる
人にはわかる、ぐらいに思ってい
たのですが、売る場所や演出が悪
ければダメなんです。ＭＤ（マー
チャンダイジング）がいかに重要
か。それも、自分たちの手による
ＭＤ。東京で開催される展示会へ
の参加が決まった時、それを徹底
的に意識しました。自分の感性に
従ってつくった製品を アイテム

︱︱ 年には、ニ
ューヨークで自社ブ
ランドも立ち上げています。

入するきっかけとなったのです。

ったラグジュアリーブランドに参

得て、グッチやニナ・リッチとい

ーが集まる展示会でも高い評価を

た。世界中のデザイナーやバイヤ

き、ステージが大きく広がりまし

してみないかと声をかけていただ

から、今度はニューヨークで発表

名刺はざっと４００枚（笑）
。そこ

れが評判になりました。交換した

て棚から何から全部手づくり。こ

ほど用意し、ブースも古材を使っ

70

代目！
あたしゃそんなの
聞いたこと
ありませんや！

ベテランの技術者との
ディベートは熱かった

うわ
でっけぇ

ビジネスは
プロデュースの仕方
演出の仕方が大事
工場を案内しましょう

ビッグな目標を
持ったことが
ここまで自分を
引っ張ってくれた
感じですね

そうなんだ！

!!

そこに向かって頑張れば
どんなに遠い夢もやがて
かなう
やったぜ社長

「できっこない」
って言われても
くじけなかったのが
成功のもとだね
地方だからって
カンケーないね！

「Ｍ . ＫＹＯＫＯ」というもの

01

!?

やがてスタッフたちにも
理解してもらい念願のオリジナルの
糸と製品までつくったものの

いいものを
安く提供
しているのに
売れない

製品を持って
ほうぼうへ営業に行ったり
スーパー前に露店も出した︙︙

古くせえ
機械が置いて
ありますなーっ

ベースが単純な
古い機械は
改良しやすく一番働きます

52

すから。

技は、世界ブランドになれるので

ていくべきです。オンリーワンの

消費者と向き合う世界を開拓し

からは、職人がダイレクトに最終

ていることだと思うのです。これ

をもたらすために時代が要求し

かと。今の厳しさは、経済に進化

できる者が生き残るんじゃない

けた者より、環境に合わせて進化

ゃないですが、力や頭脳だけにた

ています。ダーウィンの進化論じ

僕は「進化」をキーワードにし

に通じるテーマですね。

︱︱繊維に限らず、多くの製造業

ばチャンスはあります。

ないものづくり力、発信力があれ

かったけれど、トレンドに追随し

屋、百貨店、専門店しか販路がな

重要性を痛感します。今までは問

の当たりにすると、改めてＭＤの

１００万円以上売れた事実を目

ビ 通 販 番 組 で、 わ ず か １ 分 間 で

です。逆輸入ですね。大手のテレ

は日本人デザイナーやバイヤー

うことで、価値を高めてくれたの

いメイド・イン・ジャパン」とい

「ニューヨークでしか手に入らな

れなかった。でも面白いもので、

で 世 に 出 て い く。 そ れ が 耐 え ら

発表され、時には不本意なかたち

上アパレルのブランドとなって

ンドを持たなければ、それは流通

どんなにこだわっても、自社ブラ

で、妻がメインデザイナーです。

&

!!

この機械だって昨日もわずか
モヘア原料１ から ｍの糸を
つくったんですから♡
g

とにかく
あちこち
改良に改良を重ね
今では︑念願のシャネルさんとも
お仕事させてもらってます

!!

!?

南アフリカのモヘア、ペルーのアル
パカ、モンゴルのカシミアなど、使
用する原料は世界中から集めた希少
な原毛ばかり

撚りをかけて伸ばし、巻き上げ、ま
た撚りをかけ……幾重もの工程を経
て「糸」が紡がれていく

個性豊かな素材をぜいたくに使った
ニ ッ ト 製 品。 一 般 受 け は 狙 わ な い。
「 市 場 は 小 さ く て い い。 強 烈 な フ ァ
ンをつくっていきたい」

50
51
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剥離度合いの検知を可能にした、

（反発硬度法）
」や「打音法」に比べ、

を開発。従来の「テストハンマー

ータを残せる。経済性が高いのも

大きなメリットだ。構造物の危険

部位が正確にわかるため、“ピンポ
査も実際の補修作業も、安く短時

間で行える。コンクリート構造物

極檀さんを中心に、 年ほど前から取り

テーマは、それらにピタリと合致した。

た条件を、自らに課していた。恩師の研究

力ではなく技術力で勝負できる分野といっ

勝機は薄い。少ない投資、本業関連、資本

ただし、やみくもに異業種に参入しても

な事業分野を、必死で探していたのです」

ラはやりたくない。雇用が維持できる新た

でした。でも地域経済を考えると、リスト

「先々、公共事業が減っていくのは明らか

久保さんが即断したのには、理由がある。

その場で仲間に入れてほしいと頼みました」

を共同研究しているというじゃないですか。

ーマを聞くと、コンクリートの非破壊検査

ある極檀先生を訪ねた時、何げなく研究テ

ました。少したって、所用で大学の恩師で

トの補修は社会的なテーマになると直感し

「今後も起こり得ることだし、コンクリー

で、土木・建設業を営む久保さんだ。

物がいる。オホーツク海に面した小さな町

破壊で手軽に検査できる装置を開発した人

れて、コンクリート構造物の強度などを非

衝撃を受けただけでなく、事故に触発さ

を覆す出来事として、社会に衝撃を与えた。

ったものの、コンクリートの「安全神話」

中の車両を直撃。幸い大事故には至らなか

井部のコンクリート塊がはがれ落ち、走行

年６月、山陽新幹線の福岡トンネルで天

イント” の補修作業が可能に。検

組まれていたのは「衝撃弾性波」という振
動の波形を解析して、内部の様子を探る研
究。ほどなく装置は完成し、同社は 年に、

線を画す検査法の開発に注力。 年、つい

久保さんらは、こうした従来技術とは一

性の保証がなくデータも残らない。

ンマーでたたき音で判断するのだが、客観

後者は、名のとおり熟練の技術者が点検ハ

雑なデータ補正が必要なこともデメリット。

る前者は、肝心の測定精度に難があり、複

しかし、コンクリート面の反発硬度を検出す

あった。
「テストハンマー法」と「打音法」だ。

実は、比較的安価な非破壊検査はすでに

ことはできないか――。

のだ。もっと簡単に、低コストで検査する

高価なことに加え、データの解析が難しい

なった。ただ、問題もあった。装置自体が

今までにない、正確な非破壊検査が可能に

それを使った構造物の診断事業に乗り出す。

01

ーをはるかに上回る精度、経済性が認めら

「公的機関による研究でも、テストハンマ

タがＳＤカードに記録できるのも特徴だ。

離度合いまで検知する。１万５０００デー

クリートの圧縮強度のみならず、劣化や剥

内部の様子を知らせてくれる仕組み。コン

加速度を測定し、その波形を自動解析して

が内蔵されている。測定面を軽くたたくと

ハンマー型の装置の内部には、加速度計

安く簡単に、そして正確に
コンクリート内部を把握でき、
改修コストの大幅削減に貢献

ことだった。

「ＣＴＳ‐０２」が発売されたのは、翌年の

い測定原理による、高精度非破壊検査装置

にプロトタイプの完成にこぎつける。新し

04

の老朽化が社会問題となる中、非
破壊検査の切り札として活躍の場

を広げそうだ。今年５月には、さ
らに価格を下げた新機種を発売す
る予定。

特別賞

kubo hajime

（ 歳）

代表取締役社長

久保 元

【推薦者】
雄武町

前に建設業からコンサル専業にシフト、黒

務も行っている。札幌に置く支店は、２年

を使ったコンサルティング（ 調査・診断 ）業

同社は機器を販売するだけでなく、それ

及はまだ緒についたばかり」なのである。

道内向け。
「全国規模の市場を考えれば、普

販売実績２４０台余りのうち、１１５台は

や補修会社などのほか、国土交通省、農林
水産省、北海道庁といった ”公“も、続々と
採用していることが証明している。ただ、

信頼性の高さは、コンサルティング会社

いったことも可能になりました」

不足の部分をピンポイントで補修する、と

れました。この装置を使えば、たとえばパ
ソコン画面上に、内部強度の”等高線図“を
色分けして表示することができます。強度

北海道雄武（おうむ）町

日東建設（株）

ないかもしれない。

界ブランドになる日も、そう遠いことでは

韓国でも採用された。北海道発の技術が世

製品はすでに「全国」を飛び越え、お隣

もないんですよ」

ものづくりができる。技術力に都会も田舎

ちっぽけな企業でも、全国から注目される

海道“にこだわりました。とにかく、北海道
に元気になってもらいたい。当社のような

るのですが、可能な限り”メイド・イン・北

「部品製作は、いろんな会社に外注してい

木・建設業の挑戦は、見事に花開いた。

遂げた。厳しい経済環境にある北海道の土

大学生の新卒者を採用する」までに成長を

をつなぎ止めただけでなく、
「今年は初めて

字転換した。新たな事業は狙いどおり雇用

このままでは事業は先細り。
だが、リストラはしたくない。
”
選んだ道は 本業に近い異業種 への参入
“

●設立／ 1773 年 3 月
●資本金／ 2000 万円
●従業員数／ 52 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／土木を主体にした
建設業としてスタートしたが、公共
事業激減を見据え、コンクリート構
造物の非破壊検査事業に乗り出す

58

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
●アプライドリサーチ㈱／境友昭
● iTECS 技術協会／極檀邦夫
●東海大学／林拓見

製品・技術開発部門

「コンクリートテスター（ＣＴＳ）
」

新 し い 測 定 原 理 に も と づ く 、簡 便 、安 価 、高 精 度 な
コンクリート構造物非破壊検査装置の開発
圧縮強度の推定、表面劣化度合い・

トンネル事故に触発され、
非破壊検査の
共同研究グループに

マーで軽くたたくだけで、内部の

52
53

測定精度が格段に高く、精密なデ

10

▼肉眼ではわからない、コンクリート構造物の内部が一目瞭然に
▼ハンマーで壁面を軽くたたくだけで、正確に測定。この手軽さがウリのひとつ
▼北の大地から、画期的な検査装置を世界へ

コンクリート構造物の表面をハン

99

術開発プロジェクトとして、実用

化に向けた開発を行ってきた。現

定で、自動車産業や家電、家具業
界などからも大きな関心と期待が

進んでいる。この塗装システムは

低減。また塗装プロセス全体の効

率化により、CO2 排出量削減にも

寄せられている。

超臨界ＣＯ の利用で
スプレー塗装の必需品、
希釈用有機溶剤を全廃
大気汚染防止法のＶＯＣ（揮発性有機化
合物）排出規制が、 年度から実施されてい
る。該当する企業は、対 年度比でＶＯＣ
を ％削減しなければならない。
「当社のような塗装の会社にとって、ＶＯ
Ｃは削減したい。けれども、塗料の希釈に
使う、トルエンやキシレンといった有機溶
剤の代替品なんて、簡単には見つからない。
ところがあるきっかけで、その候補として
ＣＯ 、二酸化炭素が浮上してきたんです」
年当時、同社は産総研（産業技術総合研

究所）の「超臨界流体インキュベーションコ
ンソーシアム」に参加していた。超臨界流
体とは、物質がある一定の圧力と温度下で、

特別賞

術総合センターとの共同開発が始まった。
だが、
試し塗りのサンプルを見た早坂さんは、
当初この研究に懐疑的だったという。
「表面なんか、すりガラスみたいにザラザ
ラでね。これで大丈夫かと思いました。た
だ可燃性の塗料に対して、常温で使え、し
かも無害な超臨界ＣＯ は魅力的でした」

ＣＯ を使うことで、
塗装プロセス全体での
ＣＯ 排出量も低減

2

開発当初は、既存の塗料の中から顔料ポ
リマーを含まないクリア塗料とＣＯ の相
性を試した。クリアと混合すると、超臨界
ＣＯ はその高い圧力と強力な溶解力で、
塗料の粘度を下げた。しかも使用量は塗料
の３分の１で済むこともわかった。だが、
塗装装置は問題山積。まず、塗料とＣＯ
を混合するタイミング。
「超臨界ＣＯ と塗料は、混合器内で『一

ＣＯ がうまく混ざると中が透明に見え、混

よう、耐圧ガラスの窓を付けた。クリアと

合を実現すると共に、混合器の中が見える

そこでマイクロミキサーを使って瞬間混

落とさず連続的にやる必要があった」

この一連のプロセスを、混合器内の圧力を

合しつつ、
スプレーガンに送り込み噴霧する。

気に』混ぜ合わせなければいけません。混

2

気体と液体両方の特性を持つ特殊な状態の
Ｍ （メガパスカル）
・

・１℃で超臨界流体となり、気体や液体

こと。ＣＯ は７・
の時にはない特性を発揮するようになる。
「最初に期待したのは超臨界ＣＯ の高い
溶解力を利用して、塗装前の部品洗浄に使
うことでした。しかし実用性がいまひとつ。
そこで目を付けたのが塗料の希釈、つまり
シンナーの代替という用途だったんです」
スプレー塗装では有機溶剤で塗料を希釈
し、粘度を下げる必要がある。その量は重
量比で塗料と同量。このシンナーをすべて
ＣＯ に置き換えられれば、ＶＯＣはもと
もと塗料に含まれている真溶剤だけになり、
従来比３分の１にまで抑えられる。 年、
同社と産総研東北センター、宮城県産業技

2

2

合がうまくいっていないとクリアが析出し
て濁る。超臨界状態がこのように可視化さ
「ガンも従来の口径では大きすぎ、塗料が

れたことは、実験に弾みをつけた。
一気に噴き出してしまう。高圧噴霧ノズル
の開発や運転条件の検証を重ねた結果、希

（ 歳）

代表取締役社長

早坂 裕
60

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
●加美電子工業（株）／早坂宜晃、
雪下勝三
●（独）産業技術総合研究所／相澤
崇史、小野實信、川﨑慎一朗、鈴
木明
●宮城県産業技術総合センター／
佐藤勲征、千代窪毅、中塚朝夫

製品・技術開発部門

産業技術総合開発機構）の基盤技

有害化学物質を削減する
革新的塗装プロセスの開発
る VOC（揮発性有機化合物）を、

VOC の使用量を従来の３分の１に

宮城の稲作地帯のど真ん中から、
環境負荷を低減する塗装技術を
世界に発信していきたい

などの塗装・表面処理加工メーカ

宮城県加美町

加美電子工業（株）

釈溶剤を添加することなく微粒子で安定し
て塗れるようになった。塗料の垂れもない。
こうした工夫が実を結び、塗膜は従来よ

当初の懸念も忘れ、これはいけると（笑）
」
りも薄く、強く、美しく仕上がるまでにな
った。ＣＯ 専用塗料の開発も進み、今年
中には実用機も市販される。ただ気になる
のは、ＶＯＣが減る一方で温室効果ガスで
あるＣＯ は増えてしまうという点だ。
「よく言われます。でも、使用するのは工
場で排出するＣＯ を回収したもの。さら
に塗料の製造から塗装、乾燥までのＣＯ
排出量をトータルで試算すると、従来の塗
では、すでにＶＯＣ対策として、多くの

装法に比べて、むしろ削減できるのです」
自動車メーカーが導入している水系塗料と
の比較ではどうか。こちらも、有機溶剤系
より手間のかかる塗装前の洗浄工程、温度・
湿度の厳しい管理が必要な塗装・乾燥工程
での消費エネルギーを勘案すると、やはり
ＣＯ 排出量は少なくなるという。
「新システムを導入しても、従来の有機溶

2

剤系塗装のラインはほぼそのまま使えます。
また、これまでは一度希釈した塗料やシン
ナーは、余ったら廃棄するしかなかったん
ですが、そのムダもなくなる。ランニング
宮城県による自動車産業誘致のプレゼン

コスト低減のメリットも大きいのですよ」
でも、この塗装システムが大きな関心を集
めているという。地元発の先進技術が、誘
致に伴う県の「優遇措置」以上の決め手に
なるとすれば、実に痛快な話である。

54
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貢献する。今年中には実用化の予
2

2

2

年間は、NEDO（新エネルギー・

00

Pa

2

産官共同で開始。07、08 年の２

06

2

超臨界 CO2 に代替する基礎研究を
2

3
8

2

ー。05 年、塗料の希釈溶剤であ
2

●設立／ 1970 年６月
●資本金／ 4800 万円
●従業員数／ 126 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／電子部品、機械部
品、
光学部品など表面処理加工（塗装・
スクリーン印刷・シート印刷・ホッ
トスタンプ・プレス・レーザー加工）
の一貫生産
▲混合器に設けられた窓から、超臨界状態が目視確認できる

