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序  
 
 戦後のわが国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工

業の発展を支えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。ま

た、その後の公害問題、石油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械

工業における技術開発の果たした役割は多大なものでありました。しかし、

近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展はめざましく、一方、

わが国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴い、勢い

を失ってきつつあり、将来に対する懸念が台頭しております。  
 これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社

会対策等、今後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。こ

れらの課題の解決に向けて従来にもましてますます技術開発に対する期待は

高まっており、機械業界あげて取り組む必要に迫られております。わが国機

械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから

始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも

多大な実績をあげるまでになってきております。  
 これからのグローバルな技術開発競争の中で、わが国が勝ち残ってゆくに

はこの力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーに

つながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必

要が高まっております。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発

にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発によ

り、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。  
 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事

業のテーマの一つとして株式会社つくば研究支援センターに「研究支援活動

の促進による産業の活性化に関する調査研究」を調査委託いたしました。本

報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であり

ます。  

 
平成１６年３月  

 
                    社団法人 日本機械工業連合会               
                     会 長  相 川 賢  太  郎  



は  じ  め  に  
 
 我が国はバブル崩壊後の長期にわたる経済不況に悩まされておりますが、

政府の構造改革路線の推進によって、最近漸く上向き傾向が見られるよう

になったと云われております。しかしながら、機械産業の生産部門は安い

人件費を求めて、海外進出がますます進展し、従来機械生産の底辺を支え

てきた中小零細企業が国内で生き残るためには、より高度な技術への取り

組み或いはより先端的な分野への挑戦の必要性に迫られております。  
 筑波研究学園都市には、数多くの独立行政法人研究機関や大学、その他

の研究所が存在することから、前年度はそれらの研究所からのアウトソー

シング需要と、それらをサポートする企業（供給）の現状を調査するとと

もに、需要と供給の円滑なマッチングを図るために必要な機能と情報及び

連携方法等について調査致しました。その結果、地域中小企業については、

従来から研究機器を扱っている企業は研究機関の研究サポートを行ってい

るものの、多くの企業は研究機関との付き合いが依然として少ないことが

明らかとなりました。  
 今後は、更に多くの地域中小企業が研究機関からのアウトソーシングの

受け皿となって、研究学園都市に相応しい企業活動が更に活発に展開され

ることが強く望まれます。そして、この問題の解決には、企業活動を通じ

て研究機関との付き合いを深める条件やプロセス等について具体的に指導

する何らかの支援組織が必要であると思われます。  

   本報告書は、このような背景から、平成１５年度機械工業の技術開発
促進等補助事業の一つとして実施した「研究支援活動の促進による産業の

活性化に関する調査研究」の成果であり、関係各位のご参考になれば幸甚

であります。  
 末筆ながら、調査研究委員の方々をはじめ、本調査にご協力いただいた

皆様方に厚く御礼申し上げます。  

 
平成１６年３月  

株 式 会 社  つ く ば 研 究 支 援 セ ン タ ー  
代表取締役社長   角  田  芳  夫  
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序 章 事業の目的と概要 

 

１．事業の目的 

 我が国の機械産業が高度な競争力を回復し、かつ広く国際社会に貢献する技術革新を成

し遂げるには、公的研究機関や大学が保有する高度な研究資源を効果的に活用し、企業の

研究開発や新たな産業の創出などに繋げるための総合的なシステムの構築が必要とされて

いる。 

 このような中、平成１３年４月国立研究機関の多くが独立行政法人として新たな体制の

もとにスタートし、研究の効率的な推進や研究成果の社会への還元などが一層求められる

こととなった。  

 研究機関において研究を効率的に推進するには、必要な時に必要な人材や器材、サービ

ス、情報などが容易に入手・利用できる環境を整えることが重要である。 

  このため、筑波研究学園都市において、機械工業に直結する分野の先端的な研究を行っ

ている研究者が必要とする技術支援ニーズを調査し、それに応える地域企業との連携・協

力を促進するために必要な支援機能について実証的に調査することを目的とする。 

    

２．事業の内容 

 １４年度は、筑波研究学園都市の独立行政法人研究機関や大学及び民間企業研究所等の

技術支援ニーズ（アウトソーシング需要）と、それらをサポートする企業（供給）の現状

を調査し、需要と供給の円滑なマッチングを図るために必要な機能と情報及び効果的な連

携方法について調査したが、１５年度は前年度の調査結果をもとに、研究機関・大学の研

究者やベンチャー企業が必要とする実験機器の試作等を通して、地域の中小企業が新技術

を学び事業の活性化を促進するため、筑波研究学園都市の研究機関や大学が持っている支

援機能・支援人材と茨城県工業技術センター等中小企業支援機関及び企業の技術者等で組

織するワーキンググループを設けて具体的な支援活動を試行する。 

 この支援活動を通して、想定した支援機能・運営体制・効果等について検討し、事業化

に向け改善すべき点を明らかにする。 
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（１）受注支援組織が持つべき機能調査  

   研究機関・大学から県外に発注された事例をモデルに、県内企業が受注するのに必要 

な要件（設計能力、総合・とりまとめ力、専門技術力、加工能力等）を調査し、県内企業

の受注支援組織として具備すべき機能を明らかにする。 

（２）技術分野別支援組織の編成 

    上記必要機能を持ち、受注支援活動を試行するための研究機関・大学、工業技術セン 

ター、エンジニアリングオーガナイザー等で組織するワーキンググループを技術分野毎 

に３グループ（機械系、電子・光学系、ソフト・複合系）編成する。 

（３）支援活動の試行   

  研究機関・大学が発注する具体的試作案件について、受注候補企業を選択し、各社の 

技術、価格等から受注企業（または企業グループ）を選定、発注（代行）、検収（代行）ま

での一連の業務を試行する。 

（４）事業化に向けての問題点・改善点の検討 

   本支援事業を、本格的ビジネスとして実施することを想定し、その事業内容（請負、 

仲介）、運営体制、事業収支、保証（責任範囲）等について検討し提案する。 

  

３．実施体制 

 本事業の実施運営に当たっては、学識経験者、関連業界及び機関代表者によって構成さ

れる「研究支援事業検討委員会」及び「産総研ワーキンググループ」「筑波大学ワーキング

グループ」「高エネ研ワーキンググループ」の３つのワーキンググループを設けて検討、審

議した。また、必要に応じて適切な専門家にアドバイスを求めて実施した。 
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４．委員名簿 

研究支援事業検討委員会 

 

委員長  本田 皓一 （独）産業技術総合研究所ベンチャー開発戦略研究センター               

ベンチャー開発アドバイザー 

委 員    樹神 謙三 （独）産業技術総合研究所 研究環境整備部門 

                                              テクニカルセンター副センター長 

          植田 昭彦 （独）物質・材料研究機構 研究業務部長 （７月～９月） 

 

          中村 英俊 （独）物質・材料研究機構 研究業務部長  （１０月～３月） 

 

          京藤 康正  筑波大学 工作センター 助教授 

 

          上野 健治  高エネルギー加速器研究機構 工作センター長 

 

          後藤 和弘  国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 

                                                                     フェロー 

          菊池 洋之  茨城県商工労働部工業技術課 課長補佐 

 

          舘  義雄  茨城県工業技術センター 技佐 （いばらきサロン担当） 

 

          矢島 正弘  つくば市経済部 産業振興課 主査 

 

          松尾 修身  財団法人日立地区産業支援センター チーフコーディネータ  

 

          安部 隆介  いばらきバイオツール協同組合 事務局長 

 

          吉浦 正   日本電気（株）ＮＥＣラボラトリーズＲ＆Ｄサポートセンタ                 

グループマネジャー 
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上原 健一  （有）つくばインキュベーションラボ 取締役 

 

林  徹   （株）林創研 代表取締役 

 

オブザーバー 

三橋 初仁  農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所 

研究交流管理官 
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産総研ワーキンググループ 

 

委員長  樹神 謙三  （独）産業技術総合研究所 研究環境整備部門 

                                              テクニカルセンター 副センター長 

委 員    斉藤 和哉  茨城県工業技術センターいばらきサロン 主任   

 

          松尾 修身  財団法人日立地区産業支援センター チーフコーディネータ 

 

 

 筑波大学ワーキンググループ 

 

委員長  京藤 康正  筑波大学 工作センター 助教授 

 

委 員  舘  義雄  茨城県工業技術センター 技佐 （いばらきサロン担当） 

 

          林  徹   （株）林創研 代表取締役  

 

 

高エネ研ワーキンググループ 

 

委員長  上野 健治  高エネルギー加速器研究機構 工作センター長 

 

委 員    斉藤 和哉  茨城県工業技術センターいばらきサロン 主任 

 

          吉浦 正   日本電気（株）ＮＥＣラボラトリーズＲ＆Ｄサポートセンタ 

                                                           グループマネージャー 
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第１章  公的研究機関・大学の試作と産業の活性化 

１．１ 我が国の産業構造変革と中小企業の独自な技術開発の必要性 

1964 年、我が国で初めてオリンピックが華々しく開催されて以来、産業の高度成長が約

四半世紀続いた。それを支えたのは、高品質・大量生産による自動車、家電製品、集積回

路を多数使用した各種電子デバイス等々であった。高品質・大量生産で莫大な利潤を上げ

た大企業は、その技術開発力を強化するために壮大な中央研究所を作り、数百人の博士号

を有する研究者を集めた。各社は競って「○○会社技術報告」を月刊誌として出版し、そ

の技術開発の研究成果を発表していた。アメリカやヨーロッパの企業は、日本の研究成果

が一番早く出版されるこれら各社の技術報告を翻訳することに集中的な努力を注いだ。 

この日本の高度成長期には中小企業は上記のような研究所を有する大会社の傘下にはいり

系列化が確立していた。 

したがって中小企業は独自に技術開発をする必要がなく、もっぱら大会社の技術開発の成

果による新製品の大量生産に必要な下請けのみで良かった。 

 