る ほ か、CO2 専 用 塗 料 の 開 発 も

05

hayasaka yutaka
▼超臨界 CO2 塗装の実験装置
▼塗膜品質の定量的な評価方法も導入
された

動車のインパネ周りの樹脂製部品

31

2

在、実用機が試験運用を始めてい
2

2

カメラや携帯電話のボディー、自

30

2

03
2

【推薦者】
（独）産業技術総合研究所 コンパク
ト化学プロセス研究センター

材の周囲に特殊な磁気環境を生成

する技術。これを凍結装置と組み

合わせることで、素材内の水分子

を過冷却状態から一気に凍結、細
胞の損傷を最小限に抑える。00

年に実用化が始まり、食品分野、
などの保存 ) に大きな発展をもた

一言が、大和田さんにＣＡＳ（ Cells Alive

電凍結機」は、たちまち洋菓子業界全体に

開発に成功する。磁場を利用したその「誘

いわれていた生クリームの急速凍結装置の

ーを設立した大和田さんは、当時不可能と

＝細胞が生きている）技術の開発を
System
決意させた。さかのぼること数年前。アビ

ある有名ホテルの総料理長に言われた

ません。この技術を育てなさいよ」

です。組織が壊れていなければ生と変わり

さまに出すわけにいかないと言っているの

いのではない。組織が壊れた食材を、お客

「大和田さん。私たちは冷凍だから使わな

医療分野 ( 臓器、神経、血液、歯

特別賞

代表取締役社長

大和田哲男
（ 歳）

水分が大きな氷の結晶となって、細胞膜や

だが、そこに少しでも衝撃が加わると、分

千葉県流山市

（株）アビー

解決のヒントとなったのが、
水の「過冷却」

渋々、料理用の凍結装置の開発を始めた。
子がくっついて一気に凍結する。ならば、

なる現象。過冷却とは水が０℃以下でも凍ら

食材の研究のため、日本の有名ホテルやレス
逆に水の分子を微弱なエネルギーで細かく

そもそもお菓子用なのだから、とんだ言い

トランの料理長を訪ねて回った。ところが
振動させ続けておけば、極低温でも液体の

ない状態のこと。水の分子同士が絶妙な静

どこも「冷凍……」と言ったとたん、門前
状態を保てるのではないか？ さらに温度

がかりです。だけど洋菓子の世界でフラン

払い。
「うちは生しか使わない」
。仕方なく料
を下げ適度な衝撃を与えれば、瞬間的にご

的バランスでくっつかず、
結晶化しないのだ。

理の知識もないまま開発を始めた頃、試作
く小さな結晶で凍結するかもしれない。

「そもそもなぜ冷凍で組織が壊れるかとい

は生だ！」
。
そして本文冒頭の言葉が続いた。

てもらう機会を得た。彼は言った。
「これ

機で凍結・解凍した肉を一流シェフに食べ

スに逆らっては生きていけません（笑）
」

には使えない。何とかしろ』
って言うんです。

細胞壁を壊してしまうからです。さらに結

【推薦者】
千葉県商工労働部産業振興課

そんな大和田さんのもとに、なぜかフラ

ohwada norio

社も食っていけるだろう。そう思いました」

上も視野に入れている。

晶の隙間に内部の水分が吸い上げられ、乾

ることで、農作物や家畜の品質向

ンスの国立料理学校の先生から文句が来た。

漁業の生産現場に CAS を導入す

燥や酸化を呼んでしまうんですよ」

氏は将来的に農業、畜産、酪農、

「
『オゥワダ、お前の凍結機は料理用の食材

凍技術ではない。開発者の大和田

65

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
大和田義子、栗田學、齊藤尚武、
藤井和博

製品・技術開発部門

ネルギーによって、対象となる素

組織細胞を生かし長期保存を実現した
革新的なＣＡＳ凍結技術の開発
ルス磁場と低周波、数種の微弱エ

解凍しても限りなく生に近く。
単なる冷凍保存ではない
新しい鮮度保持技術を

CAS(Cells Alive System) はパ

広まっていった。

らした。ちなみに CAS 自体は冷

うと、食材が外から中へと凍っていく間に

臓器はまさに「生きたまま」。
ＣＡＳが伸ばした
医療現場のタイムリミット
開発に精を出す大和田さんに、またまた
「今度は医学の先生からでした。移植用の

思いも寄らないところから依頼が来た。
臓器や血液の保存、組織再生医療に私の凍
結技術が使えんかと言う。開発費も出して
大和田さんはパルス磁場と低周波磁場な

あげよう、どうせ貧乏だろうからと（笑）
」
どを組み合わせた試作機を、医師たちに貸
し出した。返品自由、ただし１カ所でも以
前より良くなった点を報告してほしいとい
う条件付きで。医療と食品の２つの世界で、
改良と実験が繰り返された。そこから信頼
に足る経験値が導き出され、ついに「細胞
を生きたまま」凍結あるいは冷蔵、そして
「食品用は約 年前、臓器用は５年前に実

保存できる装置が完成したのである。

だが、大和田さんの前に偏見むき出しで
「よく『あんたの技術には理論もなければ

立ちふさがったのも、
日本の学者たちだった。
学会での論文発表もない。ニセモノだ』と
言われました。実際、私は常に山カンの結
果オーライなので理屈なんてわからない。
ＣＡＳ技術は海外にも紹介された。たち

それでずいぶん山師扱いもされました
（笑）
」
まち多くの国が関心を示し、今では世界

してくれる日もそう遠くはないだろう。

んの「山カン」の正しさを、
「科学」が証明

大学の共同研究が始まっている。大和田さ

ＣＡＳ技術を理論化すべく東京大学と千葉

は大和田さんにそう言った。
だが日本でも今、

理論は後から付いてくる。ある外国の学者

だ。新しいものはいつも無から生まれる。

ー本社の誘致を提案してくる国もあるそう

カ国で研究が進められている。中にはアビ

22
▶高級料亭の料理も CAS
でお持ち帰り可能に

品質の低下は避けられなかった。

「この調子なら洋菓子の冷凍保存技術で会
用化されました。嬉しかったのは築地で生の
マグロが１㎏４０００円の時に、ＣＡＳの
マグロに１万５０００円の値が付いたこと。
そしてＣＡＳで過冷却冷蔵した臓器が移植
時間から 時間が移植可能な限界でした。そ

に成功した時。心臓の場合、従来は摘出後

10

40

で 日間保存できる。先生方への責任が果

30

▲青々としたししとう、捕れ
たてと見まがうタラバガニ。
生鮮食品は１年後に旬のもの
と食べ比べ、官能評価する

燥、 酸 化 な ど 程 度 の 差 こ そ あ れ

「磁気なんて怪しげなもの」と、
山師扱いもされた。 しかし大切なのは
理屈ではない。 結果を出すことだ

10

れがＣＡＳ冷蔵ならマイナス ℃から ℃

14

たせて、肩の荷が下りました」

10

技術だが、素材の細胞の破壊や乾

56
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●設立／ 1989 年 2 月
●資本金／ 2000 万円
●従業員数／ 40 名
(2009 年 12 月現在 )
●ワンポイント／急速凍結と CAS を
組み合わせた画期的な食品凍結・保
存技術を開発。医療分野にも応用さ
れ、移植・再生医療に貢献している
▲ CAS 凍結された豆腐。解凍しても高野豆腐には
ならず、プルプルの絹ごし豆腐に戻るという
▲ＣＡＳ機能を組み込んだ急速凍結装置。内部の状態は常時監視できるようになっている

100 年近い歴史を持つ急速凍結

製品・技術開発部門

る。そんな地球規模の水問題解消

に、高分子化学技術と透過膜生成

開発したのが「海水淡水化用逆浸

透膜エレメント」
。海水を淡水化す
るだけでなく、下水や排水を飲料
水レベルまで浄化する同エレメン

トを活用した画期的な水処理プラ

ントは、中近東、アフリカを中心

きわめて高性能な海水淡水化用
逆浸透膜エレメントの開発
て お り、15 年 後 に は 35 億 人 が

に世界各国で次々と採用されてい

る。今では、１日当たりの造水量

換算で約 1400 万㎥の水を再生、
いる。

り出すことができる。

えば海水を淡水化し、安全な飲料水もつく

機物やイオンなどを分離することで、たと

けてろ過、造水する仕組みだ。低分子の有

供給水を流し込み、浸透圧以上の圧力をか

の三層構造で構成される。これに海水など

リスルホン支持層、架橋芳香族ポリアミド

ＲＯ膜は、ポリエステル抄紙不織布、ポ

のが、開発責任者の井上さんだ。

した」と、ＲＯ膜の変遷を説明してくれた

レイクし、出荷量が一気に増加していきま

の阻止率も高いこの製品は、 年前半にブ

のでエネルギーコストをカットでき、塩分

トの製品化をスタート。膜の操作圧が低い

族ポリアミド』を採用したＲＯ膜エレメン

化していましたが、 年頃から『架橋芳香

として『酢酸セルロース』を活用して製品

当社は 年に研究に着手。当初、膜の材質

「 年代から各国がＲＯ膜の研究を始め、

る東レも、その一翼を担う代表的企業だ。

国内初のＲＯ膜（逆浸透膜）メーカーであ

レベルまで浄化する技術開発を進めており、

多くの企業が、海水、汚水、排水を飲料水

をもはらむ。そんな問題の芽を摘むべく、

左右するだけでなく、紛争を起こす可能性

れるが、深刻な水不足は人々の日常生活を

生している。 世紀は「水の世紀」といわ

どにより、今、地球上で様々な水問題が発

急激な人口増加や産業の発展、温暖化な

ＲＯ膜エレメントの基本構造を
変えずにホウ素を除去できないか？
基礎研究の見直しに着手

特別賞

井上岳治
（ 歳）

水処理技術部
メンブレン技術課長

で膜を積層し、円筒状のエレメントを組み立
てていたため、
かなりの手間と時間を要した。
手作業ゆえに、膜の接着層にムラが生まれ
「時間とコストを削減し、製品の品質を高

る問題もあった。

要でした。苦労の末、完成したエレメント

めるためには、どうしても自動組立機が必
自動組立機は、従来に比べ６倍の生産効率
を達成し、品質も格段に向上。この生産プ
ロセスも非常に高い評価を得ています」
研究開始から実用化まで、約 年を要し

「当社の先輩方が苦労してつくり上げたＲ

ガイドラインを発表……。

ホウ素の含有量が０・５㎎／Ｌ以下」との

界保健機構）
が、「安全性を認める飲料水は、

除去率も現在では約 ％を実現し、 ％も

確保。 年以前、 ～ ％程度だったホウ素

性能を発揮し、造水量は従来の約１・５倍を

た新たな高性能ＲＯ膜は、高いホウ素除去

れるようになる。そして 年、ＷＨＯ（世

に悪影響を及ぼすホウ素の除去規制が叫ば

ところが 年以降、海水に含まれ、人体

すべての現象には原因があるはず。
科学をもって深く追究することで、
どんな難問も必ず解決に到達できる

ている。今も、世界の水使用量は

リマー分子構成を調整、チューニングし、

もの架橋芳香族ポリアミドシート表面のポ

基礎研究の見直しが必要と判断。何百種類

してホウ素を除去するか。実現のためには、

Ｏ膜の基本構造を変えることなく、いかに

「自分で原因となる問題点を考え、苦労し

るようになった。

エネルギーで高品質の水を得ることができ

られていた蒸発法に比べ、約５分の１の低

クリアしている。さらに海水淡水化に用い

視野に入った。ＷＨＯが定めた数値を軽く

計測し、ホウ素の除去率と孔径分布の相関

壊分析技術を用いてシートの孔径を精密に

を始めている。井上さんが手腕を発揮する

育成事業と位置付け、経営資源の重点投入

可能だという。東レは水処理事業を戦略的

いるヒ素や難分解性有機物の除去にも対応

同社のＲＯ膜技術は、最近問題となって

策は必ず見つかると信じていました」

科学は自然法則に従ってくれるもの。解決

証の繰り返しはとても地道な作業でしたが、

献していることが最大の喜びです。仮説と検

て答えを導き出した研究結果が世の中に貢

膜透過実験を続ける日々が始まりました」

研究室での研究結果を
売れる製品に仕立てるため、
工場で再び実験を繰り返す
結果、井上さんたちのグループは、陽電

を世界で初めて実証。この知見をもとに、

場は、これまで以上に広がっていきそうだ。

子消滅寿命測定法というナノレベルの非破

サブナノメートルの精度で孔径を制御した
「ただし、最初はＡ４サイズ程度のシート

「高ホウ素除去ＲＯ膜」
の開発に成功する。
での成功です。製品化には、幅１ｍで何千ｍ
もの膜を同品質で製造する必要があります。
そのために、愛媛工場の現場スタッフと一
緒になって生産ラインを活用し、何度もテ
同時に進めたのが、生産、工務部門とチ

スト製造を行いました」
ームを組んで臨んだエレメント自動組立機
の開発だ。それまでは数十人の職人が手作業

東京都中央区（愛媛工場：愛媛県松前町）

東レ（株）

58
59

エネルギー問題、食糧問題と並び、

40

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
新井勉、大音勝文、荻原淳、片山
智正、金森浩充、関隆志、富岡洋樹、
秦野貞次郎、東雅樹

▶ 様 々 な 用 途 に 合 わ せ、 適 し た 水 を つ く り 出 す Ｒ
Ｏ 膜 エ レ メ ン ト の ラ イ ン ア ッ プ。 ブ ラ ン ド 名 は
「
（ロメンブラ）
」

▲環太平洋最大のシンガポールの海水
淡水化プラントを始め、中近東、アフ
リカなどが続々と採用。写真は、アル
ジェリアのハンマで稼働している大型
海水淡水化プラント

04

●設立／ 1926 年１月
●資本金／ 969 億円
●従業員数／ 7348 名
（2009 年３月現在）
●ワンポイント／多岐にわたる膜製
品に対応した高分子化学技術力を武
器に、水処理事業を戦略的育成事業
とし、業界ナンバーワンを目指す
▼自動組立機により製造されたＲＯ膜エレメントのカットモデルと、エレメント内の断面。渦巻き状に巻かれた膜を透過し、
濃縮水と透過水に分離される

約 6000 万人の日常生活を潤して

00

【推薦者】
水道機工㈱

95

技術を駆使して挑み続ける東レが

90

10

水不足に直面すると予測されてい

90

85
93 90

人口増加の２倍のスピードで増え

21

00

世界各国で「水問題」が深刻化し

68

inoue takeharu
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水資源の枯渇や水質の悪化など、

60

を味に置き換えることはできなか

っ た。 味 や 香 り を “ 利 き 分 け る ”

プロによる官能試験においても、

複数の評価が合致するのはまれな、
あいまいな世界なのである。池崎

氏は、アンリツの研究所に在籍し
ていた 89 年、人の舌を模倣した

味覚センサーの研究を行っていた

九州大学との共同研究に着手。02

苦味で甘味が感じにくくなるといった相互

類もの味物質が含まれているだけでなく、

きた。なにせ、１杯のお茶には約５００種

質がかかわり、
「測る」のは無理だとされて

対して味覚と嗅覚には、多種多様な化学物

いうかたちで、物理的に計測可能である。

波長の長さや手に乗っているものの重さと

覚は圧力や温度などが関与する。これらは、

五感のうち、視覚は光、聴覚は音波、触

を伝えるのは簡単な話ではない。

だろうか。だが実際のところ、客観的な味

連発するレポーターに辟易した覚えはない

グルメ番組で、やたら「おいしい！」を

年、アンリツからその事業を買い

◀センサーの 先 端 部 分 。 こ こ に 、 人 間 の 舌 を 模 し た 脂 質
膜が張り付け ら れ て い る

食品メーカーや医薬品メーカーな

どに、すでに 200 台超が導入さ
れており、
「客観的な味」にもとづ
く製品開発や品質管理において活
躍している。

ikezaki hidekazu

取り、同社を設立した。07 年に、

代表取締役社長

（ 歳）

「装置には、酸味・塩味・苦味・甘味・う

とかを識別しているのだ。

て電位差があり、
それで「甘い」とか「辛い」

これが、味を感じるメカニズム。味によっ

た商品開発などにも応用が始まった。

れている。地方による味覚の違いに合わせ

ージに印刷した削り節などの商品が発売さ

なった。すでに、そうした比較表をパッケ

カーの製品をマッピングすることが可能に

横軸にうま味の指数を取って、複数のメー

この装置の実用化で、
たとえば縦軸にコク・

ま味という、それぞれ別の基本味を認識す

る時間が長いほど「コク」を認識し、逆だ

味を感じた瞬間（先味）から後味が残ってい

何ともあいまいな感覚も測れる。
実は我々は、

さらにこの装置は、コクやキレといった、

「人工のベロをつくればいいという原理・

るとは思わなかった」そうだ。

年のこと。当初は「正直、ここまで来られ

を始めたのは、アンリツの研究所にいた

を提唱した九州大学の都甲教授と共同研究

池崎さんが、舌を模倣した味覚センサー

ものさしの出現で広がる
豊かな食の可能性。
目指すは「味の世界地図」

る味覚センサーが取り付けられています。
ポイントは、その先端に装着された舌を模
した人工の脂質膜。これに味物質が吸着す
ると、本物と同じように膜電位の変化が起
こる。その出力をコンピュータで解析し、

と「キレがいい」と評価している。膜電位

味の濃淡やバランスを計測するわけです」

神奈川県厚木市

（株）インテリジェントセンサーテクノロジー

●設立／ 2002 年１月
●資本金／ 9500 万円
●従業員数／ 33 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／味認識装置に特化。
安価で手軽なハンディタイプの市場
投入も視野に入れる。新興国を含め
た海外展開にも力を入れていく

池崎秀和
51

得られた成果だ。

きるのである。本物の舌を模したからこそ、

の時間変化を測定すれば、これも数値化で
た。できたセンサーは不安定で、問題を洗

ればいいのか、皆目見当が付きませんでし

原則はわかっていても、具体的にどう設計す

▲▶味認識装置「ＴＳ ５
。右下に突き出たセンサーの一本一本が、
「塩味」や「う
- ０００Ｚ」
ま味」などを個々に感知。それを解析して総合的な味を評価する

字で印刷された文書が残されている。 年

ない」といった、数々の辛らつな批判が赤

のかわからない」
「役員が時間や期日を守ら

の手元には、
「経営会議で何が行われている

問題は技術面に限らなかった。池崎さん

という声も聞こえてきました」

まくいかない。周りからは
『いい加減にしろ』

年かけてすべてクリアしたはずなのに、う

い出したらざっと３００項目。しかも、半

人間の舌に、とことん近づける。
その発想が「味は測れない」という
常識を覆した

特別賞

味物質が吸着すると、膜電位が変化し、そ

舌の表面を覆う脂質二分子膜という膜に

とにあります」

が感じる味“を数値化することに成功しまし
た。開発の秘訣は、徹底的に舌を真似たこ

「当社の味認識装置は、世界で初めて ”人

作用まで働くのだから。

味認識装置「TS-5000Z」を発売。

の情報（電気信号）が脳に伝達される――。

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
小林義和、陳栄剛、内藤悦伸

製品・技術開発部門

化学分析は行われているが、それ

味 が 見 え る「 味 覚 セ ン サ ー 」の 開 発 ・ 実 用 化 と
”味 の も の さ し の 世 界 標 準 づ く り
“

ば、食品や飲料に含まれる物質の

味だけでなく
「コク」や「キレ」まで数値化した
驚きの技術

不可能とされてきた。正確に言え

のある日、社長宅で行われた中間リーダー
記録したものだ。ただし、発言の傍らには

層との打ち合わせ、というより”突き上げ“を

「６時間くらい針のむしろ（笑）
。でも、社

「宝」
の文字が、
やはり赤い字で記されている。
員の言うことはいちいちもっともでした。開
発にばかり目がいって、結果的に経営が疎か
になっていた。大切なのは、
やっぱり人です。
それに気づかせてくれたあの時があったか
画期的味覚センサーを搭載した味認識装