しかし上記のような日本の大量生産方式による産業の隆盛は、1990 年のバブル経済崩壊

によって瓦解した。この大企業の不況は２つの重大な結果を招いた。 

①中央研究所や基礎技術研究所の事実上の解散。 

②傘下にあった多数の中小企業の系列解散。 

この 2つの現象は、戦後の我が国の産業を支えてきた構造・構図の大変革である。当然

の事ながら、大企業の技術開発力はゆっくりと減少の道をたどり始め、我が国の産業の国

際競争力は次第に低下していった。 

一方、元々技術開発力の無い中小企業が大企業の傘下から離れ、その結果独自の技術開

発をしなければならないことになった。 

日本の産業の国際競争力低下は、1995 年頃に明確になってきた中国大陸における高品

質・大量生産技術の成功によって決定的となった。「中国は世界の工場になる！」というメ

ッセージは、日本の産業技術にかかわってきた多くの日本人に強いショックを与えた。 

我が国の企業に技術研究の余力が無くなれば、それを温存していると想定される大学や

公的研究機関を有効に利用しなければならない。特に国立大学では、非常に多数の教授や

助教授と大学院生が基礎研究に参加している。また、旧文部省も高度成長期に高額の実験

装置を各大学に設置しており、その研究開発力は潤沢に温存されている。この事情は当時
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の通産省、郵政省、厚生省、農林省などの有する国立研究所でも同様である。 

特に茨城県のつくば地域には筑波大学のみならず産業技術総合研究所、物質・材料研究

機構、宇宙航空研究開発機構、高エネルギー加速器研究機構、国立環境研究所、理化学研

究所などの大型研究所が多数存在している。 

そして、これらの国立系の大型研究所には優れた研究資源が豊富に存在していることか

ら、「これを日本の産業の特に中小企業の国際競争力増加のために活用すべきだ！」という

考えに到るのは当然のことであろう。これが 1995 年頃から一種の社会運動のようになって

きた「産学官連携推進」の根本的な原因と考えられる。 

 

しかし、企業側からみればこれだけが産学官連携促進の原因ではない。それは、利潤の

大きな産業分野が、造船、製鉄、重化学工業、石油精製、鉄道車両製作というような大き

な装置産業からバイオ、ナノテク、マイクロマシン、センサーとトランスデューサー、DNA

解析による創薬、Si以外の半導体や強磁性体を用いた次世代電子デバイス、或いは新しい

概念に基づいた量子通信や量子計算などなどに、従来我が国の大企業が得意とする工業分

野よりこれら先端技術分野にシフトしつつあるからである。 

これらの分野における我が国の研究は、国際的に比較すると残念ながら非常に遅れてい

るのが実情である。しかし、つくばにある大型研究所にはこれらの新しい分野の研究者が

活躍しており、外国の研究事情の情報を多く有している。 

従って つくばにある大型研究所の研究成果を地元の中小企業が活用すれば近隣地域に

新産業が数多く創生される可能性が大きい。 

以上のように、我が国の産業構造の変革は必然的に中小企業の独自なしかも緊急な技術

開発を要請することになる。 

つくば地域には筑波大学のみならず大型公的研究機関が集積し全国的にも第一の先端研

究地域である。 

この有利な条件を活用して技術開発基地、試作基地を作ることはそれほど困難な筈はな

い。 

 

１．２ 日本国内の技術開発基地、試作基地としての役割りとつくばの優位性 

1995 年頃から明確になってきた中国大陸における高品質・大量生産技術の成功は世界的

に広く認められ「中国は世界の工場になる！」という表現が使われるようになった。 
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日本の製造業の大きな会社は例外なく人件費が圧倒的に安くしかも品質向上を熱心に努力

している中国大陸の各地に大型工場を建設している。 

北はハルピン、瀋陽、大連、から北京、上海、深せん、広州、はもちろん重慶の奥の内

陸部まで広く日本の工場は分布展開している。これは中国に限ったことでなくタイ、ベト

ナム、シンガポール、マレーシア、インドネシア、台湾、韓国などアジアの全てに展開し

ている。 

この海外への工場移転は我が国の雇用人口を大きく減少させたのみならず、企業活動の

利益を日本国内に確保することを困難にしている。 

このような問題を解決する唯一の方法は「日本国内を技術開発基地、試作基地」として

の役割りを強化することである。 

特に大会社や中小企業が新製品を陸続と開発する場合には高等教育を受けた技術者が多

数いる日本のような高学歴な国が最適である。更に新製品の試作は技術開発の一部でもあ

るのでそこまでは日本で完成する必要がある。 

しかし上述のような産業構造の変革によって我が国の中小企業は大会社に頼らずに独自

に技術開発をしなければならない。中小企業といえども大量生産の現場は中国に建設して

いる。したがって中小企業も国内に技術開発基地や試作基地をつくる緊急の必要がある。

その理由は利潤の国内への確保のみならず、知的財産権の国内への確保という観点からも

重要である。 

さて翻ってつくば地域の技術開発基地としての優位性を考えてみよう。 

つくば地域には１９７０年ころより研究学園都市として国立大学や国立研究所が集中的

に移転してきた。その結果全国第一の研究者の集合体が出来上がり、国際的に高く評価さ

れる研究成果が過去３０年間にわたって蓄積されて来た。 

従来は、この研究成果は地元の中小企業へはなんら反映されなかった。 

しかしこれらの大型研究機関と地域の中小企業が実質的かつ有効な協力関係を構築する

ことが出来れば、つくばに一大技術開発基地、試作基地をつくることが可能である。 

  

１．３ 公的研究機関の中小企業活性化への貢献の方法の分類 

大学や公的研究機関が地元中小企業の活性化へ貢献する場合は、それらの組織内の知的

財産本部、ＴＬＯ，共同研究センターの３つの窓口を連動して推進している。活動内容は

大学や公的研究機関の研究成果を地元の企業へ技術移転したり、共同研究を進めたりして
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企業の新商品開発に協力している。 

その推進方法の具体的な仕方は以下のように分類できる。 

（１） 大学・公的機関からの働きかける方法： 

Ａ．研究成果で実用技術に応用できそうな成果を中小企業支援機関や商工会議所など

の協力を得て中小企業への説明会の開催、 

Ｂ．大学や公的研究所へ中小企業を招いて応用研究の成果の説明会の開催、 

Ｃ．ＴＬＯコーデネーターの企業訪問による技術シーズの売り込み活動、 

Ｄ．種々の分野の学会の産学連携委員会や関連のホームページによる研究成果 

    の宣伝広報活動による企業への技術移転の促進、などなど。 

（２） 企業サイドから働きかける方法： 

Ａ．種々の大学や公的機関の研究成果を学会発表やホームページから調査 

する方法、 

Ｂ．大学や公的研究機関のＴＬＯや共同研究センターを訪問して共同研究や 

  受託研究の契約を作成して公的研究を活用する方法、 

Ｃ．各地の商工会議所等主催で種々の企業の技術的ニーズを大学や公的機関の 

    研究者へ説明する会合を開催する方法、 

Ｄ．大学や公的研究機関の研究者へ直接働きかけてその実験装置全体や部分品 

    試作の注文をとる方法、などなど。 

以上の他にも大小色々な方法がある。大きな産学官推進会の一例は毎年６月に京都で内

閣府主催の「全国産学官連携推進会議」がある。しかし上記の（１）と（２）に分類され

る具体的な方法の全ては中小企業にとっては容易に始められるような方法ではない。 

しかし、（２）のＤ．の試作の受注を取る方法は中小企業の技術力向上と経済活性化には

最も有効で重要な方法と考えられる。そこで以下のセクションではこの重要性をもう少し

詳細に説明する。 

 

１．４ 公的研究機関からの試作受注の重要性 

公的研究機関から実験装置全体や部分品の試作の発注を受けることは中小企業にとって

以下の諸点の有利なことが生じる。 

Ａ．試作費用として支払いを受けられる、 

Ｂ．研究者と直接相談し、設計を検討することが多いので、個人的信頼関係が 
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出来る、 

Ｃ．試作は原則として新しいものを作るので、新分野のもの作り技術が中小企 

    業内に蓄積される、 

Ｄ．新しいもの作り技術を活用して新分野の新商品開発が容易になる、 

Ｅ．研究者の信頼を得て、共同研究や新商品の共同開発に進むことが可能である、等 

一般に大学や公的研究機関の知的財産本部やＴＬＯなどと交渉を続行することは中小企

業にとって大きな負担になる上、共同研究費を大学側に支払わなければならない。 

それに比較して実験装置の試作受注は上記のＡからＥにいたる大きな利点がある。 

しかし実験装置の試作の受注を実際受けるためには、公的研究機関の試作関係者との深

い相互信頼の構築が不可欠であり、平成１４年度から熱心に研究会を重ねてきた「研究支

援事業検討委員会」の活動は効果的であったと考えられる。 

以下、その相互信頼を活用し如何にして試作の受注を受けたかを少し具体的にその概略

を説明する。 

 

１．５ 試作発注の推進成果と中小企業のマインドの変革の重要性 

試作発注の推進は２年間に亘る「研究支援事業検討委員会」の活動によって培われた公

的研究機関の工作センターの方々との深い信頼に基づいている。 

具体的には筑波大学、産業技術総合研究所、高エネルギー加速器研究機構などの工作セ

ンター担当者と県庁の商工労働部の絶大なご協力を得て、つくば研究支援センターで、平

成１５年６月から９月に亘って数回の試作発注説明会を実施した。 

試作発注説明会ではそれぞれの工作センターで試作発注をする場合の内容や機械加工や

試作製品の要求精度や品質、納期、支払い方法などについて具体的な説明がなされた。参

加企業は茨城県商工労働部工業技術課の優良企業推薦書を有する中小企業を中心にして毎

回２０社以上であった。 

しかし中小企業にとってはこれら大型の公的研究機関への出入りの経験が不足しており、

試作発注説明会のみでは受注契約にいたることが非常に困難である。 

そこで茨城県は平成１５年１０月に８人の産学官連携コーデネーターを急遽雇用し試作

発注の促進に着手した。 

この８人はいずれも大型研究機関や大会社の研究経験を有する経験豊かな研究者や技術

者であり現役の研究者と直接交渉する能力を有している。 
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現役の研究者から試作依頼注文を取り、茨城県の推薦する中小企業へ試作内容、要求さ

れる精度、品質を分かりやすく説明し、受注させるという手順を根気良く重ねていった。 

この具体的な推進方法は「研究支援事業検討委員会」の関係者によって提案され、県庁、

筑波大学、産業技術総合研究所、高エネルギー加速器研究機構、物質・材料研究機構など

の協力によって強力に推進された。 

この経験から試作品受注に対する中小企業のマインドと対応の変革の重要性が鮮明とな

ってきた。 

その原因は以下によると考えられる 

A. 製作経験の無い新しい実験装置を作ることはリスクが大きく 

受注に積極的ではない。 

B. 受注活動する専門的な営業マンがいない。 

 従来の下請け業務では、受注やセールスに関しては経営上それほど重要視されていなか

ったが、独立経営を念頭に、より多くの顧客と自社技術とのマッチングを求めて、不特定

の相手と折衝する場合、専門の営業マンが必要であり、特に大学・研究機関のように一般

企業と異なる営業プロセスを必要とする場合には、その方面の事情に通じた営業マンが望

まれるということを、経営者が認識することが必要と考えられる。 

 

１．６ 公的研究機関・大学の試作受注と次世代もの作り技術の向上の重要性 

我が国を特に中小企業による技術開発基地、試作基地にするためには続々と新しい実験

装置を考案する先端的な研究者に密着して、その発注をうけ、柔軟に設計の改変を研究者

へ逆提案をすることにが非常に有効な方法である。 

従来の我が国のもの作り技術は精密金型、あるいは半導体集積回路の製作のように超微

細加工技術を世界に誇り他国を引き離していた。しかしこれからのもの作りはこの超微細

技術に加えて少量多品種でかつ全く新しい機能を有する商品を開発して行かねばならない。 

この時に当たって大型研究機関の集積しているつくば地域の地域的優位性を「試作受注」

という方法で活用し、中小企業の技術力の飛躍的な向上が期待できる。 

以上、本章においては、本調査研究を進めるに当たって、現在我が国の機械産業がかか

える諸問題、特に中小企業の問題点と生き残りのための方策等について考察し、本調査研

究の主題について概略を説明した。 

以下各章において、各論的に詳細を述べる。 

―　１１　―



 

 

第２章 茨城県及び公的研究機関・大学における地域企業の育成・活用促進活動事例 

  

 本章においては、地元県行政、独立行政法人研究機関等公的研究機関および大学におけ

る地域企業の育成・活用を促進するための活動事例を紹介する。 

 

２．１ （独）産業技術総合研究所における地域企業の育成・活用促進活動 

  

 つくば研究支援センターが行っている「研究支援活動の促進による産業の活性化をはか

る」事業の一環として、平成１５年６月２７日つくば研究支援センターにおいて、茨城県

商工労働部主催で産業技術総合研究所（以下産総研と省略）の研究関連機器業務の外注事

例紹介説明会及び産総研研究環境整備部門テクニカルセンター工作施設の見学会が開催さ

れた。当日は、本田産総研ベンチャー開発アドバイサーの「産総研の研究用機器、支援業

務の発注概要と研究者との人間関係の重要性について」講演があり、引き続き産総研テク

ニカルセンター樹神副センター長の「産総研が外注する仕事の概要及び受注するための要

件、問題点等」の講演が行われた。 

 講演の内容は次の通りであった。 

 

２．１．１  産総研の研究支援体制（研究装置・部品等の試作関連） 

  ２００１年４月に旧工業技術院傘下１５研究所を集約して発足した産業技術総合研究所

では研究支援部門の効率的運用をはかるため集中化を行った。 

 主に技術的な研究支援を行う組織としては、ネットワーク管理・通信情報管理・電話管

理・大型計算機の管理運営を行う先端情報計算センター（ＴＡＣＣ）、それに液体ヘリウム・

液体窒素の安定供給を行う極低温エネルギーセンター、そして研究装置等の試作・有機物

質の分析を行うテクニカルセンターがある。テクニカルセンターはつくば地区の旧工業技

術院傘下６研究所の試作部門と分析部門を集約して、産総研発足と同時に業務をスタート

した。 

 

２．１．２  テクニカルセンターの業務 

 テクニカルセンターは研究装置の設計及び試作、試験加工及び試作についての技術相談、

外注斡旋等を行うとともに有機物質の分析及び解析、それらの技術相談等を行っている。
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試作業務についていえば産総研３０００名以上の研究者（常勤職員および産学官連携研究

者、学生、企業研究者を含む）の全ての依頼を受けつけているのではなく、主につぎの項

目に該当するものについて試作依頼及び技術相談を受け付けている。 

・知的財産保護の必要がある場合（研究内容の秘匿性） 

・研究の遂行上、早急な対応が必要な場合 

・試行錯誤が必要な場合 

・継続性が必要なものの場合（ノウハウの蓄積が必要な場合） 

・研究装置等でメーカー等が倒産等で無くなっている場合や外国製研究装置類の修理・改

造等で外部に依頼しても引き受けてもらえないものや著しく割高となる場合。 

・頻繁にレスポンスを行う必要がある場合、研究者の研究スケジュールに対応できる態勢

をとっている。 

 ・ノウハウが必要な装置の設計（製作は外注） 

 上記以外は外注としている。外注を行う場合は研究者が直接外注業者に依頼する場合と

テクニカルセンターが外注の斡旋を行う場合がある。  

２．１．３ 外注時の問題点                                                 

  試作装置等を外注で行う場合、次の点について問題がある 

（１）外注業者によってかなりの価格差がある 

 （例）研究者が直接、外注業者に加工依頼したが、請求額がかなり高いので、テクニカ

ルセンターに相談にきた。テクニカルセンターで積算したところ、一般の外注業者の２倍

程高かった。テクニカルセンターで加工時間計算を行い、業者に積算根拠（加工時間単価

Ｘ加工時間）の明細を要求したとろ、かなりの値引きを行った。他にもこういったいいか

げんな業者がいた。原因は工作加工等の知識が無い研究者の足下を見た料金要求であり、

こういうことをしていると信用を無くす。 

（２）試作品によってはオールマイティの必要がある。 

 研究装置を製作する場合は、これしかできないという業者はあまり利用されない。研究

装置はいろいろな要素（真空・高圧・高温・低温・特殊ガス雰囲気・非磁性・強磁性・通

電性・不導体・高熱伝導性・熱遮蔽・高速・低速・耐放射線・光学等）が必要な場合が多

い。 

（３）レスポンスが容易なこと 

 研究途中で変更等が多いため、レスポンスが容易な必要がある。 
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（４）材料・物質等に詳しいことが条件となる場合がある 

 同じような装置でも目的等によって、材料・部品等を変えなければならない。また特殊

な材質の加工等も多いので、材料の知識が必要。 

（５）ある程度科学的知識がある方が有利 

 研究者（分野）によっては装置作りに不慣れな人がおり、説明等が要点を得ない場合が

ある。そのために、ある程度その研究テーマ等を理解し、用途等を勘案し、設計製作を行

う必要がある。 

（６）試作依頼を受けるためには、受注担当者が設計知識、加工知識、材料知識等の造詣

の深い人ほど有利。 

 多忙な研究者にとっては、時間がかかる打ち合わせや、頻繁なやりとりには時間を割く

ことは避けたいと思っている。依頼するときには短時間で簡単な説明でもその意図を把握

して欲しいと思っている。 

（７）迅速に対応できること 

 早急な対応が必要な場合がある。とくに実験途中で必要性が生じた装置・部品等や大型

研究施設を使用する実験棟で必要となった部品等は期限が決められるためそれに対応でき

ること。 

（８）受注するときに注意が必要 

 同じような部品や装置でも用途が違ったり、使用する研究者が違う場合は、それに対応

したものでないと受け入れられない。 

（９）契約時の問題点 

 産総研は国の予算で運営されており、国家会計法に準じた運用をしているため、会計上

の制約がある。 

 高額（２００万円以上）な試作品だと入札となる場合がある。 

 同一業者に続けて注文ができない場合がある。 

 高額になる試作品の場合、業者登録が必要となる。 

 入札には企業のランク付けがある 

 年度末近くになると、納期等が重要となる場合がある。 

（１０）試作業務は儲かるか？ 

 少品種大量生産はほとんど無く、多品種少量生産が主になる。安価な部品１ヶの製作依

頼もあり、儲からない場合も多いが、これに対応できないと大きな受注も受けにくい。だ
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からといって単価の安い加工をやったからと行って、もうけが見込まれる試作品の注文が

来るとは限らない。試行錯誤して作るものが多く、失敗が多いため、儲からないと思って

良い。 

（１１）研究者の任期制 

 現在の産総研は研究の流動化促進のため任期付き採用の研究者が多くなった。このため

加工企業と顔なじみになり、業者が研究者の信頼を得ても、数年で入れ替わる場合があり、

また一から信頼関係を築かなければならない場合がある。 

（１２）うちはここが売りというものがあった方が有利 

 他の業者ができないこと（但しできるだけリーズナブルで）や、やりたがらないことを

引き受けることは研究者との信頼関係を築くことで重要。  

（１３）外注時の対応 

 上記に対応するには少人数の加工業者一社では対応が難しい。業務別の数社がまとまり

対応するとよいと思われる。またそれらを纏めるプロデューサー（知識と技術のある人）

が必要であろう。とくに研究者との接点になる人は重要である。但しこれらの人を数社で

雇用したとしても、人件費負担はかなり大きいと思われる。この業務は研究交流センター

等の公的機関が雇用する必要がある。 

 

２．１．４ 産総研の試作関連の主な外注カテゴリー 

（１）設計 装置設計（加工も含む場合が多い）・回路設計（回路製作を含む場合が多い） 

（２）表面処理   メッキ、熱処理, 研磨, 蒸着, 塗装、テフロン表面処理加工  

（３）微細加工   エッチング・リソグラフィー等の微細加工 

（４）微細穴加工（内部処理不可能な０．１ミリ以下の極小径） 

（５）研削・研磨 平面研削・円筒研削・治具研削・ポリシング・バフ研磨 

（６）特殊加工 レーザー・電子ビーム加工・圧接加工・クラッド        

（７）成型加工    アルミダイキャスト・プラスチック成形加工・光造形 

（８）一般板金、 精密プレス加工 

（９）接合 特殊ロー付け（真空ロー付、水素ロー付・銀ロー付け等）・金属溶接および      

アルミ溶接・  金属架台製作・圧接加工・クラッド 

（10）プラスチック（アクリル他）接着・溶接・組立・磨き 

（11）電気工作・電子回路  制御盤設計製作, プログラミング, 電装, パネル製作 
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   ・回路製作 