らこそ、今がある。だから”宝“なんです」

置は、すでに欧州やアジアなど海外にも普
「この装置を、世界共通の ”味のものさ

及し始めている。
し “にしたい。そうなれば、多様な食文化の
発展に寄与できるだけでなく、民族による
味覚の違いを客観的に示す
『味の世界地図』
ができる。人類の味のルーツを探るといっ
人にとって欠かせない、食し、味わうと

た研究にも、役立つかもしれません」
いう行為。日本発のメカが、その領域に新
たなページを開こうとしている。

60
61
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【推薦者】
（財）神奈川産業振興センター

89

視覚や聴覚と異なり、味覚は測定

▲「甘辛い」
「うま味が濃い」といった味の特徴が画像で表示される

を使用。その断熱膨張（気体が膨

張する時に、温度が下がる現象）
を利用して急速冷却する。従来の
コンプレッサー式冷却では困難だ

った、マイナス１００℃以下の冷
コンパクトで持ち運びができるう

え、消費電力も抑えられるという

のは、 年。アウトドア用のポータブル温

同社がこの難題にチャレンジを開始した

というのが、専門家の定説だった。

とはわかっていても、
量産するのはほぼ無理」

としては失敗。
「理論、技術が優れているこ

を取り入れた製品を、幾多の企業がつくろう

された。だが、
この「スターリングサイクル」

トランドのスターリング博士によって発明

うなる。基本原理は、１８１６年、スコッ

メカニズムをごく簡単に説明すると、そ

部でガスが膨張し、周囲を冷却する――。

復運動を繰り返すことで、シリンダーの上

が、位相差（周期のズレ）を持ちながら往

によって間接的に動く。この２つのピストン

稼働。上は、その稼働に伴うガスの圧力変動

ている。下のピストンは、リニアモーターで

には２つのピストンが上下直列に設置され

ガスが充塡されたシリンダーがあり、その中

内部に、この装置の冷媒であるヘリウム

質を利用する。

逆に膨張させると冷えるという、気体の性

してＦＰＳＣは、圧縮すると温度が上がり、

を利用して、庫内を冷やすのだ。これに対

体になる時に周囲の熱を奪う現象（気化熱）

ている。真夏の打ち水のように、液体が気

気体→液体→気体というサイクルで循環し

使う普通の冷蔵庫の内部では、
冷媒
（ガス）
が、

ングクーラー）
」という。コンプレッサーを

名称を「ＦＰＳＣ（フリーピストンスターリ

山桐さんが語る「この冷凍機」は、正式

認知されました」

術。それが、この冷凍機の発売で、改めて

「古く、一般にはあまり知られていない技

却を可能にしただけでなく、軽量・

冷庫を製造販売していたが、冷却能力に難
があった。その商品に使われていたペルチ
ェ素子に代わる技術を探すうち、ＦＰＳＣ

用が期待されている。

そんな段階にあった 年のことだった。

特別賞

桐さんが同社に招かれたのは、装置がまだ

し “の繰り返し。実は、大手電機メーカーの
技術者として定年を迎えようとしていた山

がわず開発は困難を極め、”つくっては壊

ーラーボックスのほか、医療、半

「私もスターリング理論は聞きかじってい
ましたが、やはり商品化は難しいというのが
率直な感想でした。とはいえ、そのために
声をかけられたのですから、何もしないわけ
にはいかない。まず全面的に構造を見直し、
量産化が困難だった理由のひとつは、高

図面を書き換えるところから始めました」
度の金属加工技術と精密な組み立て技術が
必要なこと。たとえば、シリンダーとピス
トンの隙間はわずか０・０１㎜と、
「自動車
エンジンの 倍の精度」が要求される。同
社は専用の工作機械を開発することで、そ
れを実現。
「でも、すべてを自分たちでやる
のは無理。地場のステンレス加工業を始め、
社ほどに部品の開発を依頼した」そうだ。

ずっと製造技術畑を歩んできた山桐さん
年、５年の歳月をかけてできた量産機が

の加入で、それまでの基礎研究は花開く。
発売された。むろん、世界初の快挙である。

医療分野、半導体製造……
新たなメカニズムの冷凍機が
先端産業にも貢献
同製品の最大の特長は、コンプレッサー
式では難しいマイナス１００℃以下の超低

山桐恒男
（ 歳）

下。消費電力が少なく、冷媒が地球温暖化
と無縁のヘリウムガスであるという「環境
性能」も、忘れてはならないだろう。
クーラーボックスはアウトドア用に加え、血

発売以来、用途は徐々に広がっている。
ッチを入れてからその温度に到達するまで、

液やワクチンなどの運搬にも重宝されるよ

新潟県燕市

ツインバード工業（株）

私たちの暮らしをまた一歩、前に進める。

２世紀の時を経て実用化された技術が、

様々な産業分野に貢献できるはずです」

考えれば、従来方式よりはるかに勝るわけで、

ズにうってつけ。実現できる温度とコストを

空間を、短時間で極低温にする』というニー

こうした『クーラーボックス程度の限られた

るために極低温が要求されます。ＦＰＳＣは、

体や液晶などの製造工程では、真空度を高め

している機械・装置はたくさんあるし、半導

のように、精度を上げるために部分的に冷却

「たとえば、ＭＲＩ（磁気共鳴画像装置）

本格的な採用が始まっている。

ロなどを冷凍切除する冷凍メスの冷却用に、

うになった。輸出先の米国では、イボやホク

●設立／ 1962 年４月
●資本金／ 17 億 4240 万円
●従業員数／ 284 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／めっき製品製造業
として創業し、80 年代に家電製品に
参入。
「感動と快適さを提供する商品
の開発」に取り組む

開発・生産本部 本部長付部長
ＳＣ担当

Ｗ型で１・７㎏と、重量は従来式の半分以

【推薦者】
ツインバード工業㈱ SC 事業部

ものの５分である。構造がシンプルなため

温が楽々「つくれる」こと。しかも、スイ

yamagiri tsuneo

２００年前から「理論」はあるものの、
世界中の企業が量産に挑戦し、失敗。
精度を突き詰め、その壁を越えた

メリットがある。アウトドア用ク

65

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
小林敏志、齋藤希代子、佐野猛、
塩原由行、鈴木壮志、曽根和哉

製品・技術開発部門

化の原因とならないヘリウムガス

環境にやさしい次代型冷凍機
「 Ｆ Ｐ Ｓ Ｃ（ フ リ ー ピ ス ト ン ス タ ー リ ン グ ク ー ラ ー ）」 の 量 産 化

冷媒には、人体に無害で地球温暖

自社単独では無理だった。
量産化は、地場の
金属加工技術があってこそ

の量産に、世界で初めて成功した。

に行き着いたのである。しかし、予想にた

02

いながら、製品化は困難だとされ

62
63

▲「断熱膨張」で先端部分が急速に冷え、スイッチオンからものの数分
で霜が付く
▲会議室に置かれた、プレゼン用のメカ

10

▼工作機械も独自開発
▼クーラーボックスにぴったりのコンパクトさ

40

導体製造など、様々な分野での利

15

てきた「スターリングクーラー」

98

03

冷却能力に優れることがわかって

晶）」の製品化に成功した。さらに、
これらの結晶をベースに「高歩留

「SLN（定比ニオブ酸リチウム単結

比タンタル酸リチウム単結晶）
」と

まり分極反転技術」も確立。共同

開発企業である SWING は、製品

化された SLT、SLN 単結晶を用
いて、世界トップレベルの大型波
長変換素子を開発している。

研究室で生まれた成果が
世の中に出ていかない。
だから、自ら起業した
世紀は、オプトエレクトロニクス（光電

子工学）の時代だといわれる。ブルーレイ
ディスクや光通信などは光学技術と電子技
術が融合した製品で、
光学技術の進展により、
今後さらなる発展が期待されている。オキ
サイドは、その礎となる高性能な光学素子の
素材を開発するベンチャーである。代表の
古川さんは、 年までＮＩＭＳ（物質・材料
研究機構）で、高性能な光学素子の材料と
なる酸化物単結晶の研究開発に従事していた。
単結晶とは原子配列が同じ方向に整然と
並んだ結晶で、配列が不規則な結晶は多結
晶と呼ぶ。前者には様々な機能を有するも
のが多く、たとえばシリコン単結晶は「半
古川さんが研究していたのは、携帯電話

導体産業のコメ」といわれている。

結晶の組成が異なるため、結晶が成長する
につれ融液の組成が変化してしまう。この
問題を解決するには、融液の組成を常に一
定に保つ必要がある。そこで、るつぼから
結晶を引き上げる時に、引き上げた結晶の
重量を随時計測し、それと同じ組成、分量
の原料をるつぼに供給するシステムを開発。
年５月、製品化に成功した。

ＮＩＭＳで開発した製造法では歩留まり
率が ％で、製品の９割を捨てなければな
らなかったが、このシステムにより、歩留
まり率は ％にまで向上したのである。
「私は何もしていない（笑）
。現場の研究員
現在、同社では製造できる単結晶やその

のセンスと努力のたまものです」
育成法の幅を広げ、研究者を 人にまで増
「この会社を、日本における光学単結晶の

員して新素材の開発に挑戦している。
技術と、それを担う技術者の集積地にする」
のが古川さんの夢である。

（ 歳）

青・緑という光の三原色の組み合わせで再
現でき、そのうち赤と青の発光ダイオード
や半導体レーザーは実用化されたが、緑は
開発困難といわれる。しかし、ＳＬＴやＳ

用へ展開するための高品質化である。

ＬＮ（ニオブ酸リチウム単結晶）を光学応

いるＬＴ（タンタル酸リチウム単結晶）と、

のノイズ除去フィルターなどに利用されて

「それなら自分で起業してしまおうと。画

も製品化される気配がなかったという。

ライセンスされた。ところが、２年たって

された製造技術を５社の民間企業が希望し、

非常に大きな可能性を秘めた素材で、開発

波長５３２

１０６４
の緑色光に変換できるのだ。

（ナノメートル）の赤外線を

ＴやＬＮを光学的な波長変換素子に利用す

ので、それほど品質が問われませんが、Ｌ
研究者の使命と考えたのです」

に送り出し、市場創出につなげていくのが

期的な研究成果であればあるほど、世の中

年 月に同社を設立し、ＳＬＴ、ＳＬＮ

る場合、光は材料の欠陥に敏感なので非常
高品質な単結晶をつくろうとしても、従

に高い品質が求められるのです」
来の製造法では部分的に原子配列が乱れて
しまう。長年の研究努力により、古川さん
が所属していた研究グループでは、きわめ
て高品質なＳＬＴ（スーパーＬＴ）
、ＳＬＮ
（スーパーＬＮ）の単結晶を製造する結晶育
成技術の開発に成功した。

の製品化に取り組んだのである。

研究室で「世界最高レベル」でも
製品が一定品質でなければ、
誰も買ってくれない
しかし、研究室で開発した製造法は、そ
「製造した結晶に割れがあっても、研究室

のままでは実際の製造で使えなかった。
レベルでは使えるところだけを切り取って、

これらＳＬＴとＳＬＮは、レーザーテレ
『世界最高レベルの素材ができた』と発表で

山梨県北杜市

（株）オキサイド

「携帯電話などの電子デバイスでは、電気

ＬＮを使った波長変換素子を使えば、波長

で伸び縮みする圧電効果を利用するだけな

特別賞

代表取締役社長

古川保典

【推薦者】
（独）物質・材料研究機構 理事長・岸
輝雄（申請時）

ビやレーザープロジェクター、高速・大容

℃に熱して溶かす

しかし、ＳＬＴとＳＬＮの場合、融液と

回転させながら引き上げていく製造法だ。

の単結晶をタネにして融液に挿し、微速で

１７００℃に熱して溶かし、小さな角棒状

やタンタルなどの材料を入れて１３００～

げ法（ＣＺ法）である。るつぼにリチウム

が開発しているのは融液からの回転引き上

単結晶の製造法には様々あるが、同社

も割れがあれば誰も買ってくれません」

きる。しかし、ビジネスとなれば、少しで

●設立／ 2000 年 10 月
●資本金／ 3 億 7300 万円
●従業員数／ 38 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／物質・材料研究機
構の高機能光学材料に関する研究成
果を実用化するために誕生したベン
チャー企業

50

が期待されている。自然界にある色は、赤・

furukawa yasunori

量光通信などを実現する光学素子への応用

～

1
7
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▼これが SLT の単結晶。上部に付いているのが単結晶のタネとなる角棒で、融液に挿し、回転させ
ながら引き上げて単結晶を育成する。製品は薄くスライスされて光学素子の材料となる

▶るつぼの中 に 、 単 結 晶 の 原 料 と な る リ チ ウ ム や タ ン タ ル 、 ニ オ ブ な ど を 入 れ 、

1
3
0
0

16

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
●㈱オキサイド／伊藤猛、羽生真
之、松倉誠、松村禎夫、宮本晃男
●㈱ SWING ／北村健二、竹川俊
二、中村優、畑野秀樹

製品・技術開発部門

光学素子の材料となる「SLT（定

欠陥制御育成法による高機能光学単結晶
および同結晶を用いた光学素子の製品化
研究機構で研究開発された高性能

画期的な研究成果は、
世に送り出して市場を創設するのが
研究者の使命

システム」を備えた結晶製造装置

64
65

を開発。これにより、物質・材料

00

n
n m
m

御システム」
「原料粉末精密供給

98

10

出システム」
「高精密自動直径制

10

00

世界最高レベルの「高精度重量検

21
01

▲人間の裸眼では見えない赤外線（波長 1064nm）が、波長変換素子を
通すことで波長が２分の１の緑色光（波長 532nm ）に変換される

ットのガタ（隙間）から生じる緩

みを解消。凸型の下ネジに凹型の
上ネジを被せるように締め付ける

ことで緩みをなくす「ハードロッ
道車両、原子力発電所など、特に
メンテナンスが難しい場所や激し

い振動・衝撃が加わるようなもの
に使われ、その威力を 30 年以上

にわたって発揮している。世界で
も最高レベルといわれる試験機を

る。“安心を開発せよ !!” のポリシ

ーのもと、
「HLB（ハードロックベ
アリングナット）
」や「スペースロ
ラインアップを展開。

用い、常に安全性を実証していく

特別賞

代表取締役社長

若林克彦

けずにつくる方法を」

（ 歳）

「そのナットを家に持ち帰って、寝る前に

に出合う。
ーカーの工場に無料サンプルを配り歩いて、

られた（笑）
。直接、ナットを使っているメ

くてねぇ。ヘンなもの持ってくるなって怒

理想のナットを実現すべく、若林さんは

ものだと緩んでしまうことがあるのです」

「たとえば掘削機とか、強い衝撃がかかる

若林さんにはＵナットの弱点も見えていた。

スのシェアを占めるようになる。しかし、

期も重なって、Ｕナットは業界トップクラ

涙ぐましい営業努力と折からの高度成長

１時間ほど眺めていたんですよ。そうした

ったナットっていうのが理解してもらえな

「最初は、問屋さんに板バネの仕組みを使

れはひらめきから２年後のことだった。

事業化に向けて会社を設立したのだが、そ

ないナット「Ｕナット」を開発。そして、

若林さんは、バネを利用した最初の緩ま

76

試してもらったんです」

1
0
0
0

ら、ひらめいたんです。もっとコストをか

国際見本市で緩み止め機構を持ったナット

メーカーで設計を担当していた若林さんは、

物語は 年にさかのぼる。当時、バルブ

「緩まない」を求めて
２度の起業。その末に、
たどり着いた夢のナット

開発しているものは「安全」。
完璧を目指してつくり抜くには
自分でやるしかない

wakabayashi katsuhiko

新たにハードロック工業を設立する。

Ｕナットの製造権利をすべて譲渡し、 年、

大阪府東大阪市

ハードロック工業（株）

「
『ハードロックナット』のアイデアのも
とになったのは、住吉神社の鳥居。日本古
来の建築やね。あの緩みを止めるクサビか
らヒントをもらって、本当にイチから、い
やゼロから開発に取りかかったわけです。
試行錯誤の末に生み出されたのは、凸型

最初は、なかなかかたちにならなくてねぇ」
の下ナットを凹型の上ナットでロックする
方式。ふたつのナットを使う構造は、作業
の手間からすれば大きなデメリットになる。
だが、あえて若林さんはこだわった。何物
「とにかく、ハードロックナットは自分で

にも替え難い”安全“を実現するために。
やるしかないという気持ちが強かったんで
す。何かほかの製品開発も一緒にやるので
は、どれもダメにしてしまうような気がし
てね。子どもを育てるのと同じ感覚。歩け
るようになるまでには時間がかかるし、手
もかかる。ハードロックナットが独り立ち
するまでには、５、
６年かかりましたかね」

年間無事故の実績。
その高いクオリティは
安全性の世界標準へ
「やっぱり、人の役に立てれば嬉しい。儲
けることに執着してちゃダメです。ほどほ
どの利益は得たいですけどね（笑）
。自分中

そんな思いは、ハードロックナット誕生

心の考え方ではうまくいかない」
以来、ほかの製品も合わせて 年間無事故

備、瀬戸大橋や明石海峡大橋、 年完成予

航空機や船舶、新幹線を始めとする鉄道設

という実績になって表れている。産業機械、

35

トは世界 カ国を超える国と地域におよぶ。

らも正式認証を受けるなど、そのマーケッ

イギリスやオーストラリアの鉄道会社か

にハードロックナットが採用されています」

「海外でいえば、台湾高速鉄道の締結装置

の足元をいたる所で支えてくれている。

まで。同社の製品は目に見えなくとも、我々

スター、ボブスレーのそりのエッジ部分など

発電設備、異色なところではジェットコー

どの建築物。さらには原子力発電所や風力

定の新東京タワー「東京スカイツリー」な

11

まさに質実剛健。縁の下の力持ちを地で
いく製品群を開発する同社だが、第三工場
の２階には、一風変わった空間が広がって
いる。そこには、若林さんが愛してやまな
い鉄道模型のコレクションが所狭しと並ん
分の１スケールの蒸気機関車。実際に人

でいるのだ。ジオラマも見事だが、圧巻は
を乗せて、全長 ｍのレールを一周する。

なおアイデアの具現化に余念がない。

らに完璧なる安全性を提供するため、今も

ードロックナットの開発にとどまらず、さ

さに付いた愛称は「ナニワのエジソン」
。ハ

る卵焼き器を発明したり。その発想の柔軟

角度を付けることで簡単に卵焼きがつくれ

ーパー感覚で使えるホルダーや、鍋部分に

会社設立直後には、ちり紙をトイレットペ

先に付きすぎないインク瓶を開発したり、

るのだろう。学生時代には、インクがペン

てくれています（笑）
」
遊び心たっぷりの ”会議室“。あくなき安
全追求やアイデアの源は、こんな場にもあ

営業社員といってもいいぐらいの活躍をし

も好評でね。これで遊んでもらうわけです。

「工場見学にいらっしゃる取引先の方々に

80

ーからも厚い信頼が寄せられてい
▶世界最高レベルの全数検査装置。ナットの高さやネジの内
径 な ど、 １ ／
㎜ と い う 高 寸 法 精 度 で 測 定。 信 頼 は
厳格な検査体制から生まれる

20

同社。その姿勢には、海外メーカ
◀▲サイズはもちろん、メンテナンスや交換が困難な個所に使われることが多いため、重量
や錆への対策など、素材面でも様々なナットが製作されている

▶ 日 本 だ け で な く、 世 界 カ 国 以 上 の 鉄 道 会 社 か ら 使 用 認 証
を 受 け て い る。 台 湾 高 速 鉄 道 の 各 種 締 結 装 置 用 に、 お よ そ
万セッ ト の ハ ー ド ロ ッ ク ナ ッ ト が 納 入 さ れ た

35

13

ックナット」など、意欲的な製品

60

【推薦者】
㈱ベンチャーラボ

74

製品・技術開発部門

クナット」は、鉄塔や長大橋、鉄
10

●設立／ 1974 年４月
●資本金／ 1000 万円
●従業員数／ 48 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／自社専用の生産設
備、規格にもとづく独自の試験機を
使った製品テストなど、品質管理に
は徹底したこだわりを持つ

”締 め て も 必 ず 緩 む ネ ジ の 常 識 を 覆 し 、
“
世界的な評価を確立した画期的な緩み止めナット

ビ」の原理を応用して、ボルトナ

66
67

日本古来の建築に見られる「クサ
4
0
0

る。同社は、それらの課題を克服

する新技術 PTA（プラズマチュー
ブアレイ）を開発。表示部分の薄

さわずか１mm で曲面表示も可能
面フィルム型ディスプレーを製品

の１、消費電力３分の１で、製造
のための巨大設備投資も不要。さ

がら、表示部の重さはわずが７・２ 。家庭

１４５インチの超大画面サイズでありな

に比べ薄さ５分の１、重量 10 分

用電源でも使用可能な低消費電力で高画質
を誇る。それを可能にしたのが、ＰＴＡ（プ
ラズマチューブアレイ）という新技術。直
径１㎜のガラス管に、発光構造の構成要素を
封入し、赤・緑・青の光の三原色蛍光体を
３本一組で構成したのがプラズマチューブ。
これをたくさん配列し、発光電力を供給す
る薄いフィルム状の電極シートで挟み込む。
こうしてつくられた１ｍ四方のシートを設
置場所で組み合わせ、超大画面プラズマデ
ィスプレーが完成する。その薄さ１㎜。折
り曲げて表示することもできる。発光原理
は従来のプラズマディスプレーと同じでも、
次代超大型ディスプレーの開発をテーマ

そこから先はまったく新しい技術だ。
に、研究が始まったのは 年。富士通研究
所でのことだった。ここに ”プラズマディス
プレーの父“と称される技術者がいた。
「現在、当社の会長兼社長である篠田です。
年、その篠田がフェローに昇格して所内

に研究室を持てることになったのです。じ

究を続け、フルカラープラズマディスプレ
ーを完成させた篠田さんの流儀を具現化し
「研究開発部門がつくったものを製造部門

た環境だ。
がカタチにする。安定品質の検証もしなけれ
ばならない。製品化に向けて本格稼働した
時点では、長寿命化と見た目の改良がテー
マでした。使ってもらえるカタチ、販売で
きるカタチにするということですね。
そこに、
研究室でできたからといって、それがそ

２年かかりました」
のまま商品になるというわけではない。既
存技術の応用とはいえ、そこにあるのは世
界初の技術。研究開発から製造、品質管理
までを自前で有し、密なリレーションシッ
「初めから等身大表示ありきで取り組んだ

プを構築するのは必然でもあった。
研究ですからね。昨年秋に明石市立天文科学
館に納入した製品『ＳＨｉＰＬＡ』が１４５
インチ。今後は、２００から３００インチ
ＳＨｉＰＬＡ＝シプラとは、同社製品の

を目指していくことになります」
ブランド名。開発から 年。薄型ディスプ
レーはフィルム状という究極の姿を手に入
れた。通常の大型ディスプレーではできな
イマジネーションをも刺激する。ただ画面

い曲面表示や頭上への設置など、使う側の
を大きくしただけでは、考えもおよばない
ような映像の使い方も自在だ。直径１㎜の
ガラスチューブには、粟本さんらの夢、そ
して映像文化の未来が詰まっている。

らにプラズマチューブを敷き詰め

組み合わせることで、超大画面を

設置できるため、運搬方法も設置

場所も選ばない。09 年 11 月には、
兵庫県明石市立天文科学館に同社

製の「SHiPLA（シプラ）
」145 イ

ンチディスプレーが初納入された。

次代デジタルサイネージとして、
その注目度はますます高まる。

特別賞

awamoto kenji

取締役

粟本健司
（ 歳）
49

【推薦者】
篠田プラズマ㈱

加することになった。粟本さんは研究を続

すから。ただ、プロトタイプの段階で、す
でに”いける！ “という直感はありました」
研究室メンバーのうち６人が新会社に参

が核となって研究し、私がウラでお手伝い。
わずか３人で研究していました」と笑う粟
３年間、地道に続けてきた研究開発は実
用化、商品化への可能性を模索すべく本格
稼働する。様々な部署からヘッドハントよ
ろしくメンバーをスカウトした。
転機が訪れたのは 年春。富士通は、デ

ォロー、新会社設立準備に明け暮れた。

研究開発から製造、管理まで。
すべての工程を
自社内で一体化

撤退決定……。このままやめてしまうのは、
も完了。研究開発から生産まで行える一貫

社屋の開設は遅れたものの、 年には転籍

いわゆる耐震偽装事件のあおりを受けて、

あまりにももったいない。研究を続けるた

「実用化のメドがつきそうだという時期に

ィスプレー事業からの撤退を発表した。

けながら、残るメンバーの異動先などのフ

本さん。ご自身は駆動回路が専門だ。

ゃ人を集めようと。それまでは篠田と石本

いける！と直感を信じたからこそ
人を驚かせ、感動させる
視界を覆うほどの超大画面が実現した

た１ｍ × １ｍのサブモジュールを

めに退職するか、それとも研究所に残るか、
「製造工場も社内につくりました。開発に

体制を整えた。
しろ製造にしろ、それぞれお互いに譲れな

そんな選択を迫られたわけです」
い部分がある。離れていると、どうしても

フェロー研究室ごと他社に移る案もあっ
たが、彼らが出した結論は、起業。
そこにデスバレーができてしまうんです」
富士通時代、製造現場と一体になって研

「あまり深く考えないようにしていまし
た（笑）
。考えるとリスクばっかり浮かびま

兵庫県神戸市

篠田プラズマ（株）

●設立／ 2005 年 6 月
●資本金／ 1 億 4420 万円
●従業員数／ 60 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／ “技術は愛” をポ
リシーに、次代超大画面ディスプレ
ー技術「プラズマチューブアレイ」
で世界に挑むベンチャー企業

製品・技術開発部門

設備や製造電力も問題視されてい

超大画面・超薄型・低消費電力・
フィルム型ディスプレーの技術開発
費電力は増す一方。加えて、製造

映像の未来を賭けた
直径１㎜のチューブ。
事業撤退から新会社設立へ

ディスプレーだが、それにつれ消

68
69

化した。従来の薄型ディスプレー

kg

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
石本学、井上雅生、四戸耕治、芝
地正行、澁川芳雄、平川仁、牧野
哲也、山崎洋介、若月貢

07

な、世界初の 100 型以上の超大画

98

10

05

近年ますます大型・薄型化が進む

01

◀表示部分の薄さはわずか１㎜。フィルム状なの
で曲面表示も可能。直径１㎜のガラスチューブの
中に蛍光体、放電保護膜、放電ガスを形成し、１
ｍ四方の電極シートで 1000 本のガラスチュー
ブを挟み込む。このサブモジュールを組み合わせ
ることで超大画面に
▲研究室と製造工場が一体化された社内で改良テ
ストを繰り返し、より高品質なものづくりを追求

するため、従来はロッドとキャッ
プを別々に製造して組み付けるの

が常識だった。しかし、住友金属

小倉では欧州で普及している「ク
ラッキングコンロッド」という製

法に着目。これはロッドとキャッ
プが一体化した状態でコンロッド

を製造し、その後にたたき割って

２つの部品に分ける製法だが、欧
州製品は日本の自動車メーカーが

求める高い性能水準を満たしてい

く、削りやすいという相反する性
質を持つ鋼材を開発した。

たたき割って
２つの部品に分け、
もう一度接合させる製法

割れやすいのに金属疲労強度が高

特別賞

自動車のエンジン内部には、ピストンの

長谷川達也
（ 歳）

商品開発部 商品開発第一室
担当課長

変えるため、コンロッドという部品が使わ

イに割れる条件を探すことと、そのメカニズ

になった段階でした。ですから、正確にキレ

本来なら割れない鋼材がたまに割れるよう

コンロッドには、ピストンの上下運動で、

北九州市小倉北区

（株）住友金属小倉

ムを解明すること、さらに安定的に製造する

れている。自転車にたとえれば、”人間の
従来、コンロッドの製造では、クランク

方法を探すことが私に与えられた課題でした」

分とキャップ部分を別々に製造する方式が
取られていた。それが 年代から 年代に
かけ、欧州メーカーが「クラッキングコン
ロッド」という製法を実用化。これは、ロ

１分間に数千回という単位で押しと引きの
後は非常に低い力でも折れるようになって

ッドを製造し、
たたき割って（クラッキング）
鋼材に関して知識のある人間にとっては、

しまう。だから、求められる性能とは、簡

力が加わる。そのため金属疲労が起き、最

衝撃を覚えるような製法だが、製造プロセ

単に割れるが、しかし金属疲労には強く、
めに削りやすい素材でなければならない。

スが大幅に減るうえ、割った部分を再び接
高い強度を得られるのだ。

まるで禅問答のような矛盾する要求をいか

しかも締結ボルトを通す穴などを開けるた

「しかし、一般的な鋼材には粘り強さがあ

を混ぜるとある条件では割れやすくなるこ

にして実現するかだ。

量の炭素を混ぜて硬くしただけ。確かに硬け

とを研究で明らかにしました。一方、鋼材

るので、簡単に割れるものではありません。

れば硬いほど割れやすいのですが、その一

にバナジウムを多量に混ぜると疲労強度が

「住友金属の共同研究者が、鋼材にチタン

方で非常に削りにくく、
金属疲労強度も低い。

穴の部分に、円柱を半分に割った形状の部

次のようになる。クランクシャフトを通す

コンロッドをたたき割る実験のやり方は

証する。地道な繰り返しである。

断試験を試みて破断面や疲労強度などを検

両者の配合を変えながら、その都度、破

素材なので最小限に抑えたいわけです」

って削るのが難しくなるし、非常に高価な

チタンやバナジウムを入れすぎると硬くな

上がることもわかっていました。しかし、

には可能性があるのではないか。そう判断

とはいえ、クラッキングコンロッド自体

製品ではありませんでした」

日本の自動車メーカーの要求に応えられる

欧州メーカーが開発した製品は、鋼材に多

合するので、
接合面の凹凸がピタリと一致し、

ロッドとキャップに分割する製法だ。

ッドとキャップが一体化した状態でコンロ

日本の自動車メーカーが
要求する
高い性能を実現

を挟んでボルトで連結するため、ロッド部

足 “に相当する部品だ。

「私が担当した頃には、数年来の研究で、

ら開発の指揮を執ることになった。

付けられた。そして、長谷川さんは 年か

は主力商品で、次代を担う本命製品と位置

同社にとってコンロッドとクランク用鋼材

した同社は、 年代後半に素材の開発に着手。

【推薦者】
（社）日本鉄鋼連盟

00

属とホンダとの共同開発により、

上下運動をクランクシャフトの回転運動に

なかった。そこで、同社は住友金

40

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
●㈱住友金属小倉／古賀道和、佐
藤武史、松本斉
●住友金属工業㈱／佐野直幸、渡
里宏二
●㈱本田技術研究所／浅井鉄也、
飯田善次、木暮亮介、高田健太郎

材を入れ、真ん中に楔（くさび）形の部材

「従来製品を ％軽量化し、 ％の疲労強

試験を行って技術を完成に導いた。

量産に適用させるため、さらに多くの破断

に、共同開発のメンバーであるホンダでは、

に最適解を見つけ出した。その成果をもと

数百回におよぶ破断試験の果てに、つい

するかがポイントでした」

るような感じになるので、それをどう克服

２回目の割れでは鋼材が粘って引きちぎれ

に割れたほうは破断面がキレイなんですが、

片側が割れた後に、もう片側が割れる。最初

「２カ所が同時に割れるのではなく、実は

強制的に穴を広げて割る。

▼棒状の「条鋼」が同社の主力商品で、プレス加工などにより自動車の部
品が製造される

hasegawa tatsuya

を差して真上からおもりを自由落下させて

年に発表されたホンダのレジェンドを皮

の小型化にも貢献したのである。

同時に薄肉化により、エンジンそのもの

のです」

改善、すなわちＣＯ ２の排出削減につながる

特にパワーを伝える部品の軽量化は燃費の

度アップを達成しました。エンジンの内部、

30

90

製品・技術開発部門

部品で、クランクシャフトと連結

高強度で鉛フリー、
クラッキングコンロッド用非調質鋼の開発
下運動を回転運動に変えるための

簡単に割れて削りやすく、疲労強度が強い。
禅問答のように相反するこの要求に
実験の繰り返しで応えた

は、エンジン内部でピストンの上

切りに、クラッキングコンロッドはすでに
ホンダ車２５０万台以上に搭載。昨年大ヒ
ットしたハイブリッド車のインサイトにも
採用され、燃費向上に貢献しているのだ。

70
71

13

90

●設立／ 2000 年４月
●資本金／ 270 億円
●従業員数／ 1226 名
（2009 年３月現在）
●ワンポイント／高炉からの一貫製
造プロセスで高機能を有する特殊鋼
を製造する専業メーカー。
「安心品
質の小倉」のブランド獲得を目指す

04

80

自動車エンジン用のコンロッドと
▼円柱を半分に割ったような部材をコンロッドの穴に置き、楔 ▼同社は北九州の高炉メーカー。鉄鉱石から高品質な鋼材を製造し、
自動車メーカーを中心に販売している
形の部材を差し、上からおもりを落としてコンロッドを割る
◀▼１本の部品を２つに割り、クランクシャフトを挟ん
で再び接合させ、ボルトで締結する。製造プロセスが減
り、強度も大幅に上がった

M e s s a g e

審 査 員 か ら の R e a l

個々の技術はすでに一級品。
そこに、苦手だった感性価値の付加と
巨大システム統括への進歩が加わった

ジャーナリスト・キャスター

三神万里子

Profile

mikami mariko ／慶應義塾大
学卒業後、フリーのジャーナリ
ストとして国内外で活躍。ロー
カルとグローバルの新規産業分
野での取材活動および独自の視
点には定評がある。経済各紙・
誌への執筆のほか、
『メガバン
ク決算』（角川書店）
、
『パラサ
イト・ミドルの衝撃』（NTT 出
版）など著書多数。信州大学経
営大学院客員准教授、NHK・
民放局のキャスター、解説者も
務める。