（12）特殊材料加工   セラミック・石英・ガラス加工・宝石加工（サファイヤ・ダイヤ    

モンド等）  ゴム製品加工・木工製品 

（13）一般工作機械による加工（フライス・旋盤・放電加工等）  内部処理不可能な大き   

さのものや汎用性のたかいものを外注としている。 

（14）計測  三次元計測・位置計測他  

 

まとめ 

 ６月２７日の産総研における地域企業の育成・活用促進活動 外注事例説明会開催のあ 

 とに１１月１３日茨城県テクノフェア会場内（カピオ）で県内８社の個別企業面接を行っ

た。（筑波大 京藤、産総研 樹神が面接対応）。 

 また１２月４日に(財)日立地区産業支援センター主催の産総研と日立地区中小企業との

技術交流会を産総研に於いて行った。概要は  

１）産総研並びにテクニカルセンターの概要紹介 

２）テクニカルセンターの見学会 

３）テクニカルセンターの加工技術紹介    レーザ増幅器等の多重楕円鏡面加工他 

４）テクニカルセンターからの発注案件事例紹介 

５）質疑応答 

  

 以上、今年度３回にわたり、説明会、企業面接等を行ったが、ただ単に仕事が欲しいと

いう企業と（ネガティブ）、自らの向上（ポジティブ）を目指して研究所試験研究機器の試

作業務を行おうという企業では差が出るし、自分たちの持っている技術力に自信のある企

業との差も感じることができる。その後説明会や交流会に参加した企業の方達が産総研を

訪れるが、技術力のアピールの仕方がまだまだの感じがする。他県（都）からくる企業は

実際に手がけたもののサンプルや現物を持参し説明する場合が多い。これは展示会などで

も同じことがいえる。我々（研究者も含め）は物を見ればその技術力はある程度わかるの

で（百聞は一見に如かず）、パンフレットやカタログを持参するよりもまず現物をみせるこ

とが大事であると思う。 
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２．２ 筑波大学における地域企業の育成・活用促進活動事例 

２．２．１ はじめに “平成１５年度工作センターの活動” 

 筑波大学工作センターは全学の学系、研究科及びセンター等から研究・教育機器の製作

依頼を受け、その依頼内容に適合した品質・性能の機器を製作提供することをその任とし

ている。これに付随して依頼者の要求に応じた材料・副資材等の供給も行なっている。ま

た試作活動と並んで教育活動も一つの柱であり、学類授業における講義、実習指導や通年

で実施している機械実技講習会等により全学を対象とした支援を行っている。組織的には

機械工作（4名）、ガラス工作（2名）と 2部門に分かれてこれらの業務を遂行する。 

他大学と異なり当センターは試作支援に大きな重点を置いており、最先端の研究に必要

な本格的な機械装置、真空装置の製作を得意とする。単なる加工に留まらず、調整検査を

含む完成度の高い実験装置を内作により安く学内に供給し、研究者の高い満足度を得てい

る。 

 最近では、他大学からの依頼も増え技術的に非常に高度な加工や複雑な曲面加工等も

センター内部で手法を開発して需要に応えている状況である。また様々な業種のメーカー

からの技術相談にも応じている。 

一方建学３０年を迎え全学的な問題ではあるが、課題も山積している。施設面において

インフラ、特に空調設備の老朽化が進んでおり大規模な改修が必要となっている。当セン

ターの場合、工作機械の精度維持が必須であり、施設当局に依頼したが基本的には独法化

以降は個別に対応を迫られることになるので、センター独自で改修を行うこととした。こ

のような費用を独立採算で賄うには収入源の確保が必要であり、この為にも先ず製作依頼

数の拡大が必須であり短納期・高品質を今以上に推し進める必要がある。またこれと併行

して利用料金体系の検討や、外部資金をセンターとして如何に取込むかという課題も存在

写真２．２－１ 工作センター正面玄関     写真２．２－２ 機械工作棟内 
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するが、学内サービスの充実の観点に立って慎重に見極める必要がある。 

ここ数年の内作の傾向を見ると、新規のオリジナル図面が減り、替わりに追加工や溶接

作業等の応急処置的な細かな仕事が増えている。また外部業者設計品の持ち込みもあり、

研究者自ら設計する時間が非常に減りつつある印象を受ける。図面に対する理解度も学生

の場合に低い。仕事も単発的である。これは一種の｢もの離れ｣が大学にも広がってきたの

ではないかと危惧するが、若い研究者の多くはシステムやソフトウェアを研究対象として

きており、一方、創立期のベテランはものつくりの研究テーマが多く機械設計を一通りこ

なし、自ら設計図面を書くことが出来るが、管理業務が多忙であったり、退官を間近にし

て現場から離れつつあるという年齢的な背景が大きく影を落としている。 

これに対してセンター職員の側も同じように高齢化の波を受けており、定員削減の割当

とも重なって、次代を担う若い技能者が全く存在せず、将来ものつくり支援が深刻な事態

になる可能性もある。独法化を迎えてこれらを前向きに乗り切る為にも、地域製造業者と

の連携によって外注体制を完備し、学内需要を十分に満たすことが今後大きな方策の一つ

であることは間違いない。 

総合的に見ると、本学の試作支援体制は現在の所、高いレベルを維持しているが、これ

は在来機を豊富な経験と工夫で操る技術職員の努力によって支えられているものである。

つくば地区の他の研究機関と異なり、当センターで保有しているのは一般的な汎用機のみ

である。十分な測定器類を備えているとは言い難い。町工場並みの設備で精度・操作性の

良好な実験装置を作り得るのは、様々なカテゴリーの製品つくりを経験し、易しく作るた

めの共通なノウハウを蓄積してきたからに他ならない。またその為の設計指導も強力に進

めている。今後更に研鑚を積んで作業効率の改善に努め、高度の加工技術に挑戦すると同

時に、ユーザの声を反映した業務拡充を図る所存である。 

[試作支援] 平成 15年度については受付件数

は機械工作 320件で前年に比べてやや減少、

またガラス工作は 500件で前年並、材料支給

160 件でやや減少であった。補助的に使って

きた外注製作比率は約 37％である。 現在納

期は概ね１ヶ月で推移しており、ユーザから

の要求にほぼ応えている現状であるが、昨年

6～7 月には２ヶ月を越え外注依存率が一時
写真２．２－３ ガラス工作品棚 
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90％以上という高率になった。これは来年度の独法化を控え手持ち予算の早期執行を考え

た傾向と考えられる。そのため例年、年末は依頼が殺到するのであるが、本年度は大きな

増加がなく、試作活動が前倒しになったことがはっきり判る結果となった。なお当センタ

ー利用者は広く全学に分散していて、学生を介しての依頼がかなり多く、機械工作部門の

場合本年度は、機能工学系、物質工学系等学系研究室からの製作依頼が多くを占めた。ま

たガラス工作では化学系の利用が半数に迫る。 

科研費等の補助金による設計・製作はほぼ全部が外注手配となり、依頼は年間で数件で

ある。比較的大きな装置類の試作が多く、取扱い金額としては大きい。時期的には採択結

果が出る 6～7月に集中的にくることが殆どである。一方公開工作室の利用については残念

ながらここ数年低迷が続いている。作業内容は概して単純であるが既に各部門毎の工作室

が全学に分散している事と、当センターが装置類の受託製作を主たる業務とする印象を持

たれている事もあると思われるが、利用者の多くは次で触れる実技講習会の修了者である

ので工夫をして利用拡大を図る必要がある。 

[教育支援] 教育支援の一つの切り口として技術教育や技能講習会の開催がある。例年夏

期休暇を利用して行われる教職員・学生対象の機械工作の実技講習会が、昨年より通年に

分散実施した結果、希望者が全員受けられるようになった事、指導を担当する技官への集

中的な負担も軽減され、引き続き改善効果があった。 一方、専任教官等による授業担当

は今年度も継続している。（工学基礎学類基礎実験、工学システム学類：機械設計Ⅱ、設計

計画論、ロボコン）ガラス工作については、自然学類の実習授業がカリキュラムに組み込

まれている。 

[環境整備] その他の活動として、先ずソフト面ではホームページ等を介して利用拡大を

図っており、現在各種設計資料を公開している。また RA（大学院生によるリサーチアシ

スタント）の採用により、これらサーバーのメンテナンスと共に工作依頼業務全般の電子

化も継続検討している。工作設備の整備では、ユーザから希望の多い小型ワイヤー放電加

工機を平成 15年 3～5月に導入した。またフライス盤テーブル類、高速スピンドル、各種

治工具の整備補充を実施した。 

[独立行政法人化後の体制] 当工作センターは改組されて、周辺の 4センターと統合した 1

基盤センターになることが決定している。また所属としては独立センターとして大学本部

直轄となる予定である。 然しながら、具体的な運営方針は現在のところ殆ど未定であっ

てここ１年間の間に徐々に固めていくと考えられている。従って、当センターの最大関心
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事である、予算の振替の問題や、外部製作の取り込みについては当面（１６年度中）は大

きな変化はなく、従来どおりの運用になる予定である。既に各教員に配分される研究費（一

般校費）の基礎部分を大幅に削り、研究プロジェクト単位の集中配分に切換える方針が決

定しているので、一時的に資金が外部に流れたり、基礎研究の部分が停滞する懸念もあり、

利用者の減少が懸念される。 

 

２．２．２ 試作外注案件 

 本年度は試作依頼がかなり前倒しになり、６～９月に外注依存率がピークとなった。当

工作センターは基本方針として、概ね１ヶ月以内の納期指定の試作は外注扱いとし、主と

してつくば市周辺の中小企業及び京浜地区を中心に発注を行っている。殆ど全数が組立調

整を伴わない単品の機械加工品製作であった。本年度外注依存率は依頼件数全体に対し

37％であるが、これは工作依頼に何らかの外注を含む件数割合である。その中での全外注

の割合は 55％位であった。なお緊急性の高いと認められる工作についてはこれまでと同じ

く内作にて対応する。また内部に設備を持たない特殊作業は全て外注である。具体的な項

目は以下のように規定している。 

［外注扱いの範囲］ 

支払い区分による制限の他に次の場合は外注とする。 

・数量の極端に多い製作 （ものによるが大凡 100 個以上） 

・内部製作よりも、安く出来る場合（例えばレーザー加工） 

・JIS 等の規格品、知的財産権のある製品（ライセンス契約済みのものは別） 

・フレーム架台の製作、製缶その他特殊技能・設備 

・特急扱いの指定で、他の依頼製作に及ぼす影響が大きいとき 

多くの利用者にとって公平になるように、また民間製造業者の知的財産権を守る立場から

の制約である。 

［当センターにおける主な外注業種］ 

・メッキ、熱処理、研磨、蒸着、塗装等の表面処理 

・電極放電加工、ワイヤー放電加工、エッチング・リソグラフィ 

・研削加工、円筒研削、治具研削、高硬度金属の研削加工 

・電子ビーム、レーザー加工・溶接 

・一般板金、精密プレス （ロール成形、へら絞り、鍛造） 
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・特殊ロー付け、半田付け、アルミ溶接 