第３回「ものづくり日本大賞」の応募
時期は、大変な不況期と重なったこと、

製品、生産・加工技術はすでに出色の

域にあります。ものづくりに携わる研

究者・技術者の不断の努力が、
「日本

のテクノロジーは安心・安全である」

という国家イメージづくりに貢献して
きたわけです。

では、この根幹を守りつつ、日本の
”
企業“は次に何を目指
monodzukuri
すべきなのか。方向性は３つ考えられ

ます。①機能を超えて世の中に発信力

を持つプラスαの”感性“を追求するこ
と②圧倒的な技術力で生命の安全を約

束すること③個々の製品単位の品質管

理を超えた、巨大プロジェクトのシス

テム統括力を強化していくことです。

今回は、これらの方向性および領域

に着手した受賞企業もありました。独

自のカッティング技術で新たな高級品

市場を創出した企業。人類未到の手術

領域を開拓した医療機器を開発した受

賞企業２社の連携。そして、砂漠地帯

での巨大プラント建設は、すでに世界

のエネルギー地図を塗り替えるインパ

日本はカリフォルニア州より小さな

クトをもたらしています。

のかどうか。日本代表としてお墨付き

てタイムリーに確立されていく提案な

人々の生活をリアルに支える産業とし

マニュファクチャリングの段階を経て、

も多かったですが、エンジニアリング、

サイエンスとして非常に優れた案件

創設する地方都市が出てきたことはと

本 賞 に 触 発 さ れ て、 昨 今、 地 元 の
”
企業“の表彰制度を産
monodzukuri
官学・金融機関・メディアが連携して

自身がもっと認識すべきなのです。

しば驚かされます。この事実を私たち

業の幹部が足を運んでいることにしば

が、山奥にある中小企業に、世界的企

で地方企業に出向くことも多いのです

国土面積に、アメリカの全産業の半分

そして 年以降、環境ビジネスが急伸

ードですから、今回の審査会では、そ

ても喜ばしいことです。そして、多く

以上が集積している、ある意味異常と

の点もかなりシビアに議論されました。

の方々の努力により、そんな企業を発

していく兆しもあり、効率化、省エネ、

生産・加工プロセスの改善など、今

掘し、世界に発信していく本賞の存在

も い え る 産 業 集 積 国 で す。 私 は 取 材

ある機能をより高め、洗練させていく

意義は非常に重いと思っています。

ＣＯ ２削減など、問題解決に資する技術

研究開発は、まさに日本のお家芸です。

を付与し、国内外に発信していくアワ

そして、そこから生まれた一つ一つの

案件が多かったように思います。

10

72

伝統技術の応用部門
日本国内において伝統的な技術の工夫や応用によって、
革新的・先進的な製品・部品や生産技術の開発・実用化を実現させた
個人またはグループを表彰するものです。
内閣総理大臣賞：１名
経済産業大臣賞：１名／３グループ

73

とはまったく異なる輝き、質感をか

もし出す。先代社長である小松氏の

父親が 10 年かけて商品化。今は小
松氏がデザインなどを手がける。発

売当初、
「真珠は丸いもの」という
固定観念の強い日本市場では、なか

なか広まらなかった。まず高く評価

したのは、アメリカやヨーロッパな

どの海外ジュエリーメーカー。海外

の展示会への出展などを機に交流も
増え、イタリアのデザイナーズブラ
ど、世界中に顧客を持つ。華真珠と

いう材料を宝飾加工メーカーに製造
販売するだけでなく、今後は自らも

ネックレスといった最終製品の加工
を手がけ、ブランドに育てることを
目標に掲げている。

代表取締役

小松一仁

内閣総理大臣賞

komatsu kazuhito

（

歳）

【推薦者】
山梨県宝石研磨工業協同組合

品の初お目見えは、 年に開かれた国際宝

の父、一男さん。 年の歳月をかけた新商
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飾展だった。小さなブースに「五重の人だ
かりができた」ほど、真珠をカットした世
たのは賞賛の声ばかりではなかった。

界初の商品は注目を浴びる。だが、あふれ

覧いただきたい。これが真珠に見えるだろ

「当初は、同業者の間でも『真珠に傷を

光沢。にもかかわらず、真珠の中にもうひ

付けるとは何ごとだ』という反応がほとん
”真珠はツルリと丸いもの という常識、
ど。
“
私に言わせれば先入観にとらわれた日本市

とつ真珠があるかのような、摩訶不思議な
透明感を併せ持つ。面白いことに、薄暗い

場では、鳴かず飛ばずでした」

ットを反射して、
「真珠の中でダイヤを光ら

し出した時には、真っ暗な会場のピンスポ

れ、話題となる。外国人に「真珠は無傷で

れた華真珠は、ほどなくアメリカで発売さ

したことがきっかけ。
「すごい！」と評価さ

リカ人の業者が、たまたま同社商品を目に

あるべき」という先入観はなく、純粋にそ

「できたものを見て、初めてその素晴らし
さに驚きました。計算してつくったわけじ

が逆輸入されると、本国での見方も一変。

の美しさが受け入れられたのである。評判

この類なき宝石は、真珠をカットするこ

「もはや”奇抜な宝石“と見なすような人は
いなくなった」という。

りするのではなく、ミラーボールのように
面を削り出す。大きな真珠の場合は１６０
あまりの面を付けて、一面ずつ磨いて仕上
げていくのだ。ひと言で「削る」というが、
真珠が輝くのは表面からのコンマ数㎜まで。

のとおり、ダイヤモンドのカットを専門に
してきました。ダイヤって ”目方“が大事な
ので、できるだけ薄く削る技術が要求され

「水晶で有名な甲府ですが、当社はその名

値はない。そのすべては手作業だ。

聞かされる。

生の時、父親から、いつも普通に使ってい
る機械に ”ある簡単な工夫“をすることで、
誰もつくれない製品ができるようになると

家業の手伝いをしていた小松少年は、高校

少の頃の遊び場だった。中学時代から時々

今も小松家の自宅３階にある工場は、幼

るんですよ。そこで培ったノウハウが、こ

ですが、いつも自分が動かしていた機械で

「工夫の内容は具体的にお話しできないの
開発したのは、先代社長である小松さん

の商品には生かされています」

その下の核を露出させてしまえば、商品価

初めて父に尊敬の念を
抱いた日、後継者となる
気持ちが芽生える

とで誕生した。カットといっても溝を付けた

ゃないんです」

せているのか？」と話題になった。

見えるのだとか。ファッションショーに貸

転機は 年に訪れた。来日していたアメ

空間に置くと、さらに輝きを増したように

うか？ 「鋭い」と表現するのがぴったりの

あれこれ説明する前に、まずは写真をご

真珠の表面をカット。
それが、想定外の
不思議な光に

「丸くあるべき」真珠を削る。
その非常識が、
常識を超えた輝きを生んだ

ンド「スカヴィア」に採用されるな

山梨県甲府市

（有）小松ダイヤモンド工業所

◀ ダ イ ヤ モ ン ド と 同 じ よ う に、 治 具 に 取 り 付 け た 真 珠
を回転盤に押し付けて加工する

すからね、すごい衝撃だったんですよ。
『こ
の人は天才だ』って、初めて父のことを尊
敬した（笑）
。それまで手伝いはしても、後
を継ごうなどと考えもしなかったのですが、
その時、
『やってみようかな』という気持ち
一方、
父は息子の継承意思を喜びつつも、

が芽生えたのです」
折からのバブル崩壊もあって、事業環境は目
に見えて悪化。先々、子どもに辛酸をなめさ
せるのは忍びないと、下請けからの脱却を
目指して新商品の開発に乗り出した。その
ひとつが、
華真珠だったのだ。厳しい環境下、
家業を継ぐという息子の決断、その行く末
を気遣う父の愛情。独特の輝きは、そんな
「父は、
『いいモノをつくれば、客は来る』

思いが結晶したものでもあった。
と豪語するような、いわゆる職人気質の人。
それが間違っているとは思わないのですが、
十分だとも言えない。今は、黙っていても
世界的な展示会に積極的に出品する一

売れた時代とは違うのですから」
方、 年には、アメリカ宝石カットコンテ
スト「Ｇｅｍｍｙｓ」に、華真珠がより輝
く「ダブルリフラクションカット」で挑戦。
権威ある第三者機関の評価が力になる」と

「世界に向かってアピールしていくためには、
いう考えのもとだ。結果、カット部門で第
「今後は、真珠という材料を供給するだけ

１位獲得という快挙を成し遂げる。
でなく、それを使ったネックレスなどの製
小松さんの夢には、まだまだ続きがある。

品加工に取り組み、独自ブランドにしたい」

74
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10

94

●設立／ 1971 年４月
●資本金／ 300 万円
●従業員数／５名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／ダイヤモンド加工
に特化して創業。その技術を応用し
て、ダイヤ以外の宝石加工も行う。
数多くの特許技術を保有

08

96

伝統技術の応用部門

した「華真珠」
。それは、元の真珠

宝 飾 ダ イ ヤ モ ン ド 研 磨 を 応 用 し て 開 発 し た「 華 真 珠 」を
継承・進化させ、世界に新市場を開拓
世界で初めて、本真珠にカットを施

係、迎賓館や最高裁判所などの国家
機関、各国大使館、海外ではバチカ

ン宮殿や在米日本大使館等々──そ

の国を代表する場に数多く納入され
ているのが同社の絨毯だ。その伝統
と品質は全工程を社内で管理する

ことで守られている。紡績から染色

( 在庫は 1 万 3000 色以上 )、熟練
職人の手による製織、マーセライズ

と呼ばれる同社独自の化学つや出し
加工。さらには最大 300 畳にもお
よぶ大型絨毯の敷き込みから、納入

後のメンテナンス（回収し工場でク

リーニング）まで、一貫して自社で

行う。他分野とのコラボやアート色

の強い作品への挑戦、伝統技術への

理解とマーケティングを兼ねた工場
見学ツアーの実施など、新しい試み

繁
（

デザイン室 室長

半田

経済産業大臣賞

▲◀デザインの原画は
に取り込ま
れ、色ごとに分割された「設計図」にかた
ちを変える
M
a
c

歳）
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【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
荒井優子、工藤正信、斎藤洋子、
桜井友子、鈴木香代子、高瀬美由紀、
高橋千恵子、丹野美都子、渡辺ゆう子
【推薦者】
渡辺博明

源とする世界の２大ブランドに伍していこ

ーペット」という社名には、この東洋を起

毯と中国緞通（だんつう）
。
「オリエンタルカ

手織り絨毯の最高峰といえばペルシャ絨

地域の暮らしを守るため。
中国から技術を導入し、
山形で育てた手織り絨毯

換えて書き込んである）が下げられており、
職人は縦糸越しにそれを見ながら、毛糸を
織り込んでいく。熟練の職人でも１日７〜
８㎝織り進むのがやっと。対して手刺し技
法は、手織りにはないキャンバスの裏地に
直接デザイン画を描き、職人がフックガン
という工具を使って毛糸を打ち込んでいく。
生産にかかる時間もコストも４分の１から
５分の１で済む、この手刺し技法が加わっ
たことで、同社の顧客層はさらに広がった。

「技」の蓄積が可能にした
新しいデザイン、
見たことのない色彩
残念なことに、手づくりの高級絨毯の需
要は確実に減りつつある。しかし、同社では
現代における伝統の意義を様々なかたちで
模索してきた。そのひとつが山形出身の著
名なインダストリアル・デザイナー、奥山
清行氏が主宰する「山形工房」とのコラボ
レーションだ。ちなみに奥山氏は、あのフ
ェラーリのマシン「エンツィオ・フェラーリ」
をデザインした人物である。その奥山氏の
デザインを、山形の素材や伝統技術を使っ
「奥山さんの最初のデザインは紅葉の柄で

て商品化するプロジェクトが「山形工房」
。
した。そのデザイン画の色は、鮮やかすぎ
る赤やピンク。
『こんな色を使うのか……』
と衝撃的でしたね。同時に悩みました。淡

山形県山辺（やまのべ）町

オリエンタルカーペット（株）

「当社の創業は１９３５年、昭和 年です。

この社名になったのは戦後の話。

うという、
気概が込められている。もっとも、

伝統と熟練の「技」は、
世紀の美意識をも表現する
力を持っていた
21

いベージュの羊毛は、鮮やかな色を出すの

手刺しでも 年は持つ。伝統工芸とは本質

もかかわらず、絨毯は手織りで１００年、

足で踏みつけられるという過酷な用途に

来に驚き、毛糸を回してくれたといいます」

されたＧＨＱ（連合国総司令部）が見事な出

の根の繊維で絨毯を織ったそうです。納品

せんでした。戦後は毛糸が手に入らず、葛

「戦時中は贅沢品として絨毯は製造できま

乗り越えてきた同社もまたしかりだ。

ーとして生まれ、今日まで度重なる危機を

続けてきたことの結果でもある。ベンチャ

だが、伝統とはそれを絶やさぬよう、攻め

る。とかく守りのイメージが強い
「伝統工芸」

ど、同社は独自の新たな技法も開発してい

に削り立体的に仕上げるカービング技法な

画」
、毛糸を長めに刺し、後から彫刻のよう

また、古今東西の名画や書を再現した「織

に応えるのが一番大変でした（笑）
」

というメールが来たりして、そのこだわり

製作直前になって『ちょっと変えましょう』

ない考え方もあっていいと感じました。
ただ、

統模様とか、
『完成されたもの』にとらわれ

チーフの選択や、大胆な色使いですね。伝

「奥山さんとの仕事で新鮮だったのは、モ

上げられたのである。

れらはすべて見事な手刺しのラグに仕立て

取ったデザインが氏から提示されたが、そ

稲穂、桜、波など自然の風景の一部を切り

に、奥山氏も納得したという。その後も海、

出された色鮮やかな
「ＭＯＭＩＪＩ」（商品名）

を打ち込んでいく。４畳半大のラグに織り

寸のキャンバスに写し取られ、職人が毛糸

半田さんがＭａｃで配色分割した原図が原

どおりの色を出すことができました」

処理を変えたりして、奥山さんのイメージ

の時も染料を発色の優れたものに変えたり、

開発も工場内の研究室で行っています。こ

います。また染料や染色法の研究、試作品の

「当社の製品の毛糸はすべて社内で染めて

だが、ここで同社の本領が発揮される。

原寸大のデザイン図（使う色が数字に置き

きな木枠に縦糸を張る。織架の後ろには、

手織り技法では、まず織架と呼ばれる大

図るため採用したのが『手刺し絨毯』です」

きない。そこで品質を守りつつ、省力化を

「もう伝統的な手織り絨毯だけでは対応で

国内需要が爆発的に増えた。

設、企業など大きな建物が建つようになり、

った。そして高度成長期。官公庁や公共施

「技」は世界的に高く評価されるところとな

ン宮殿法王謁見の間に納入されるほど、その

ていく。戦後は輸出も盛んに行われ、バチカ

やがてそれは「山形緞通」として根付い

こしたのが絨毯製造事業です」

の緞通技術者を招き、地域振興策として起

にあえいでいました。そこで中国から７人

当時の東北地方は、凶作と不況による貧困

10

handa shigeru

がとても難しいんです」

▲戦後間もなく建てられたという本社工場。山形県の
景観賞を受賞している

にも積極的である。

的にタフでなければ生きていけないのである。

76
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●設立／ 1946 年 6 月
●資本金／ 4000 万円
●従業員数／ 35 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／中国緞通の流れを
くむ高級手織り・手刺し絨毯メーカ
ー。手織り伝統技法による大型の絨
毯を製作できるのは、同社を含め国
内では 2 社のみである

50

▲デザイナー・奥山清行氏とコラボレーションした「山形工房」ブランドのラグ
▼手刺し絨毯の製作風景。女性職人がフッ
クガンで毛糸を打ち込んでいく。この絨毯
の柄は山形特産の紅花だ

伝統技術の応用部門

皇居新宮殿や吹上御所など皇室関

紡績、染色、製織、仕上げまで一貫製造の伝統技術に、
卓越したデザインを融合した手刺し絨毯

▼使用する毛糸はすべて同社の染色工場で染められている。
工場内では試作品づくりから染料や染色方法の研究・実験、糸の強度試験に至るまで一貫して行っている

は、象嵌師が一つ一つ手作業で仕上
げる。同社は、レーザーによる彫刻

加工技術と薄膜形成技術を組み合わ
せて、その量産を可能にした。本物

と遜色のない外見で、コストは象嵌
細工の 1 ～２割。樹脂などの表面

に金属文字（ロゴマーク）を埋め込

んだり、基材を透明にして独特の照

明パネルにするといった、新たな用

メーカーから提案が舞い込む。ヨーロッパ

か」と悩む長島さんのもとに、ある自動車

「何か付加価値を付ける手立てはないもの

れるのは火を見るより明らかでした」

が一斉に参入してきて、価格競争を強いら

が迫っていた。そうなれば、中国企業など

ムがウチのコア技術。ところが、特許切れ

グラビア印刷ができる３次曲面転写システ

「水圧を利用して、どんな曲面にも美しい

年のことだった。

術を開発しようと取り組みを開始したのは、

力とする同社が、この象嵌細工模様の印刷技

自動車内装の樹脂製木目パネル印刷を主

製品は高価。

だが、当然のことながら大量生産はできず、

級家具向けなどに名人が腕を振るっている。

芸である。ヨーロッパのほか、日本でも高

に、別の模様や色の材料をはめ込む伝統工

木の表面を削ったり、くり抜いたりした部分

どれくらいいるだろう。ある素材、たとえば

象嵌。これを「ぞうがん」と読める人は、

途を開拓した。自動車内装用パネル

の高級車には時々使われる象嵌を、印刷で

で特許出願されている。

（

歳）

完成した製品を「擬似象嵌」と命名するが、
実は象嵌は、周囲の素材と、はめ込む部材

かりの出来映えになっているではないか。

かく完成させてみると、本物と見まがうば

故 “は起こった。技術者が誤って「基材まで、
思いっきり切り込みを入れてしまった」
のだ。

長島さんは不満だった。
の間にわずかな隙間がある。その部分から

次にマスクを取り除いて、その部分に別の

「上からシールを張り付けたように、どう
下の基材がのぞき、えも言われぬ立体感を

顧客から預かった試作品は、
それひとつだけ。

にも安っぽい感じ。これじゃあ売れるもの

色や模様を印刷するというやり方だ。でき

にはならないな、というのが本音でした」
かもし出すのである。基材まで切り込みが
入ったことで、結果的にその質感に限りな
く近づいた。ちなみに、擬似象嵌にも隙間
の差が出たのは、肉眼が「表面処理」と実