・金属架台製作 

・制御盤設計製作、プログラミング、電装、パネル製作 

・電子回路設計製作 

・プラスチック（アクリル）加工・組立て・磨き、ゴム製品加工 

・セラミック製品（ガラス含む）特殊製作 

外注に際しては代理店を排除して出来るだけ直接取引きを心掛けており、次のような項目

を具体的に明示していただける企業に絞って発注をしている。 

製造業務 

・内部保有の加工設備一覧 

・直接部門の従業員数 

・加工機別の（規定しているのであれば）賃率 

・量産主体か少量対応可能かの区別 

・加工のみか、設計組立もやるか 又設計賃率は 

・研究機関との具体的取引実績 

設計業者（メカ・電気） 

・個人か/会社組織か 

・設計賃率 

・保有ＣＡＤ 設計ツール 

・取引先代理店の有無 

・設計のみか/装置検収まで含むか 

学振科研費や共同研究等の外部資金による試作は全て外注扱いとなる。今年度はこれに

該当する試作依頼が十数件あり、その内 100 万円を越える比較的大規模の試作装置製作が

４件あった。その内の２件が第３章２．３において紹介されている。外部資金による試作

依頼では単純な部品製作というのは少なく、設計を含むものが殆どである。また科研費支

払いの場合は、時期的に集中することが多い。当然、内部の設計サービスだけでは手にお

えず、大部分の作業を専門の設計業者に頼むことになるが、良い人材が無く今後独法化で

外部資金による試作の割合が増える状況を考えると何らかの対策が必要である。 
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２．２．３ 研究支援事業検討委員会ワーキング部会 

 昨年度に引き続き研究支援事業検討委員会委員を仰せ付かり、一年間地域支援を要請す

る立場で様々な活動に携わる事となり、８月７日の第一回会合に参加した。席上事務局よ

り、筑波大学を含む国立研究機関３部門を中心としたワークショップを立上げ、支援事業

検討の具体的トライアルをやりたいとの提言が正式にあり、筑波大学としては技術啓蒙的

な活動よりもむしろ、日々直面している外注依頼案件を中心にケーススタディを行う事で

具体的な実績を積み上げる方針を説明し、早速キックオフの運びとなった。 

筑波大学ワーキング部会委員には、いばらきサロン舘氏、林創研社長林氏が任命され３

名を軸に活動することとなった。一方この会議に先立つこと７月３日には茨城県主催によ

る｢筑波大学の研究関連機器・業務の外注事例紹介および受注用件等説明会｣（以下略して

外注事例説明会）がイベントとして開かれ講師として参画した。（詳細は２．２．４）この

ように早い時点で動いたことで、本年度後半の本学における外注業務が非常に円滑になっ

たことを実感している。当ワーキング部会のミッションとしては具体的案件に特化して 

・ 試作案件の発注先選定  

・ 技術開発案件のコーディネート活動 

・ 緊急試作案件の対応 

の項目を重点的に追求することにした。１２月までに２案件を取り上げ、一つはワーキン

グ部会メンバーにマネージメントをお任せして当事者になって頂いたプロジェクト（全権

委任丸投げ型）と、もう一つは工作センター主導型の従来型の外注プロジェクト体制と２

通りの方式で望んで結果を問うこととした。また後者のプロジェクトには１０月１日より

筑波大学対応の産学官連携コーディネータとして小谷純久氏の着任を得て強力な推進活動

を展開して頂いた。なお小谷氏にはこの２つのプロジェクト支援の他に、技術的に入り組

んだ試作課題や、年末の緊急外注先について業者橋渡しに奔走していただき、当ワーキン

グ部会及び工作センター研究支援業務の大きな力となっていることを付記したい。 

その他イベントへの参加として、｢テクノフェア２００３ inつくば 個別面談会｣ つく

ばカピオ１１月１３日、研究支援センターブースにて産総研ワーキング部会長樹神委員と

共に県内企業の営業担当者と面談を行い、試作業務に有益な情報を得た。 

 

２．２．４ 外注事例説明会報告 

 ７月３日につくば研究支援センター内ホールにて開かれた。主催者である県商工労働部
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の挨拶の後、大部分の時間を頂戴して工作センター業務内容の説明及び最近の外注事例に

ついて解説を行った。（設計事例 図２．２－1参照）県内及びつくば市周辺の多くの企業

担当者の参加を頂き、関心の深さを実感した次第である。 

会では説明を一通り終わった後、初めての試みとして次節で触れるような見積課題の概

要説明を行った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この後、試作受注を希望される企業と面談会を行い、事前に申し込まれた会社を中心に業

務内容や製作事例などの内容紹介を受け様々な情報交換を行った。またその中で見積課題

に対する回答を後日提出して頂くことを要請した。参加者には思いのほか大きな刺激があ

ったようで活発な議論の時間を持つことが出来た。 

［見積課題］ ケーススタディ結果 

 現在検討中の案件も含め、参加企業の実力や意欲などの指標を得るために初めての試み

として、事前に実際の課題を出題することを事務局にも相談し、説明会の最後の部分で見

積用の図面スライドを紹介した。また参加者（希望者）へはコピーを事前に配布してある。

このように現物が与えられると、型通りの会社案内や製品紹介だけによる接触に比べては

るかに多い情報が得られ、これに対する様々な反応や見積書の提示があった事から、会社

の本当の姿を知る意味で極めて有効であった。 

図面はいわゆる教科書的な型通りのものでなく、表記が不完全な物や加工のことを全く

図２．２－1 事例紹介スライド 
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知らないで書いた図面も含まれ、品物の意図するところを深く読み取らなければ高い見積

にもなる、やや意地の悪い実戦課題である。 他の研究機関と異なり大学の試作では、全

くの初心者である学生が書いたものや、遥か昔の材料や加工の事しか教わっていない研究

者の書いた装置図面が多い現状を考えると、今回の課題は特に例外的なものではない。今

後新規業者との取引を開始するにあたっては、この種の手法を取り入れて多角的に評価し

たい。 

課題 

①軸受台Ａ部1 ：軸受台   

②丸軸 

③ケーシング1Ｂ （人工心臓用ポンプ部品） 

④円形導波管 

⑤Ｃ-リング 

上記５点、いずれも全くタイプの異なる機械図面である。これは最近筑波大学ユーザか

ら依頼のあった製作依頼の中で、主として納期・支払い等の関係で外注扱いとした案件の

中から選択したものである。参加企業には全部に回答しても良いし、得意なもの１点を選

んでも良いと案内した。何れも技術的にはやや難易度が高く、高精度の機械を持っている

だけでは手が付かず、汎用機を自分で工夫して使いこなす実力と経験を持った作業者でな

いと高い見積になってしまう、という課題である。治具設計の手腕も当然問われる。大学

としてはこのような量産発注の期待出来ない一回限りの試作を、無理をせず楽に安く（速

く）作れる業者を歓迎する、という意味で出題した。以下に其々の課題の狙いと、実際の

結果を示す。 

<見積課題１> 軸受台Ａ部 1 ：軸受台 

材質はＦＣ200 鋳鉄で製作数量は３個で

ある。現実にはその後、他の大学で同じ

物を製作したいとの追加発注があり、全

部で 10個程製作している。材料指定でも

分る通り教科書に良く出ている一昔前の

鋳物図をそのまま書き写したような学生

の図面であり、これを正直に取るかどう

かが最初の分かれ目である。用途は高速
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回転軸の軸受（単列深溝玉軸受）支持用の背の高いブラケットである。この図には無いが、

ベアリング外周保持穴径にはＨ７公差が入っており、その中心軸の基準面からの高さには

100 分の２という驚くべき数値が入っている。第 2 のポイントはこの数値をそのまま受け

取るか技術内容に言及して適当な値に置き替えるかである。材質変更を申し出た企業は７

割程であったが、この点を質問してきた所は殆ど無かった。結果ははっきり分かれ、マシ

ニングセンター等で図面通りの絶対精度を追求する方針の高い見積と、精度の難しさを余

り気にしないで出した安いものと２通りとなった。両方とも不正解であるが、実際に発注

した所は大田区の中小企業で、その会社からはこのワークの目的と他の部品との関係につ

いて様々な質問があり、結局旋盤加工を主体とした汎用機で 2次加工し、素材は数量とコ

ストの関係で FC 材鋳物を採用する事で単価約 2 万円で納期は２週間であった。使用温度

にて精度は十分な結果であった。 

<見積課題２> 丸軸 

課題１に関連した回転軸である。ポイ

ントは軸の長さと細さである。それと

｢つば｣形状が両端にあり、設計に慣れ

た者であれば、このような段付き形状

は絶対に避け、直径を吟味してストレ

ートなｈ７のロッド材を購入するか、円筒研削で気長に仕上げ、両端の段付きは別部品と

してあとから挿入して 2次加工でやる。今回は実験の性格上その構造が許されないとの事

で敢えて一体加工の指定であった。これに関しては最初から見積をあきらめた企業が８割

で、振れ止めを付けて少しづつ軸方向にずらして何本か製作し選別で残すというやり方が

残り２割であった。この品物も実際には前記、大田区の業者に発注した。手法は敢えて述

べないが、製作方針を同社から聞き、納得の上お願いした。単価は１万円を切った。この

実験は軸振れが少しでもあると異常振動を起こし危険なものであったが、幸いにも条件を

クリアした。これも追加発注があり同様の結果を得ている。 

 

<見積課題３> ケーシング 1Ｂ （人工心臓用ポンプ部品） 

この仕事は以前に機能工学系山海教授より依頼があった品物であり、当時産総研との共同

研究で人工心臓に特別なセンサーを実装したものが欲しいとの要求で、実際には筆者自身

が設計し工作センター内部で加工製作を行った物である。NC 加工としては決して難しい
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部類ではないが段取りに工夫が要る。数

社見積が出て、内作より少ない作業工数

の所が２社程あり、将来受注の可能性が

ある。ただ材質が PC で接着及び表面磨

きに難点がある材料であり、今回血栓の

付着を防ぐ為に内部は鏡面で仕上げ、接

着面は引け或いははみ出しを最小限に抑

える要求が出ている。アクリルではこの

ような技術が確立されているが、PCでは難しく、良い面が得られない。この件については

当日何社かに問い掛けたが、核心をついた回答は得られなかった。 

<見積課題４> 円形導波管 

この課題が唯一オーソドックスと言

えるものである。図面をみて、真空

用途の為相応の仕上げと検査が要求

されることを理解することだけがポ

イントである。見積に応じてきた企

業は全てこの要領を理解しており、

真空容器の発注については各社問題

無いことがわかった。見積金額も妥

当なものであった。 

<見積課題５> Ｃ-リング 

これは当センターで開発中の液体ヘ

リウム移送管に使われる断熱用のス

ペーサで、低温耐熱性を要求される

ためエンプラの一種の PI という樹

脂を用いている。バネ性を求めるた

め一部切り欠いてCリング状となっ

ている。一台の装置につき 200～300

個使われるため機械加工で 1個づつ

作ったのでは単価が上がる。逆に射
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出成形では数が少な過ぎて金型を起こすには至らない。また軟化点が非常に高いため金型

費用も高額になる。希望単価は２０円以下（量産時）であるが、今回全くこの値には近づ

かず高いほうに大きくばらついた。結果的には都内の外注で板材のマシニング加工で 200

円（400個製作）で入手した。確かに PIや PEEK専門の成形業者は存在するが、この程度

の数量は相手にしてくれない。何か一工夫が必要で、当方としても検討中の技術であるが、

残念ながら結論は得られていない。当日も参考となるコメントは無く当地区の企業もこの

種の数物を非常に苦手としていることがわかった。 

以上これらの課題提示に対し、当日の質疑応答の後、概ね２週間以内に各社より見積回

答があった。いずれも技術内容を確実にとらえ、かつ会社のカラーが明確に出た誠実な内

容であった。今回の案件が具体的に受注出来なくとも、各社に対し近いうちに具体的案件

をご相談することでご了承いただいている。 

―　２７　―



  

  

２．３ 高エネルギー加速器研究機構における高度加工技術講習会 

２．３．１ はじめに 

高エネルギー加速器研究機構（以下ＫＥＫと称す）は、機構内の職員、共同利用研究者

及び学生等が研究実験に使用する実験機器・装置の設計、加工、組立を担当し、併せて将

来の次世代加速器に関する技術開発研究を進める目的から、ＫＥＫ共通研究施設内に工作

センターを昭和４６年（１９７１年）設置した。今日まで、工作センターは多くの有用な

加速器に係わる技術を成果として挙げてきたが、このような開発し確立した技術の中に、

茨城県の開発型企業の将来を担う若手開発技術者に役立つ要素があると判断し、ＫＥＫが

必要とする技術を理解していただくために有効な方法をつくば研究支援センターと共同で

計画し、茨城県の開発型企業への支援活動の一環として、高度加工技術講習会を茨城県、

つくば研究支援センターと共同で開催した。 

 

２．３．２ 背景と内容 

ＫＥＫの機械系の分野に限れば具体的には、加速器という装置設計・製造の分野である

が、その中には、 

① 超精密加工、高精度加工 

② 加工部品の精密計測技術 

③ 拡散接合、ロー付け接合、異材質の接合 

④ 超真空技術、真空容器製造技術 

⑤ 超伝導（低温）技術 

⑥ 真空下の機械要素設計、高速回転技術 

⑦ 制御技術 

等が含まれた装置製造技術になる。加速器工学の場合、これらの技術レベルは、一般産業

装置に比べ非常にその数値が高い。例えば、加速管用セルの場合、その面粗度は拡散接合

工程のため０．１μｍから０．０５μｍ、であり、加速管装置内真空度は、加速粒子がそ

の進行をさえぎられないために１０－６ Ｐａ～１０－８Ｐａである。このような使用環境を

維持するため、加速器装置の加工には、超の付く加工工程が必要となっている。しかしな

がら目的（必要条件）を明確にして、加工工程を適切に選択すれば、加工レベル（仕様）

の達成は可能である。 

さて、国内の企業において９０年代までは、技術開発部門は、企業内での位置付けも高

―　２８　―



  

  

く、人員予算とともに積極的に開発環境が維持されてきていた。さらに開発部門であって

も年功序列・終身雇用という条件が与えられていたこともあって、開発部門担当者は、「個」

よりも「集団」の中での成果を発揮するように経営されてきていた。ところが、２０００

年頃を境に、長期不況期からの脱却対策の１つとして、各社社内環境が一変した。具体的

には、開発部門においては「集団」から「個人」への期待が、一層強く求められてきたこ

とである。このため、個人の開発能力の底上げが必要になった。この打ち手として、自己

行程表を作成し実行することが肝要でありこの結果は固有技術の確立に繋がることが各方

面で指摘されてきた。 

上記のようなＫＥＫの技術的要求と会社内環境変化の背景を踏まえて、この高度加工技

術講習会を講習と実習作業を取り入れた講習会として延べ３日間開催実施した。この講習

会の内容として下記の４つの技術テーマを準備し、対応した。参加企業数は、１７社であ

った。 

１）開発力向上技術。参加者２５名 

２）超高真空容器の溶接技術。参加者６名 

３）超精密加工技術。参加者８名 

４）ＮＣ機の加工プログラミング。参加者８名 

これらの技術テーマの内容を理解していただくことは、結果としてＫＥＫの必要技術を

理解していただくことに直結し、またＫＥＫの計画段階から種々のテーマに参画いただけ

ることが期待できると考えたからである。 

 以下、各技術テーマごとにその講習内容から要点を記す。 

 

２．３．３ 技術テーマ１：開発力向上技術――若い技術者へ期待すること 

 

・従来の企業内仲間意識と社内環境変化 

 バブルが崩壊して以来、１０数年間は企業の成長が低いままに推移したため、さらにデ

フレ傾向がはっきりしたこの数年間は企業努力をもってしても受注仕事量は増加している

が、いわゆる売上げ総額が下降するというかつて経験したことのない状況に直面してきた。

マスコミ等によれば構造改革の打ち手の効果が出始め、世の中は回復基調になるとのこと

である。 

日本国内の企業風土は従来、「皆が同じことを、同じ時期に行い、成果は蓄えられる、誰
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かが蓄えてくれている」風土であった。一方で「同じことをしない人には仲間はずれにす

る」こともよく言われた。この考え方は、年功序列・終身雇用の会社経営方針の時代には

非常によく合致し、日本は戦後復興を見事に成し遂げた。さらにこの考え方は、工業分野

の生産現場でも生きていた。この成果は、我々にとって世界へ自負できることの１つであ

る。しかし、技術開発の面から眺めると世界をリードした事例の中、生産現場の改善ほど

世に訴える例が数多くない。この理由として、新技術の成果は数多く存在しているが、日

本の場合個人の名前と成果が対になって世に出ないために生じるからかと思われる。        

日本人は、個人のオリジナリティを重要視せず、チームワークで完成されたことを評価す

るため個人の業績が表に出にくい事があるからである。これは企業内のノウハウ、資産等

を用いた研究開発体制に大いに関係しているが、どちらかといえば企業内での個人の評価

は高くとも、外部に対しては企業名（あるいは企業代表者名）が出る場合が多いと思われ

る。このような会社内環境であるため、開発部門に在籍している社員においてもグループ

の他のメンバーに頼って仕事をすること、いわゆる甘えがある（あった）と思う。 

一方米国は、個人重視の考え方が非常に明確である。いわゆるＩＤ（Identity）重視とい

う概念である。例えば組合に加盟していない会社（一般にジョブショップといわれる会社）

の従業員は、自分の給料と処遇を本人自身が経営者（またはボス、上司）と１年ごとに、

直接交渉するシステムになっているのが一般的である。 

日本では、自分の給料額を個人交渉する例は、会社組織の中ではきわめて異例であろう。

自分自身の給料を自分で交渉せよと言われると、たいていの人は躊躇する。他人の給料な

ら交渉できるが、自分のこととなると遠慮する。なぜか？ さらに、人任せであったその

条件が決まったらトータルで不満を言う。何でこんなに悪いのかと。次に他人と比較する。

決して自分の成果に対する報酬の比較はしていない。これが日本人の性格だと思われる。   

米国のジョブショップの開発部門には、仲間と行動をともにしたくない人がかなりいる

と思うが、会社自体（経営者）が当然のこととして本人の我がまま（日本人から見ると）

を、かなり許容しているようだ。個人が成立する、確立する環境が維持でき、本人から一

定の成果が出るのであれば、それ以外のことではとやかく言わない、干渉しない、という

経営者の姿勢であろう。しかもオリジナリティ重視の発想からチームで開発する場合でも、

各担当の個人的な意見は、そのチームリーダがよく聞く。またそれに対しては無視せず、

必ずレスポンス（応答）する。 
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・開発技術者への評価の変化 

日本の場合は、とにかく開発部門の個人評価は経営者と本人のアウンの呼吸のようなと

ころがあることが、良い面・悪い面であると考える。この点は経営状況が順調で、かつ開

発部門の成果が得られているときは非常に良いシステムであるが、一歩悪い方向に転がり

始めると具体的な評価ルールがないため、後味の悪い事があると思われる。 

このような規準不明な評価方法・評価基準はバブル崩壊までの日本の生産現場で非常に

重要な判断基準でありかつ当然のことであった。開発部門の評価も同様であった。しかし、

今日は全く異なる環境対応、価値判断が求められ、経営者は個人重視の方向に積極的に取

り組んでいる。従って、判断基準のずれから互いに大きなギャップを生じ、これを埋める

には必ずや相互理解をする必要がある。このことを正しく理解しなければ最後には経営者

と開発担当者間に大きなずれが生じ結果として不幸な自体が発生するであろう。 

要するにこれまで技術開発部門においては、集団の中の個人への管理が行なわれていた

が、今日の経営は個人の集合に対する経営管理である。このことを示す分かり易い事例は、

職場の電子メールがその代表的な事例である。電子メールが発信されれば、中間管理者は

不要になる。開発担当者は、経営者と直接話ができる。このことは、開発業務の仕組みが

個人重視の経営に組み替えられてきたともいえる。 

 