取り返しのつかない失敗。
それが、世界の大企業から
注目される技術に結実
ものづくりの転機は、どんなかたちで訪
際の彫刻とを、
しっかり見分けたからだった。

が印刷されてはいた。両者の見映えに格段

れるかわからない。マスキングに使われるの
今度は「レーザーゾーガン」と名付けて商

ひょんなことから壁を打ち破った技術を、

刷を終え、象嵌部分に被せられたそれを切
標登録した。象嵌細工の１、
２割程度のコス

は０・０１〜０・０２㎜のフィルム。最初の印
り取るのにはレーザーを使う。基材に傷を

埼玉県春日部市

ナガシマ工芸（株）

磨いて“仕上げる。
◀高級家具同様に”
だから象嵌も生きる

なかった。

ば、世界オンリーワンの技術も輝くことは

愚直なまでにていねいな手仕事がなけれ

”本物 になるのですよ」
すから、
“

ない仕上げをしています。これに象嵌を施

はプラスチックですが、高級家具と変わら

わざわざ表面をザラザラにするわけ。素材

す。より厚くコーティングできるように、

もう１回塗れば、さらに深い光沢になりま

「１回コートすればツヤが出ます。でも、

ているのだ。なぜそんなことを？

コーティングした表面を「傷付け」
、曇らせ

工程である。
「磨く」のではない。せっかく

塗装された製品にサンドペーパーをかける

いる一角がある。サンディング、すなわち

と、そこだけ７、
８人が固まって作業をして

ところで、同社の工場に足を踏み入れる

限りなくあるはず」だと、長島さんは話す。

ったデザイン性を求める分野は世界中に数

「自動車内装関連以外にも、今までになか

高い関心を抱いたからにほかならない。

人も海を越えてやって来た。その技術に、

は名を明かせない」大企業の担当者が、何

在だ。住宅街にたたずむ本社工場には「今

出願した同社は、すでに世界に知られる存

国内のほか米国、中国など５カ国に特許

最適だ。

品のロゴを入れて、高級感を演出するのに

金属などを象嵌する技術も開発。企業や商

にも応用できる。さらには、
木目のパネルに、

取る線を透かしに見立てた照明パネルなど

でなく、基材を透明にすれば、象嵌模様を縁

トで本物そっくりの製品が量産できるだけ

●設立／ 1972 年２月
●資本金／ 1000 万円
●従業員数／ 40 名
(2009 年 12 月現在 )
●ワンポイント／３次曲面転写シス
テムによる自動車内装品を生産。05
年にレーザー彫刻機を導入、これと
組み合わせた象嵌技術を開発

経済産業大臣賞

代表取締役

【推薦者】
（財）埼玉県中小企業振興公社

高級家具の仕上げと同じ仕事をする。
ものづくりに手を抜かないから
”
本物 になる
“

のほか、様々な分野への応用が見込

長島洋一
62

付けぬよう、慎重に……。しかしある時 ”事

nagashima youichi

ところが、である。傷付いたまま、とに

ほどなく、それはできた。基材の、象嵌

のほか、米国、中国、ドイツ、韓国

上がったものは、
なるほど
「象嵌らしかった」
。

まれている。なお、同技術は、日本

を施す部分をマスキングして、全体を印刷。

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
近藤裕二、長島州治、渡辺忍

伝統技術の応用部門

芸文化のひとつ。古典的な象嵌細工

レーザー技術を応用した、
超精密「象嵌」創成技術の開発
細工 ｣ は、ヨーロッパや日本の工

中国と競り合いになったら
先はない。その危機感を
モチベーションに、象嵌に進出

んでデザインする ｢ 象嵌
（ぞうがん）

78
79

ひとつの素材に、別の素材をはめ込

04
再現できないかというのである。

▼樹脂の基材に金属を、貝殻に象嵌を施した
時計の文字盤……多種多様な加工ができる

イスして得られる「ツキ板」に、
高分子化合物の樹脂を含浸させる

ことにより、柔軟で折り曲げに強

い天然木自在シート「テナージュ」
を開発した。寸法変化がなく、縫

製も可能だ。従来型では、強度を
保つ目的で表面をプラスチックや

フ ィ ル ム で 覆 っ て い る た め、 天
然木の風合いが失われるのが難点

だったが、この「テナージュ」は
木目の美しさ・温もりをそのまま

残せる。インテリア、携帯電話、
パソコン、車の内装などの工業製

品に幅広く活用されている。さら

糸として使用するという画期的な

方法により、木目を再現した京織

物「木織テナージュ」も開発。テ
ナージュよりもさらに応用性が高

く、高級生地として製品化も実現。
従来の革製品や布製品と同様、様々
な分野での利用が期待される。

経済産業大臣賞

代表取締役

樋口伸一
（

歳）

出合いをする。木製のアタッシェケースだ。

ていたが、出張先のジュネーブで衝撃的な
バッグになるのでは。だが、
誰に聞いても
「木

張り付けて強固にして縫えば、思いどおりの

の前で縫ってくれたんです。業務用ミシン

一目で木の温もりと美しさにひかれた。

の針が通って、縫えた！と思ったら、ツキ

「そんなに言うならと、ある縫製職人が目

っくりしました。木をくり抜いただけのバ

は縫えない」と断られ続けた。

ッグですから当然なんですけど（笑）
」
板がパリッと割れた。
『だからムリだと言っ

大阪市天王寺区

ゼロワンプロダクツ（株）

▲「テナージュ」を幅２mm にスリットし、経糸として織り込むことで、木目
の再現と自動織機織りを可能にした「木織テナージュ」
。樹種や横糸の材質・
織り方などにより、風合いがまったく異なるのも魅力

軽くて自分でも欲しくなるようなバッグ
ただろう』と鼻で笑われましたよ」
縫製がムリならば、逆の発想でバッグの
表面にツキ板を接着剤で貼ってみた。が、
まさに「取って付けたような感じ」で、納
得できる仕上がりではなかった。
「縫える木なんて、探せばあるだろうと思
ったけれど、どこにもない。誰に聞いても
そんなものは世の中にないと。技術立国ニ
ッポンなのに、縫える木がつくれないのか
と思いましてね。わからないことはわかる
人に聞け、というのが私の信条で、結局大
学の教授に相談したんです。
『人が考えない
ようなことを考えるのは素晴らしい』と励

布のようにならないか。樋口さんは、ま
たもや様々な専門家に聞いて回った。協力
してくれた人たちのためにも、立ち止まる
わけにはいかなかったからだ。

地域も業種も超えて、
６人のプロがひとつのチームに。
”
人つながり“で危機を打開
樋口さんが苦慮しているちょうどその頃、
京都でも木と格闘する職人たちがいた。
「木
を糸にして織物ができないか」と商社に依
頼され、職人仲間（山松織物の山松氏、マ
ルサクの山本氏）と挑戦を続けていたのが、
織物会社・立野矢の立野さんだ。木をスリ

10

をつくりたいと、帰国後、木工会社や縫製工
場を訪ね歩いた。ツキ板の裏にコート紙を

●設立／ 1998 年２月
●資本金／ 1000 万円
●従業員数／５名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／天然木シートと天
然木織物の製造販売、およびそれら
を活用したオリジナルデザインのブ
ランドビジネスを展開

輪を描き、しっかりと織り込まれている。

まるで美しい織り目が見せる木目のように、

り、つながった６人の心意気と技。それは

織テナージュ」だ。樋口さんの熱意から始ま

わし開発に臨んだ。そして、
生まれたのが
「木

フェッショナルな技に触れながら、議論を交

は互いの職場を行き来し、それぞれのプロ

は、このような背景があったのである。６人

素材チームと織物チームが出合ったのに

と答えたんです」

木に刺繍ができるのなら、ラクにできるよ

きるんじゃないか』と言われまして。その

阪の人がいるらしい。立野さんたちならで

を糸にして織れないかと聞き回っている大

「ちょうどその頃、知人から、
『縫える木

がりを得た。

試行錯誤を重ね、そしてやっと納得の仕上

立野さんは新たな織り機を購入・改造し、

金が続く限りやってやろうと」

備投資したくなかったから断ったけれど、

職人の意地に火が付いてしまって（笑）
。設

「ここまでできているのに、と言われて、

相手もあきらめない。

度までも商社に「できない」と断った。だが、

しても思うようにはいかず、一度ならず二

至難の業は、３人の熟練職人の技をもって

織り、元の木目をそのまま再現する。この

ットして糸状にし、同時にそれを巻き上げ、

る素材に進化させなくてはダメだ」

できたけれど、もっと柔軟にデザインでき

うように売り上げが伸びない。縫える木は

ッグが売れるぞ！と思いました。でも、思

「日本とアメリカで特許も取って、さぁバ

バッグも実現。しかし……。

製造ラインも整えた。そして念願の自社製

洋突板工芸と生産ライセンス契約を結び、

特許流通アドバイザーの紹介で、九州の東

自在シート「テナージュ」の開発に成功する。

礎研究から開始。そして２年半後、天然木

だ。まずは、龍谷大学のレンタルラボで基

そんな中、手を差し伸べたのが大柳教授

て、
ウケないテーマなんだと落ち込みました」

「最初は誰ひとり興味を示してくれなく

名が居並ぶ教授会でプレゼンに臨んだ。

そして、龍谷大学に協力を求め、二十数

あちこち聞き歩きました」

教授がどこかにいるかもしれないと言われ、

ましていただいて。共同研究をしてくれる

自分が欲しくなるような木のバ
ッグ。
その探究心が原動力となり、
新素材開発へと導いた

【推薦者】
㈱ベンチャーラボ

「ところが手に取ってみて、その重さにび

常日頃、どんなバッグにしようかと模索し

自分でつくりたいと考えていた樋口さん。

学生時代からバッグが好きで、いずれは

”
縫える木“は世にないのか？
専門外なら専門家に聞け。
産官学連携で念願の素材開発

西陣織の技法を応用して経（たて）

80
81

に、同シートを一定幅に裁断し、

55

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
●東洋突板工芸㈱／大関一宏
●龍谷大学／大柳満之
●㈱立野矢／立野将初
●山松織物／山松祥伸
●マルサク㈱／山本雅洋

▶「 木 織 テ ナ ー ジ ュ」 を 使 用 し た レ デ ィ ー ス ブ ラ ン ド
（ヴェガトウッド）
」が、 年春にデビュー
「

▲６人が顔を合わせればすぐに議論が交わされる。互い
の技術をリスペクトしつつ、日々改良を目指すからだ

higuchi shinichi
V
E
G
A
T
W
O
O
D

伝統技術の応用部門

檜や黒檀などの天然木を薄くスラ

ツキ板への樹脂含浸により、柔軟で耐久性のある
天然木シートと天然木織物を開発・実用化

▼天然木を厚さ 0.1 ～ 0.3mm にスライスした薄板に樹脂を充塡し、木の導管に浸透させることで
繊維を柔軟かつ丈夫にした「テナージュ」
。様々な工業製品に対応

伝統技術の応用部門

ゆるいテンションとスピードで糸

にストレスをかけず、天然素材を
生かした手織りに近い味わいのあ

るコットンマフラー、ショール、
キャップなど、オンリーワンの織

高速革新織機には真似できない「も

部品を自ら設計するなどして復元。
さらに改良を加えながら、オリジ

ナルの「着尺一列機」を完成させた。

じり合うように絡んで織物組織を

固める）に、特殊な変形筬（おさ）
と制御装置を併せることで、縦糸・
横糸の両方をよろけさせる「たて
よこよろけもじり織り」を世界で
初めて開発した。

無個性で画一的な製品を
高速・大量生産し続ける……。
そんな仕事への情熱が薄れる
日本一のタオル生産量を誇る今治市のタ
オルメーカーに勤務していた武田さん。会
社員時代は技術者として工場の責任者を務
めるかたわら、市やタオル組合からの依頼

（

歳）

繊維産業技

献した。しかし、その売れ行きに反比例する
常の織り方では、洗濯することにより、よ

り、綾織り、朱子（しゅす）織りなどの通

ンのよろけ織りにトライしてみました。平織

る商品をつくって勝負するか。大手企業と

数は少なくとも、いかに高い付加価値のあ

くなかった。自分にしかできない技術で、

「大量生産にかかわる仕事は、もうやりた

年勤めた会社に別れを告げ、
独立を果たした。

時によろけさせるという、世界でも例を見

求し、開発に成功したのが縦糸と横糸を同

新織機では絶対に真似できない織技術を追

その問題は解消できました。さらに高速革

にもじり合うもじり織りで構成することで、

尺一列機に改良を加え、２本の縦糸が横糸

ろけが真っすぐに戻ろうとします。が、着

競争しなくても勝てるマーケットはどこか。

体的デザインが生まれ、何とも不思議な模

もかかわらず、表面に凹凸感があるような立

この手法で織られた布は、平面であるに

▶不思議な立体感をかもし出す「たてよこよろけもじ
り織り」でつくられたマフラー。肌触りが良く、通気
性や保温性にも優れている

新しい織技術の開発も目標としました」

とができる商品をつくろうと決意。また、

ない『たてよこよろけもじり織り』です」

ていく……。そして 年 月、武田さんは

ように、無個性かつ画一的な工業製品を高速

「まず、縦糸がウェーブしたようなデザイ

小さな工房が生み出した
世界初の織技術の肝は、
旧式織機と特殊筬の協奏

挑戦が始まっていく。

から、武田さんが起こした「工房織座」の

ジナル「着尺一列機」を完成させる。ここ

に改良を重ね、世界でたったひとつのオリ

台の織機を入手した。これらを復元、さら

豊田佐吉氏が発明した豊田式織機など、数

工場を訪れ、旧式織機の回収を開始する。

武田さんは、再び徳島や京都などの織物

代表

武田正利

経済産業大臣賞

また武田さんは、昔から「拭く」以外の
タオルの使い道を模索しており、 年前に勤
務先で、タオル製造技術を生かした”今治産・
コットンマフラー“を開発・製品化している。
この「巻く」商品が、
予想を超える大ヒット。

59

で大量生産する、自分の仕事への情熱が薄れ

会社および地場産業の業績向上に大いに貢

takeda masatoshi

そう考えた結果、旧式織機を使って、職人

11

の技や美意識、そして思いをも織り込むこ

05

を受け、大正から昭和時代初期に活躍した
旧式織機の復元作業にも携わっていた。
「日本で初めてつくられたタオル織機『ヒ
ゴ織機（わな織り）
』や『２丁筬（おさ）バ
ッタン織機』
『足踏み式タオル織機』など、
廃棄同然の旧式織機を、織物産地にある工
場から譲っていただき、自分で復元しては
タオル資料館などに納めていました。その
経験を通じて、日本の織物や織機の原点に
触れるうちに、高速革新織機には真似がで
きない、やさしいものづくりの魅力にひか
れていったんです」

様を浮き立たせる。この特殊な織技術を実現
するために、
どうしても必要だったもの……。
それが、織機に設置して縦糸の密度を決め
「京都・丹後にある工房に何度も通い、打

るオリジナルの特殊筬だ。
ち合わせを重ねながら完成させたものです。
この筬なくして、
『たてよこよろけもじり織
り』は実現しませんでした。また当初、筬
の動作を制御するためにコンピュータを導
入しましたが、旧式織機と相性が合わなく
て誤作動が多発。その後は、フィルム形式
スローに働く旧式織機が織りなすコット

の制御装置が活躍しています」
ンマフラー、ショール、キャップなどの商品
原料は、最上級のコットン、シルク、リネン、
ウール、和糸といった天然繊維だ。染色加
工も、本藍、草木、ハーブ、柿渋などの手
染めが中心。どこまでもこだわるから、同
工房の商品は、織機１台につき１日 ～
枚しかつくれない。だが、強烈なオリジナ
リティと高級感、
希少性が徐々に評判を呼び、
今では全国各地のセレクトショップなど
軒を超える小売店や有名通信販売会社が商
「様々な企業から提携話をいただいていま
▼工房に隣接するファクトリーショップ「織座」
。
定番商品のコットンマフラー、ショール、キャップ、一点ものなどを販売中

品を取り扱っている。
すが、今後も規模を追う経営はしません。
うちのスタンスを崩すことなく、お客さま
を増やしていくことはできるはず。織物の
原点を探れば、まだ誰も見たことがない織

▶制御装置も昔ながらのフ
ィルム方式で動いている

11

【推薦者】
愛媛県産業技術研究所
術センター

１００年前の旧式織機を復元・改良し、
世 界 初 の「 た て よ こ よ ろ け も じ り 織 り 」を 開 発

然の旧式織機を買い取り、壊れた

最新マシンでもできないことはある。
技術の原点にさかのぼって考えたことで、
常識外れのアイデアが生まれた

100 年ほど前に製造された廃棄同

愛媛県今治市

工房織座

82
83

じり織り」
（２本の縦糸が横糸にも

30
50

●設立／ 2005 年 11 月
●従業員数／６名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／旧式織機を復元・改
良し、世界初の織技術「たてよこよろ
けもじり織り」を開発。高付加価値の
オリジナル商品を生産している
▼復元・改良された豊田式織機など、旧式織機６台が稼働する工房

物製品を生産・販売している。また、

20

38

日 本 各 地 に あ る 織 物 工 場 か ら、

技術を開発できると信じていますから」
▼波状に形成した特殊筬。織機に設置し、上下
に動かすことで縦糸と横糸に「よろけ」のデザ
インを織り成す

M e s s a g e

事 務 局 か ら の R e a l

厳しい環境に臆することなく、
積極果敢に新たな課題に挑戦する。
その志と意気込みこそが財産

経済産業省製造産業局長

平工奉文

Profile

hiraku tomofumi ／ 1978
年、通商産業省（現・経済産業
省）に入省。省内各局、外務省
（カナダ）勤務後、製造産業局
次長や資源エネルギー庁次長、
近畿経済産業局長などを経て
2009 年７月より現職。次代
自動車、水ビジネス、バイオ創
薬、化学、繊維・ファッション
といった今後の成長が見込まれ
る産業分野の研究会を発足する
など、次代を見据えた産業戦略
を推進する。