・個人重視の会社環境下での開発業務への取り組み方 

 なすべきことと自己行程表の作成 

さて、個人重視の会社環境になったこれからは、若手開発担当者は以下のことを実行し、

個人、アイデンティティを示してほしいと考える。但し、あくまでも日本の中の会社組織

での業務推進であるので、開発業務の枠が大きなプロジェクトになればなるだけ、自分の

ポジションを正しく理解して、周囲のメンバーとうまく協調対処して取り組んでいくこと

が大事である。 

① 個人の独自技術の確立、固有技術の確立。 

② 開発ポテンシャル向上努力。開発時間に制限があるため装置は外部から購入すること、

基礎加工技術を外から学ぶことも許される時代であるが、自助努力は忘れてはならない。 

③ 公的研究機関の活用、共同開発の推進。 

④ 学会活動、特許申請・取得活動の知的財産化推進。 
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である。これらの、基本目標を自己行程表の作成と実行によって達成することを提案した

い。 

自己行程表をいざ立案しようとすると簡単でない。そこで範囲を絞り、「自分は何ができ

るのか」ということをもとに、要は自分が現在の開発業務に関して、できることを箇条書

きに書いて見よう。個人のレベルは決して高いものでないので、結果に悲観することは不

要である。この箇条書きの項目について、今から自分の得意分野、好きな分野を押し広げ

ればいいので、それには今後例えば３年間の個人の開発、自己啓発の行程表（ロードマッ

プ）を作成していただきたい。この計画を実行するに当たり、会社に休暇がほしい、ある

いは出張させてほしい、長期海外研修、国内研修あるいは目的に合うプロジェクトの一員

に入れてほしい、など申し入れることがこの行程表の価値である。このようにして企業目

標に合致させながら独自技術の確立・固有技術の確立をしていただきたいと考える。 

 

２．３．４ 技術テーマ２：超高真空容器の溶接技術 

 ＫＥＫにおいては、真空度レベルが１０－６Ｐａから１０－８Ｐａの真空容器を必要として

いる。例えば加速管装置内部は、加速粒子がその進行を妨げられることがあってはならな

いことからこのような高真空を維持しなければならない。実験装置に多く使用されるアル

ミニュウム合金のＴＩＧ（Tungsten Inert Gas）溶接は、溶接技術として高度であること

と、同時にＫＥＫにおいて必要な技術であるのでこれをテーマとして取り上げた。 

アルミニュウム合金は、種類が多くＪＩＳの規格上１０００番系から、順に２０００，

３０００、・・・８０００番系まである。アルミニュウム合金は、他の金属に比べ機械加工

が容易であり軽量・強さもある点など利点が多いが、溶接が非常に難しい金属の１種であ

る。表２．３－１にアルミニウム溶接の特徴（困難さ）をまとめて示す。 
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 表２．３－１ アルミニュウム溶接の特徴（困難さ） 

＊ 表面層はＡl２Ｏ３で約２０２０℃（内部純Ａ の約６６０℃に比べ高い） 

＊ 熱伝導度が高く局部加熱が困難 

＊ 溶融温度が低く融け落ちやすい（Ａ ：約６６０℃） 

＊ 熱膨張係数、凝固時の収縮率が大きい 

＊ 比重が小さい酸化物の巻き込み 

＊ 溶融 Alは、水素を吸収しやすい     

―――＞ 

対策： 溶接機器の進歩 

 

ＴＩＧ溶接は、Tungsten Inert Gasのことでありタングステン電極を使用しシールドガス

には Ar,Ar+He ガスを用いる。 

溶接時の注意事項を 表２．３－２にまとめて示す。 

表２．３－２ 溶接時の守るべき事項   表２．３－３ TIG溶接の品質向上策 

 

 完成されたＴＩＧ溶接を得るには、溶接前、溶接作業中の環境にも配慮していただきた

い。代表的な項目を、表２．３－３に示す。 

 

さて、このような準備工程を経て、図２．３－１に示す課題装置のＴＩＧ溶接作業に入

っていただいた。各人工程ごとに基礎から実際の部品への溶接作業を講師の指導を個々に

受けながら、またできばえについては、他の受講者の批評，評価も都度受けながら実施し

た。その講習状況を写真２．３－１にて示す。 

 

＊適切な電極の選定 

＊同溶接棒の選択 

＊シールドガスの準備 

＊溶接対象部の表面状態の確認 

＊電源準備 

＊アースの確認 

＊切削油の使用を控える 

＊滑らかな表面を創る（事前準備、溶接時） 

＊洗浄後の十分な乾燥 

＊適切な湿度、温度の維持 

＊他の金属の混入防止対策 

＊シールドガスを乱さない換気 

＊目、皮膚の保護 

―　３３　―



  

  

 
 

     図２．３－１ 溶接対象部品 

  

                        

 

 

              写真２．３－１ 講習状況 
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実際に、作業完成後、ＴＩＧ溶接の機能検証方法の１つであるリークテスト（真空度試

験）を実施した。この結果、真空漏れが認められた装置、あるいは漏れ部分が判明した方

には、さらに、肉盛り部をリュータで除去し再溶接を実施していただいた。この繰り返し

で、各課題装置のＴＩＧ溶接講座を完了した。溶接の取り組み方としての基礎動作の修得、

及び最善の努力をしていただくことと、記録を残すことも実習中に理解していただいたと

判断している。最後に表２．３－４に溶接技術の心構えを申し上げる。ご参考にしていた

だきたい。 

表２．３－４ まとめ 五感（感覚）を磨く   

 

 

 

 

 

 

２．３．５ 技術テーマ：超精密加工技術―加速管用セル加工 

・加速管とその高精度が必要な理由 

ＫＥＫでは、実験機器等の高精度化にともない超精密加工の要求が高い。とりわけ加速

管にはその要求が高い。加速管とは、電場を形成する電極により粒子（荷電粒子）を加速

する装置で、加速器の主要部分である。現在開発している加速管は、次世代の加速管の開

発研究対象であるが、電子、陽電子を数百ＧｅＶまで加速し衝突させることにより、高エ

ネルギー物理実験をおこなう目的で取り組んでいる装置である。 

加速管内部は加速粒子が運動するが、この時アウトガスを嫌う。このアウトガスを発生

させる要因になる装置内（材質内部）に異物を加工中に噛みこむことを避けるため、純銅

材部品加工には天然ダイヤモンド工具を用いた切削による超精密加工技術を取り入れ要求

に対応している。 

実験装置である加速管において、例えばＸバンドのような非常に高い周波数（11.4GHz） 

でビームの性質を損なわずに加速させるためには±1μmの寸法精度と形状精度が必要と

される。また、この加速管は約６０枚の個々の寸法が異なるディスクから構成されており、

高精度で加工することはもとより、その精度を安定的に継続することが重要となる。 

 加速管空洞は、内部が単調な空洞形状でなく、粒子を加速するためアイリスと呼ばれる

視る・・・プール、輝き、溶接線 

聴く・・・交流アークの音 

嗅ぐ・・・におい 

触る・・・熱、温度 

味う・・・完成した満足感 
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くびれが各セルに存在する。従って、丸棒に内径穴を加工するようにはできず、くびれ部

で切断した円板（セル、ディスク形状）とする。高精度で仕上げられたくびれ付きの円板

を重ね、これを６０cm加速管の場合５３枚重ねて一本の加速管に仕上げる。先に述べたよ

うにアウトガス排除のため、セルの接合はロー付け等を実施する例を除き、いわゆる接着

剤は使用しない。いわゆる拡散接合法を採用している。この拡散接合のため接合面の平面

度、面粗さの超精密仕上げが必要になる。 

・加工時に発生する問題 

実際の加工では、工作機械の運動精度、工具刃先形状及びその転写精度、加工環境及び

周辺技術の管理が重要である。種々の誤差要因により加工精度の低下が発生する。加工理

論、加工技術、加工機の性能、環境による影響などを考察し、加工精度に影響する加工誤

差の要因を究明し、その対策を講じる必要がある。 

ディスク加工における加工誤差要因としては、加工機の運動精度、工具刃先形状の仕上

げ面への転写性、加工環境およびディスクを無歪で加工機に取り付ける方法などの周辺技

術が挙げられる。また実際の加工をおこなう場合、加工熱等により加工機に熱変形が生じ、

工具位置が変化することもありうる。 

これらの誤差要因を取り除くため、加工試験を繰り返しながら加工方法の確立および、

精度向上のための技術開発を行った。また、加工物の測定のための測定器の開発等を行う

ことも肝要である。 

・必要公差の考え方と加速管ディスク 

 高性能の加速管を製作するにあたり、加速管セルの機械的公差は、基本的に許されない。

しかし、このような考え方の場合、具体的なセルが加工不可能である。このため、 

① 公差の許容値とその根拠の明確化 

② 完成するまでの調整代の確保 

の 2点を課題として現在採用している。図２．３－５に加速管セルのモデル図を示す。 

図２．３－２は RDDSタイプのディスクを示す。空洞部断面形状は円弧と直線で形成さ

れている。また、各ディスクはわずかながら寸法が異なり、今までにない高電界加速管で

あることと、拡散接合によるディスク間の接合をおこなうため、加工時における切りくず

の巻き込み等による傷は避けなければならない。 

これらの加工に要求される精度は、寸法精度±1μm、円弧形状部の輪郭度 2μm、同軸

度、平面度 0.5μm、平行度 1μmおよび、表面粗さ 50nmRyなど高精度が要求される。 
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仕様 

φ61×～9ｍｍのドーナッ形状 

寸法精度      ：±1μm 

円弧形状部の輪郭度 ：2μm 

同軸度、平面度   ：0.5μm 

平行度       ：1μm 

表面粗さ      ：50nmRy 

 

図２．３－２：RDDS(Rounded 

Damped Detuned Structure)タイプの加速管ディスク 

（無酸素銅 ９９．９９６％、両端面の面粗度は、０．０５μｍ狙い） 

 