が多く、我が国のものづくり力の素晴

らしさを再認識いたしました。

ものづくり名人の方々によって生み
出された”モノ“には、苦労や挫折など
様々なエピソードが隠れています。そ

の苦労もまさに十人十色で、たゆまな

い努力や試行錯誤の末に、数多くの素

晴らしい製品や技術が生み出されてい

第３回の受賞者の中にも、廃業寸前

るのです。

だった企業が発想の転換により独創的

な製品をつくり出したことで、今や世

界的メーカーから受注を受けるように

なった例があります。また、日本古来

の伝統建築技術に着想を得て、最先端

現在、日本は少子高齢化により国内

の発明を実現した例もあります。

市場の成熟化を迎え、世界的にも資源・

環境制約の一層の高まりや国際競争の

激化が予想されるなど、厳しい課題に

直面しております。しかし、こうした

の産業・文化を支えている「ものづく

「ものづくり日本大賞」は、我が国

市場を開拓し、さらなる発展を目指す

に次代産業を創出し、あるいは新たな

度なものづくり力、問題解決力をてこ

変化をチャンスととらえ、我が国の高

り」に直接携わり、優れた技術やアイ

ことが重要です。

ている皆さまの真摯な努力を支援すべ

政府としても、ものづくりに携わっ

デアを生かして卓越した成果を挙げら
れた方々を発掘し、世界に紹介するた

賞」を通じて、我が国企業の優れた技

く、技術開発、人材育成、普及支援、

め、平成 年に創設しました。昨年７

術力や創造力を広く世界に伝え、付加

その他各般の施策を強化しなければな
第３回は、世界同時不況の真っただ

価値創造の礎である「ものづくり」の

月には、
「第３回ものづくり日本大賞」

中にもかかわらず、６７９件と多くの

重要性を改めて訴えていきたいと考え

りません。そして「ものづくり日本大

応募をいただきました。厳しい環境に

の表彰を行い、１０９件５９０名を表

臆することなく積極果敢に新たな課題

識者の皆さまからも、
「いずれも甲乙

です。また、審査に当たられた選考有

込みに、改めて深い感銘を受けた次第

いります。

して、経済産業省としても努力してま

関心を持てるような社会の実現を目指

大切さを再認識し、
「ものづくり」に

今後とも、国民が「ものづくり」の

ております。

付けがたい力作ぞろい」との賞賛の声

に取り組まれている皆さまの志と意気

に挑戦し、ものづくりの一層の高度化

彰いたしました。
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海外展開部門
日本の製造・生産プロセス、
製品・技術開発および伝統技術を東アジア諸国等で展開し、
現地日系企業の生産性の向上や市場拡大などに貢献した、
日系企業に勤める個人またはグループを表彰するものです。
経済産業大臣賞：２グループ

青少年支援部門
若年ものづくり人材（学生・生徒）の育成支援に積極的に取り組んでいる
企業、NPO（特定非営利活動法人）などのうち、
その活動が目ざましいと認められる企業、NPO などを表彰するものです。
経済産業大臣賞：１法人

85

海外展開部門

系列目の業務に着手した。６系列

の 合 計 で 年 産 4680 万 ｔ と い う
生産量は、世界の LNG 生産量の

約 4 分の１に相当する規模である。
かつてない規模のプラント建設の

ため、最先端のエンジニアリング

プラントは、今まで誰も建設したことのな

ＬＮＧプラント建設を受注しました。この

ース・フィールドガス田の付帯施設となる

タールから世界最大の天然ガス田であるノ

「これまでの弊社の実績が評価されて、カ

設では世界でトップシェアを誇る。

中でも千代田化工建設はＬＮＧプラント建

ントメーカーは世界の先端を走っているが、

てＬＮＧを導入した。ゆえに、日本のプラ

必須の技術で、実際に日本は、世界で初め

能になる。天然ガスの液化は島国の日本に

ばタンカーに積んで世界中に運ぶことが可

化天然ガス）にする」という技術。液化すれ

ナス１６２℃に冷却して液化し、ＬＮＧ（ 液

そこで考案されたのが、
「天然ガスをマイ

するには莫大なコストがかかる。

海を隔てた国との間にパイプラインを建設

続きであればパイプラインで輸送できるが、

る。たとえば天然ガス産出国と需要国が陸

温で気体であるため、取り扱いに難点があ

ただ、天然ガスは液体の石油と違って常

天然ガス需要は世界中で伸びている。

る。
近年の地球環境への意識の高まりと共に、

発生しないクリーンなエネルギー資源であ

が少なく、大気汚染の原因となる硫化物も

同じ熱量を得るうえで二酸化炭素の排出量

る天然ガスは、石炭や石油に比較すると、

都市ガスや火力発電の燃料などに使われ

技術を駆使。世界中からプラント

ら文化習慣の異なる労働者を集め、
安全や環境衛生の教育を進めなが

経済産業大臣賞

池田誠一郎
（

歳）

技術部門 副部門長
（当時：カタールガスⅡプロジェ
クトダイレクター）

めに、ロシアの軍用機をチャーターして運
んだこともありました」というから、とん
こういった大規模で複雑な設計・建設で

でもないスケールである。

「生産量が１・６倍ということは、大ざっ

の３Ｄモデルをもとに、配管材や電装ケー

を行うＣＡＤの一種で、設計したプラント

」という３Ｄ設計・統
合システムである。コンピュータ上で設計

威力を発揮したのが、同社が自主開発した

ぱに言えば、プラントの縦・横・高さがそ

ブルなど、どのような資材がどれだけ必要

超巨大プラント。まず２系列、計１５６０万

れぞれ１・６倍になるということで、容積比

かを算出できる。さらに資材の発注や納入

「

で言えば約４倍です。基礎工事から何から、

のデータを入力していくことで、工事の進
み具合をほぼリアルタイムに把握できると
「旧来の設計のやり方だったら、これほど

いう優れたシステムだ。
巨大なプラントの設計・建設は不可能だっ

ではない。そういう場合、複数の配管材メ

工事ピーク時には７万５０００人ものワー

ドルとなったのは、それだけではない。建設

このプラントの建設でクリアすべきハー

たでしょうね」と池田さんは言う。

ーカーに同じ規格、同じ品質の配管材を発

カー（ 建設労働者）が必要となったが、折か
資材調達の割合は、日本からが ％で、
海外からが ％と、世界中から調達したこ
とになる。
「工事スケジュールに合わせるた

を中心に世界 カ国からワーカーを動員し、

可能だった。そこで、インドやフィリピン

も重なり、カタール近隣での人員確保は不

らの世界的な建設ラッシュによる人手不足

注する必要がある。

品が使えないことも多く、しかも量が半端

ので、たとえば配管材などの調達では既製

これまで誰も建設したことのない規模な

世界 カ国から
７万５０００人の労働者を
集めて教育する

従来とは異なるレベルの設計になります」

ｔ分の生産設備を建設することとなった。

のはその１・６倍、１系列７８０万ｔという

４８０万ｔの施設だったが、同社が受注した

それまで世界最大のプラントは年産

るプロジェクトになりました」

ら、高い品質と信頼性を保持して

世界
のＬＮＧプラント建設：エンジニアリングで
カタール国の資源開発と地球環境に貢献
受 注 し、04 年 12 月 に そ の 第 1

今まで誰も建設したことのない
超巨大ＬＮＧプラントの
建設を受注

ントの設計・調達・建設を６系列

い世界最大の規模で、総額で１兆円を超え

【推薦者】
（財）エンジニアリング振興協会

カタールに送り込むこととなった。
「いわゆる”出稼ぎ“の人たちを集めるわけ
で、お金を稼いでもらって、なおかつケガ
のない状態で国に帰ってもらいたい。
しかし、
国籍も人種も文化習慣も異なる人々が集ま

横浜市鶴見区

千代田化工建設（株）

年夏に始まったプロジェクトは、大きな
事故もなく、第１系列は 年末に、第２系
列は 年夏に客先に引き渡し、世界最大の
ＬＮＧプラントが完成した。同社はカター

写真提供：カタールガスオペレーティング社

年内にさらに２系列を完成させ、 年に

ルからさらに同規模４系列を受注しており、

リーンな天然ガスが運ばれていくのである。

この超巨大プラントを経て、世界中にク

最後の２系列が完成する予定だ。

10

万ｔ（年産）の天然ガス液化プラ

56

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
池田和美、小川博、角野仁基、黒
田勇、中野護、中村守孝、藤沢行、
増川順一、宮市正

るので、安全や品質に関する教育をするの
は非常に大変でした」

08

政府から世界最大の１系列 780

No.
1

プシェアを誇る企業で、カタール

高度な設計システムで
世界最大の
ＬＮＧプラント建設を実現

▼▶生産量を従来の 1.6 倍にするには、プラントの容積比を 1.6 の 3 乗で約 4 倍にする必要がある。6 系列
の合計で 4680 万ｔという生産量は、世界の LNG 生産量の約 4 分の 1 に相当する

ikeda seiichiro

i

ガス）プラント建設では世界でトッ

86
87

04

09

15

●設立／ 1948 年 1 月
●資本金／ 433 億 9640 万円
●従業員数／ 1304 名
（2009 年 9 月現在）
●ワンポイント／エネルギー、化学、
医薬品、バイオなどのプラント計画、
設計、建設、機器調達などをトータ
ルに手がける
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85

の機器資材を調達し、86 カ国か
▼インドとフィリピンを中心に世界 86 カ国からワーカーを動員。
同じ現場で働いた仲間は、皆家族のようなもの
▲同社の久保田隆社長と固い握手を交わすカタールガ
スオペレーティング社のファイサル・モハメド・アル
スワイディ CEO

本プロジェクトを遂行した。

86

千代田化工建設は LNG（液化天然

せた。開発に当たっては、同社の

技術研究・開発拠点である「もの

づくりセンター」が得意とする、
からくりに原点を求めた「無動力・
ナガラ思想」を貫き、コアとなる

34 工 程 す べ て を 無 動 力 化 し た。
作業負荷は５㎏以下で、力のない

人でも楽々作業できる。シリンダー
などの電動のアクチュエーターや

センサー類を大幅に減らしたため、
に比べ 95％も減るなど、様々な

CO2 排出量が国内自動組立ライン
メリットが生まれた。

「人の力」を生かすという
発想から生まれた、
”釣瓶落とし式 生産ライン
“
その昔日本人は、地下深く掘った井戸に
釣瓶（つるべ）というバケツのような容器を
落とし、地下水をくみ上げて生活に使ってい
た。
釣瓶には長い紐がくくり付けられており、
井戸の真上にある滑車を通して手元で引け
ば、水をたたえて上がってくる。
同社が中国で稼働させた「無動力オート
マチックトランスミッション組立生産ライ
ン」には、
この仕組みが応用されている。
「水
を満たした釣瓶」をウエイト（重り）に置き
換え、人の力でラインを構成するのだ。
「開発の動機は、第１に投資額を抑えるた
め。第２に、ＡＴ最終組み立ての経験がな
い中国では、日本式の自動ラインを持って
いっても、
修理することもできないからです。

（

歳）

生産技術本部 工機部
創作グループ
グループマネージャー

橋本邦之

経済産業大臣賞

針でしたから、それでは仕方ない。ならば、
機械ではなく人の力を生かすシステムにし
ようと考えたのです」
現地で生産されるＦＲ（後輪駆動）車用の
ＡＴは、ラインを進む部品が、円筒状のケ
ース内部に順番に積み重ねられることで、
組み上がっていく。製造装置の動きは ”上下
運動“が基本。釣瓶落としを応用するという
発想は、こうした工程の特徴に注目したと
ころから生まれた。部品をつかんだ組立ヘ

【推薦者】
アイシン・エィ・ダブリュ（株）

個から 個に減った。当然、エネルギー使

シリンダー９個のみ。センサー類は４６３

れている。これに対して、中国工場では空圧

hashimoto kuniyuki

ンに比べ ％も削減できる。

用量は少なくなり、ＣＯ ２排出量は自動ライ
「投資額は ％減、工場スペースも国内の
半分です。設備自体、小さく低く設計できた
ので、管理者が工場全体を見渡せるように
なりました。機械を、人が操る”器械“にし
たことで、
当初は予想しなかったことも含め、
様々な利点が生まれました」

江戸のからくりを原点に、
機械化の逆をいく
無動力の革新技術を確立
生産ラインといえば、機械化、自動化一
手“がメインの生産設備。それは、もちろん
偶然の産物ではない。

色の時代にあえて逆行するかのような”人の

内に装着。終わって解除すると、ヘッドは
のづくりセンター」
。他社の研究センターと

同社の研究・開発拠点となっている「も

自然にもとの位置に戻るという仕掛けだ。

ラ“、３動作以上を実現させよ」という造語。
中国の生産ラインで女性従業員がハンドル

ガラ」思想とは、
「ひとつの動作をし ”
ナガ

くり“を原点にした「無動力・ナガラ思想」
を貫き、実践していることだ。ちなみに「ナ

の違いを浮き立たせるのは、伝統的な ”から

電動のアクチュエーターが計１５８個使わ

では、シリンダーやサーボモーターといった

同じ製品をつくる国内の自動組立ライン

たりするのに必要な力は、５㎏以内です」

めるライン』
。作業負荷、すなわち押し下げ

「開発コンセプトのひとつは『女性にも組

ワイヤーにつながれたウエイトの重さで、

ッドのハンドルレバーを押し下げ、ケース

44

【その他の受賞メンバー
（五十音順）
】
●アイシン・エィ・ダブリュ（株）／
亀山雅人、近藤展充、高杉和敏、
冨田武、長田浩、溝口健治
●天津艾达自动変速器有限公司／
河野弘、近藤修、宋伟成

海外展開部門

ン を 開 発、07 年 10 月 に 稼 働 さ

”
釣 瓶 落 と し“か ら ヒ ン ト を 得 た「 無 動 力 オ ー ト マ チ ッ ク
トランスミッション組立生産ライン」の海外展開
考慮し、「人の力」を活用したライ

無理だと思っていた
無動力化ができたその時、
”
からくり の底力に改めて気づいた
“

保全・管理が困難な現地の事情を

将来は、すべてを現地に任せようという方

愛知県安城市

アイシン・エィ・ダブリュ（株）

を押し下げた瞬間、装置の中で複数の動作
がかみ合うからこそ、何十㎏のものが楽々
とはいえ、すんなりと完成に至ったわけ

と持ち上げられるのである。
ではない。 年 月の稼働に向け、本格的

全 工程すべての無動力化に成功。
「できて

こだわった開発を進めた結果、最終的には、

叱咤激励に応え、
「からくりのＤＮＡ」に

われました（笑）
」

らないのなら、仕事はさせない』とまで言

と提言した時には、上司から『無動力でや

工程は、
シリンダーを使わなければ無理です』

せながら試作してはボツになり……。
『この

はなく、設計の担当者などとひざを突き合わ

「最初から釣瓶落としが頭にあったわけで

な開発に着手したのは前年の初め頃。

10

するのに際し、自動組立ラインの

▶人の手を「 動 力 」 に 、 複 雑 な 作 業 も こ な す （ 試 作 機 ）

07

ション）の組立工場を中国に建設

みて、改めて”からくりの底力“を思い知ら
だが、これがゴールではない。

された」そうだ。
「現在は、ひとつの作業をするのに最大８
つの動作が必要なのです。これを、すべて
１作業・１モーションにするのが目標。こ
れができれば、自動機械でも１作業・１ア
クチュエーターが可能になるのです」
”
人動ライン“のために開発された技術を
改良し、自動ラインにフィードバック。使う
アクチュエーターの数が劇的に減ることは、

装置の小型化、さらにはＣＯ ２排出量の大幅
「達成したことを、改良前と比べて満足し

削減につながる。
ていたら進歩はありません。我々は、あく
までも大きな”夢“と照らし合わせながら、
それを追い続けたいと思っています」

88
89
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●設立／ 1969 年５月
●資本金／ 264 億 8000 万円
●従業員数／１万 2800 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／オートマチックト
ランスミッションの専門メーカーと
して世界トップシェア。カーナビゲ
ーション分野でもトップクラス

34

94

95

AT（オートマチックトランスミッ

り技術館」を建設。翌年から、セ
ミナー＆工場見学＆ミュージアム

で、ものづくりの一体型体験会や

研修を無料で提供。小学生から大

学生、親子、企業、プロの技術者

まで、年代・職業・見学テーマに

応じた様々なプログラムを用意、
きめこまやかな対応を展開してい

る。 工 場 で は、 材 料 切 断・ 鍛 造
から表面処理まで、金属加工のほ

ぼ全工程を見学でき、またミュー

ツールを実際に試せる場も。
「お

も て な し、 こ だ わ り、 挑 戦、 共

感」をキーワードにしたハード・
ソフト両面からものづくりの魅力

を体感できる。来館者数は年間平

均で 5000 人におよび、10 年２

月 現 在 で、 全 都 道 府 県 か ら 150
校以上の学校、世界 76 カ国から

2000 人以上の海外技術者研修を
受け入れている。

経済産業大臣賞

京都府久御山（くみやま）町

京 都 機 械 工 具（ 株 ）
ＫＴＣものづくり技術館
（

代表取締役社長

宇城邦英
歳）

57

周年を２年後に控えた 年。宇城さんは、

【推薦者】
全国作業工具工業組合

次の 年に向けた新たな価値観を創造した
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される鍛造現場。工場見学コースで最初に

１０００ｔのエネルギーで特殊鋼材が成形

れ、腹の底まで響き渡る轟音や振動と共に、

巨大なドロップハンマーが振り下ろさ

設を建てる案も出ましたが、過去を振り返

と建設計画を立てました。記念館や研究施

そんな双方向の発展的な情報拠点にしたい

聞き、
私たちのものづくりへの思いも伝える、

いた。これから先、もっとお客さまの声を

くりをしてきました。つまり育てていただ

るだけで、我々のためにしかならない施設

な議論を重ねた。アイデア出しや情報収集

計デザインから部材、サービス内容まで密

館」新設の構想が生まれたのは、会社設立

その進化系として、
「ＫＴＣものづくり技術

ックたちの研修を無料で受け入れてきた。

近隣の学校の社会科見学や、プロのメカニ

るのかを体感できる。これまでも同社は、

いかに熟練技術者の手塩にかけられ誕生す

などの工具類が、いかに様々な工程を経て、

「確かに、それどころではないという意見

なぜ、そこまでして実現したかったのか。

受け入れ態勢も強化しなくてはならない。

ん本物を追求しよう」のかけ声のもと、設

トイレ、階段に至るまで実に様々。
「とこと

ム、オフィス、屋上、ミーティングスペース、

の担当は、プロジェクトごとにショールー

加し、本業のかたわら活動した。各チーム

薦他薦約１００名の社員が部署を超えて参

員会を設け、さらに のチームを編成。自

まず、社内に９名からなる記念棟建設委

では意味がないと思ったのです」

にとどまらず、
良いと聞けば地方へも出向き、

一見シンプルに見えるレンチやドライバー

ている同社は、業界では国内唯一の存在。

同じ敷地内でハンドツールを一貫生産し

案内されるこの工程で、まずほとんどの見

「創業以来、お客さまの声に応えたものづ

いと考えていた。
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学者が度肝を抜かれるという。

全社一丸の建設プロジェクト。
の社内チームを編成し
”
本物追求“をテーマに始動

”
本物のものづくり を体感し、
“
つくり手のこだわりと共鳴する。
そんな純粋な交流拠点を目指して

ushiro kunifusa

50

建築部材のサンプルまで入手するという熱

もありました。しかし、
これすら不可能では、

んなのこだわりが込められています。だか

たよ。館内のハード・ソフトすべてに、み

「新たな価値観が必要だと思ったのです。

こと」と、宇城さんは言い切る。

を提供してきた。だが、
「それは当たり前の

質にこだわり、買い求めやすい価格で製品

創業時から経営理念を遵守し、性能・品

当社に未来はないと思ったのです」

ら『なぜ、
ここはこうした？』と問われれば、

当社はおかげさまで国内では業界トップで
す。ですが、さらに進化を遂げねばならな
い。どんな思いでつくっているのか。どん

しかし、計画当時は世界的な不況が懸念

めていたのはこれだ！』と感じていただき、

な製造方法か。
そのこだわりに直接触れて
『求

され始めた頃。本社屋も兼ね備えた建築と
もなれば莫大な資金が必要だし、見学者の

つくり手と使い手が本物への思いを共感す
る。その共感から生まれる”感性価値“こそ
が、この先 年の当社の進化にもつながる。

進化を目指すチャレンジ精神。
その感動と共感がつくり出す
好循環のスパイラル

すべて明確に答えられます（笑）
」

「私も何カ所か社員と一緒に見に行きまし

心さ。
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年に完成した。

い手の心を満たし、プロメカニックをうな
らせ続ける”本物 “へのあくなき追求にある。
その理念は同館の随所にも貫かれ、そして

ものづくりへのこだわり。それは常に使

そう確信したわけです」

50

の心に深く刻み続けることだろう。

から先も、ものづくりの神髄を多くの人々

同社のものづくりであり、その精神で取り
組んだこの館は、まさに ”本物 “の集大成。
だから、何度訪れても新発見がある。これ

て明日にはさらなる進化を目指す。それが

今できる限りの理想をかたちにし、そし

きたら……何より嬉しい」

ひいては心の豊かさまではぐくむことがで

を得て、
将来、
ものづくりの楽しさ、
こだわり、

いんです。本物を体感した子どもたちが何か

ぎだったようです（笑）
。時差があってもい

へ行ってきたんだ』と、翌朝、学校で大騒

を見つけて驚いたと。
『俺たち、すごい会社

ピットクルーが手にする工具に当社のロゴ

宅した夜にテレビで国際カーレースを見て、

「修学旅行の一環で来館した高校生が、帰

02

青少年支援部門

ジアム内では同社の様々なハンド
▶熱心に見学する大阪府立今宮工科高等学校・機械科の皆さん

45

科学・ものづくり好きな青少年を育成するための
幅広い招致活動と体験見学会の開催
として、02 年に「KTCものづく
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●設立／ 1950 年８月
●資本金／ 10 億 3208 万円
●従業員数／ 280 名
（2009 年 12 月現在）
●ワンポイント／自動車整備用工具、
一般産業用工具など、１万 2000 ア
イテム以上の高品質な製品とサービ
スを提供するハンドツールメーカー
▲約 3000 アイテムが展示されている１階のショールーム。工具を試せるツールカフェや実車を使えるガレージピットも。2 階
は DIY 室や歴史展示コーナーなどを設置。本社機能を果たす 3 階には、くつろぎの空間として社員 OB も利用できる和室も完備

同社設立 50 周年記念事業の一環
▼来館者はまず会社説明やセミナーを受講し、担当者の案内付きで工場見学へ。鍛造、機械加工、熱処理、表面処理など、工程
ごとに分かれた各工場を回る。最後は質疑応答、双方向で意見を交わす
▼京都府で第１号となった屋上ガーデンを造園。ハーブを中心に
100 種以上が植栽され、メンテナンスは社員有志が行う
▼来館者の国旗を揚げ、入り口のモニタ
ーには来館者名を映すなど、おもてなし
の心が随所に

案件名

受賞者

特殊な紡糸技術による織物のような質感・高級感を持った
軽量・高強度の不織布の開発

小林健一

他５名

新日石プラスト㈱：東京都

垣内博行

他５名

㈱三菱化学科学技術研究センター：
神奈川県

世界初のボールネジ直動式高精度４軸平行加圧サーボプレス機

金子廣光

他７名

㈱放電精密加工研究所：神奈川県

低湿度研磨加工技術（ULPEN）による CLBO 結晶の素子作製技術

田中光弘

他２名

㈱光学技研：神奈川県

案件名

魚肉すり身を用いてカニ脚と同様な食味を呈する食品の開発と発展

杉野哲也

㈱スギヨ：石川県

製造・生産プロセス部門

世界の地雷原に安全と平和を取り戻し、
豊かで肥沃な大地を復興する対人地雷除去機の開発

雨宮

清

他５名

山梨日立建機㈱：山梨県

車両の低燃費に貢献するクラッチディスクを
省エネ省スペースで実現する自動化ライン

黒田竜男

他９名

㈱ダイナックス：北海道

多機能・高剛性・高精度デスクトップ型プラットフォームの開発

市川一雄

他７名

高島産業㈱：長野県

はがせる容器「Ｐ＆Ｐリ・リパック」開発と福祉施設との協働による
リサイクルシステム

阿部正人

他３名

㈱ヨコタ東北：山形県

柴山勝己

他７名

浜松ホトニクス㈱：静岡県

高張力鋼板をまっすぐに熱間圧延できる革新的な製造方法の開発

武衛康彦

他３名

住友金属工業㈱：茨城県

木材の経年変化を短時間で促進し楽器の音色を改善する方法（A.R.E. 技術）

阿部裕康

他２名

ヤマハ㈱：静岡県

次世代 CO2 アーク溶接技術“J-STAR Welding”の
開発と高能率溶接技術の実用化

小野守章

他９名

JFE スチール㈱：千葉県

自動車の燃費向上と乗員保護に貢献する良成形性超高強度鋼板の開発

藤田展弘

他５名

新日本製鐵㈱名古屋製鐵所：愛知県

省エネルギー効果を追求したモータコア用鉄心の
金型内自動接着積層製造プロセス

浦

好伸

他４名

黒田精工㈱：長野県

セラミックス大型製品用 浸透Ｖプロセスの開発

鈴木

宏

他２名

新東 V セラックス㈱：愛知県

鋳鋼を使用した低速ディーゼルエンジン用クランク軸の
高品質、高生産性製造技術の開発

久保晴義

他９名

㈱神戸製鋼所：兵庫県

還流型ＡＴＭ向け海外紙幣汎用識別装置の開発

長屋裕士

他８名

日立オムロンターミナルソリューションズ㈱
旭事業所：愛知県

日本一の連続稼働日数を達成した高炉操業・保全技術

近藤

淳

他８名

㈱住金鋼鉄和歌山：和歌山県

世界初有機 EL テレビを実現させた有機 EL パネルの開発と製品化

林

他８名

ソニーモバイルディスプレイ㈱
東浦事業所：愛知県

マイクロギアの歯面仕上げを可能にする
オンリーワン技術システムの開発及び実用化

西村順昭

他７名

清和鉄工㈱：島根県

ハイブリッド車用インバータの高性能冷却器

山中

章

他９名

㈱デンソー：愛知県

日本のものづくりの課題解決に貢献する安川流高効率生産システム

藤原博昭

他９名

㈱安川電機：福岡県

クッションレス絞り金型による SUS430 系ステンレス製の
ＥＶ用リチウムイオン電池ケースの開発

久野功雄

他３名

久野金属工業㈱常滑工場：愛知県

沖縄豆腐の製造方法及び製造装置の改善、沖縄式豆腐製造ラインの確立

仲村正雄

㈱なかむら食品：沖縄県

複雑な立体形状へ高品位な意匠表現を可能にした乾式転写技術の開発

江崎史朗

他９名

㈱東海理化電機製作所：愛知県

世界で唯一の、常温下で海水を水と水以外に分離する製塩プロセスの開発

高安正勝

㈱ぬちまーす：沖縄県

液晶式超精密測長器を用いた分解能 0.5nm の 120nm リニアステージ

大薗敏雄

㈱大阪電子科学技術研究所：滋賀県

製品・技術開発部門

任意の機能性材料（ナノ微粒子等）を高速かつ超微量に
定量・定点配置できる装置

安達良紀

他２名

クラスタ－テクノロジー㈱：大阪府

環境に優しい先進鋼材「鉛を使わない低炭快削鋼」の開発

橋村雅之

プラズマクラスターイオンによる空気浄化技術及びその事業化

西川和男

他９名

シャープ㈱：大阪府

麺製造劣化防止の製麺装置なる十割そば製麺機「生粉打ち名人」の開発

菅野衛治

世界初の超高感度センサを検出器に用いたポータブルガス分析装置の商品化

神田奎千

他１名

新コスモス電機㈱：大阪府

環境対応型社会に貢献する軽量・高出力フラット型コアレス・ブラシレスモータ

岩谷公明

電子部品の次世代素材、導電性高分子搬送用保護テープ

髙畠聖仁

他５名

旭化学工業㈱：大阪府

世界の先端精密ものづくり産業を支える要素技術「超精密鏡面加工」

武藤

産学連携開発で「超微細加工を身近なモノに！」
マイクロホール量産加工技術の革新

後藤良一

他４名

㈲大阪製作所：大阪府

世界初のハイブリッド自動車向けリチウムイオン二次電池の開発と
量産一貫ラインの完成

坂田有三

他７名

日立ビークルエナジー㈱：茨城県

超高圧架空送電線用高強度インバー合金線の開発と実用化

磯本辰郎

他９名

山陽特殊製鋼㈱：兵庫県

超微細な巻線技術により、IC タグの小型化・高精度化・低価格化を同時に実現

星

哲哉

他２名

スターエンジニアリング㈱：茨城県

微細レーザー加工技術を応用した世界最高効率多結晶シリコン太陽電池の開発

松野

繁

他９名

三菱電機㈱：兵庫県

事業所系古紙をトイレットペーパーに再生する
完結型小規模リサイクル装置の開発

能澤公擴

他５名

(資)オリエンタル：群馬県

生体信号利用の意思伝達装置を世界で初めて商品化、
福祉分野に大きな希望を与えた

大西秀憲

他３名

㈱テクノスジャパン：兵庫県

無塗装橋梁用ニッケル系高耐候性鋼と
その安心を支える防食技術システムの実用化

紀平

寛

他９名

新日本製鐵㈱：千葉県

薄板難加工ステンレス材の製品精度改善工法の開発

田中清治

他９名

㈱田中製作所：鳥取県

自然採光技術の開発

新井秀雄

他５名

㈱マテリアルハウス：東京都

製紙機械の効率化を可能にした
プレスロール用セラミック溶射皮膜の開発と実用化

田尻登志朗

倉敷ボーリング機工㈱：岡山県

VA 型液晶ディスプレイの視野角を拡大する VA-TAC フィルム

渋江俊明

他２名

コニカミノルタオプト㈱：東京都

“太陽の熱で冷房する”革新的な水蒸気吸着材の開発

MEMS 技術とイメージセンサ技術を融合し
“親指サイズ”にまとめた超小型分光器
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所属企業等：所在地

久雄

第 3 回「ものづくり日本大賞」

優秀賞

受賞者

所属企業等：所在地

他９名

新日本製鐵㈱
技術開発本部鉄鋼研究所：北海道
㈱オホーツク物流：北海道

他４名

要

㈱コスモメカニクス：北海道
㈱ティ・ディ・シー：宮城県
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monodzukuri

第3回「ものづくり日本大賞」
受賞者たちの熱き結晶

●発行日／2010年3月23日
●発行／社団法人 日本機械工業連合会
東京都港区芝公園 3-5-8
（機械振興会館内）
電話：03-3434-5382
（代表） FAX：03-3434-6698
（代表）

柏木章宏

他９名

マツダ㈱：広島県

耐性に優れる革新的燃料電池用シングルナノ Ni 改質触媒の開発と実用化

小林斉也

他６名

戸田工業㈱：広島県

卓越したスパッタ法を活用した、有機 EL パネルへの封止膜技術の開発と実用化

田尾鋭司

他５名

長州産業㈱：山口県

車載用回転センサーに使われる起励用プラスチックマグネットの開発

築穴順央

他４名

㈱タケチ：愛媛県

岡野浩志

他３名

㈱西部技研：福岡県

「イオン吸着式全熱交換器」の開発製品化

半世紀の技術と技能の蓄積を生かした
塩浴によるハイス鋼大型製品の熱処理工法の開発

STAFF
●Producer
野村

滋／（株）コンテンツ・ファクトリー

●Director
内田丘子／（株）タンク
●Art Director
阿部久美夫
●Writers
岡部直人
岡部

恵

神戸

真

菊池徳行
清水典之
南山武志
●Copy Writer
紫垣樹郎／（株）インサイトコミュニケーションズ
●Photographers
荒谷良一
岡本

硬化防止剤を用いたおはぎ生地製造方法の開発による冷凍おはぎの実現

寛

刑部友康
押山智良
加納拓也
マツラヒデキ
●Proof Reader
齋木恵津子
●Printer
オフィス・スズキ

日本酒の伝統的醗酵技術の応用によるスキンケア化粧品の開発及びその事業展開
伝統漆塗技術にナノ粒子分散多層成膜技術を融合し実現した
超耐久性プラスチック製食器
学校給食の廃強化磁器食器回収事業と
リサイクル高強度磁器食器の製造・販売事業
新しい石州瓦の開発

他３名

大谷

潤

他９名

谷口

徹

マトヤ技研工業㈱：鹿児島県

吉川詔雄

他３名

窪寺充至

他４名

下村昭夫

他３名

他７名

小木曽順務

新日本製鐵㈱大分製鐵所：大分県
三菱重工業㈱長崎造船所：長崎県
冷化工業㈱：宮崎県

益留福一

福光松太郎

10

㈱エコファクトリー：熊本県

他６名

木村博紀

吉川食品㈱：北海道

㈱上島熱処理工業所：東京都

㈱福光屋：石川県
㈱下村漆器店：福井県

㈱おぎそ：岐阜県
㈱木村窯業所：島根県

人は皆︑誰かがつくったものに囲まれて生きている︒

伝統技術の応用部門

禁無断転載

村上尊宣

そしてそれは︑
日々︑便利に使いやすく進化し続けている︒
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㈱岳将：福岡県

年前︑
どれだけ今の世の中を想像できただろうか︒

豚枝肉処理工程におけるロース・バラ肉の肋骨剥離機開発

1年前はなかったのに︑

この事業は競輪の補助金を受けて実施したものです。

今︑普通に使っているものがどれだけあるだろうか︒

従来の混合概念を一新したタンクレス振動ミキサーとシステムの開発・商品化

義弘

そう︑人類の歴史は︑進化の歴史なのだ︒

大型コンテナ船用高強度高靱性厚鋼板（47 キロハイテン）の
開発と新規船体構造設計

岳

所属企業等：所在地

しかし︑私たちは忘れてはいけない︒

輻射式冷暖房装置ハイブリッドサーモシステム「エコウィン」の開発

世の中が進化し続けているのは︑

超音波ロータリースピンドルの開発で脆性材料の高速精密加工を実現

進化に挑戦し続けている人がいるからだということを︒

まだ誰も越えたことのない壁に正面からぶつかり︑

何度失敗してもあきらめず︑壁を突き抜けるまで

挑戦し続ける人がいるからだということを︒

この進化のリレーの先頭に︑
ニ
ッポンのものづくりがある︒

推進しています。

水素ロータリーエンジン車の開発

進化を生んでくれた人︑
ありがとう︒

国土交通省の４省が共催し、
社団法人日本機械工業連合会が協力して

受賞者

あなたの仕事が︑次の進化をきっと生み出します︒

「ものづくり日本大賞」
は、
経済産業省、文部科学省、厚生労働省および

案件名

石川慶蔵

他４名

㈲佐賀段ボール商会：佐賀県 セーラー万年筆㈱：東京都
丸善㈱：東京都 ㈱香蘭社：佐賀県 ㈱源右衛門窯：佐賀県

坂瀬洋二

他６名

㈱宮津製作所：群馬県

エアバッグ用部品の中国での生産技術高度化を図り
現地日系企業の国際競争力の強化に貢献

川島雅行

他５名

㈱昭芝製作所：東京都

タイ・子会社への最新プレス工法技術の普及と定着化を図り
自動車部品産業の発展に貢献

晝田眞三

ヒルタ工業㈱：岡山県

青少年のための科学の祭典北海道大会（子ども達への科学工作・体験活動）

NPO 法人北海道科学
活動ネットワーク

北海道

地域資源循環型もの、人、夢づくり支援活動

しずおか信用金庫

静岡県

NPO 法人山口県アクティ
ブシニア協会子供育成部会

山口県

NPO 法人 TOKUSHIMA
雪花菜工房

徳島県

アートとしての伝統工芸「有田焼万年筆 The ARITA」の開発と世界への販売

海外展開部門

日本独自の金型技術を堅持しつつ、
マレーシアにおける金型産業の技術向上に貢献

青少年支援部門

企業ＯＢによる子ども達への「ものづくり意識」と
「ものを大切にする意識」の育成活動
企業・農家と学校とのネットワークづくりを通しての商品開発及び流通支援
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monodzukuri

第3回「ものづくり日本大賞」
受賞者たちの熱き結晶