・超精密加工学の意義と波及効果 

数μｍの公差で部品加工が可能になれば、勿論コスト上成立するとして、加工の概念は

一変すると考える。設計者は、段階的公差を意識する必要がない。また、計測工程も不要

になる。何故か、加工精度がμｍの公差内に入る加工工程が確立しておれば、高精度が要

求されない項目の検査工程は必要ない（当然合格している）という理由である。 

波及効果としては、真空度環境が厳しい航空・宇宙機器への展開が考えられる。また、

社会的環境問題解決策のひとつとして、装置効率改善の面から高精度加工は避けて通れな

い事項である。この対象となる最も大きい分野は、自動車及び関連産業であるが、この考

えを根本から推進することが可能なのは、加速器工学での手法が候補の一つであると考え

る。 

 

２．３．６ 技術テーマ４：ＮＣプログラミング 

 ＫＥＫが取り扱う部品は、ロット生産でなく単品生産である。かつこれまで述べたよう

に高精度加工が要求される。従ってこのような各研究部門の要求に合致した部品製作を正

確に作り上げることを第一目標としている。ＮＣプログラミングは、新しい技術、手法で

ないが、このような開発環境におかれたＮＣプログラミングの開発手順は、開発部門で有

益なことと判断し、今回のテーマの１つに選定した。 
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 具体的な内容は、以下の２項目を取り上げた。 

（１） 式などで指定された加工面が存在する製作図面に対して、特別な器材を使用せず

現有工作機械に備わっている機能を用い、簡単に加工するプログラミングを作成

する技術。 

（２） このような機能が装備されていない制御装置においては、それらの数式をＮＣデ

ータに変換してＮＣプログラミングする。 

原則として、マシニングセンター、ＮＣ旋盤及びワイヤーカット機を取り上げ、ＮＣは、

Ｆ社製とする。さらに、パソコンを用いてＮＣプログラムの軌跡を確認する手法を採用し、

この方法でプログラミングの検証をすることとした。 

使用ソフトは、ＭＡＣＲＯ ＴＲＡＣＥＲ，ＮＣ ＶＩＥＷＥＲを用いる。以下、講習例

題の中から、３例を紹介する。 

課題１：厚さ２ｍｍで長さが１５０ｍｍ、幅０．２ｍｍ～任意 

    の短冊状の部品を任意の枚数、製作する。 

例題２：パターン加工（ボルト穴のもみ付け）、任意の円周上に任意の個数のセンターもみ

をする。 

例題３：曲線 R=41.65(1-COS(πX/340)+0.32＊SIN∧2(πX/340))＊(18.675/2) 

を加工する。この対象部品の概観写真を写真２．３－２に示す。検討課題図面を図

２．３－３に示した。 

以上は、マクロ機能を用いてプログラミングする基本的事例を扱った。この機能を有効使 

用すると、プログラミング時間短縮、加工精度上及び加工時間上の効果も得られる。汎用 

工作機械には、作業者の工夫が生かされる機能が多く付属しているので、機会を見つけ興 

味をもって理解されることをお願いする。 

 

 

２．３．７ まとめ 

 計画段階から参入しなければ、大きなプロジェクトには関係しにくい。しかし、どのよ

うなポテンシャルが必要かという疑問がつきまとう。このような課題を払拭する手法とし

て、ＫＥＫは講習会を計画し、関係各機関の協力を得て実施してみた。講習会中の参加者

の方々の熱意と講習会後のアンケート等の結果から、参加者の皆さんにＫＥＫの要求技術

を理解していただいたと判断している。また参加者の方とＫＥＫの担当者との人脈形成が
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できた。この講習会の成果が、早期に実を結ぶよう今後も継続フォローしていく。 

                                    

2. 2次曲線を削る（NC旋盤）

マクロ機能のないNCはどうするか？

Excelを使うと簡単である？

 
 

            写真２．３－２ 対象部品の概観  
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R=20(1-cos(πX/250)+0.35＊sin^2(πX/250))＊(21/2)R=41.65(1-cos(πX/340)+0.32＊sin^2(πX/340))＊(18.675/2)

 

          図２．３－３ 検討課題図面（写真２．３－２の図面）  

                                      以上 
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２．４ 公的研究機関におけるベンチャー企業等からの調達促進 

 

つくば地区には、官民合わせて世界有数の研究集積があり、また東海地区は我が国を代

表する原子力研究拠点となっているなど、新産業の芽となる最先端の科学技術研究が展開

されており、本県には、ベンチャー企業等の新産業・新事業を創出する基盤が備わってい

る。 

 しかしながら、ベンチャー企業等が育っていくためには、技術面や資金面で強力にバッ

クアップしていく必要があり、ベンチャー企業等が研究機関の研究機器等市場への参加や

共同研究を通じて、受注の確保が図れる環境を構築していくことが重要である。 

 

２．４．１ 現状 

● 現行の入札参加資格制度では、売上げ実績が少ないベンチャー企業・研究開発型中

小企業（以下「ベンチャー企業等」）の入札資格ランクが低く、高額機器類の入札に参

加できない状況にある。 

● ほとんどのベンチャー企業等はＤランクであり、例えばＣランクでは２，０００万

円以上、Ｄランクでは４００万円以上の予定価格の入札参加が不可。 

※ 「技術力ある中小企業等の入札参加機会の拡大」通達により、入札対象機器を開発

した実績証明等があれば、ランクにかかわらず入札参加できることになっているが、

当該通達の運用実績はない。 

 

【現行法制度】 

（法律等） 

 ・会計法第２９条の３（競争契約の原則） 

 ・官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 

（入札参加資格制度） 

・競争参加者の資格に関する公示（各省庁会計課長公示） 

  入札参加企業に対し、審査を行い、企業の①年間売上げ高<２年間>、②機械設備等、 

③自己資本額、④流動比率、⑤営業年数等により付与した点数により４段階にランク

付け、当該ランクに対応した予定価格範囲を設定。  
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・Aランク（90 点以上）     ⇒   予定価格 3，000 万円以上 

・Bランク（80～90 点未満）   ⇒   予定価格 2，000 万円～ 3，000 万円未満 

・Cランク（55～80 点未満）   ⇒   予定価格 400 万円～  2，000 万円未満 

・Dランク（55 点未満）      ⇒   予定価格 400 万円未満  

  ※ 但し、「技術力ある中小企業等の入札参加機会の拡大」規定による 

    ①実績証明による入札参加、②保有特許数等の得点加算あり。 

 

【主な公的研究機関における通達運用状況】（平成１４年度調査結果）   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【各研究機関等の声】 

◆ 県内にどのような企業がどういう技術を持っているのかという情報が全く分からない。   

◆ 技術力評価をもって入札参加させることについては判断基準をつくるのが難しい。また、

入札参加資格のランク付けは大企業の落札独占を防ぐ意味もある。研究機器以外の調達

もあることから資格ランクの撤廃はなかなか難しい。   

◆ 技術力あるベンチャー企業等を活用することで、良いものを早く調達できる可能性もあ

るが、責任が調達担当者又は研究者にかかってくるため、実績が少なく履行リスクのあ

る企業に発注するのを避け、結局、大企業に発注することになる。 

                                          

 

無 無 原子力研究所 

無 無 筑波大学 

無 無 物質・材料研究機構 

無 有 食品総合研究所 

無 有 産業技術総合研究所 

運 用 実 績通達に基づいた会計規程整備公 的 研 究 機 関 名 
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【ベンチャー企業等の現場の声】 

◆ つくば地区の研究機関を「顧客」として事業展開し、共同研究を行うなど機械製造の技

術はあるが、売上実績が少ないためにランクが低く、高額機器類の入札には参加できな

い。官公庁等の入札規制は大きなネックになっている。入札参加資格がないので大企業

に手数料を払って納入してもらって間接受注する場合もあるが、受注実績とならないた

め入札ランクは上がらない。（㈱つくば研究支援センター入居企業等多数） 

◆ これまで国、県、大学ＴＬＯは、ベンチャーを起業しやすい仕組みや起業後の資金需要

をまかなう仕組みの検討だけをしてきた。会社を起こす資本はすぐに集まるが、会社を

運営、維持していくのは非常に難しい。ベンチャー支援で一番必要なのは起業後の売上

げを上げることである。ベンチャー調達を促進することで、助成金などの新たな予算措

置をしないでもベンチャーの起業を促進できる。米国のように起業したベンチャーを育

成し、サポートしていく調達システムが必要ではないか。（独法発ベンチャー企業）           

◆ 入札基準を緩和するとともに、発注側のリスクを緩和するための信用保証制度も必要で

ある。（㈱つくば研究支援センター入居企業）  

◆ 研究者がベンチャー企業の役員に兼業している場合は利益相反が生じるおそれがある

ため、研究に不可欠であっても自社ベンチャー製品は入札できない。                                 

（独法発ベンチャー企業） 

◆ 現行の保有特許等の得点加算でも資金力に乏しい中小企業では、入札参加資格に達しな

い。（県内研究開発型企業）   

                                                 

２．４．２ 国・公的機関に対する提案・要望 

（１）政策的位置付け 

欧米にならい、ベンチャー企業等からの調達促進をベンチャー支援策として位置付

けるべき。 

・例えば、独法研究機関の政策目標において配慮規定を明記 

・ベンチャー企業等枠の設置    

(政策的意義) 

① ベンチャー企業等の公的研究機関からの調達は、売上げや実績の増、対外的信用の

向上につながり、補助金等の助成制度に比べ、強力で継続的な効果あり 。 

② バイオ分野のバイオツール企業のように強力な研究支援企業群がなければ、研究機
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関においてトップレベルの研究はできない。先端的研究開発は、研究分析機器や試薬

を改良しながら進めていくものであり、外国機器への依存は危険（日本のバイオ研究

開発の 4割は、外国機器等の購入）。 

③ つくばをベンチャー・新事業創出拠点とし、知識産業クラスターの形成を図るため

には、研究機関とベンチャー企業群との密接な連携協力関係が重要であり、ベンチャ

ー企業等からの調達は必要条件。 

④ 現行では、調達担当者が会計規則等に縛られ、無難な前例に捕われ過ぎているので

はないか。実際の運用面で柔軟な取扱いがなされるものと期待。 

（２）特区における提案 

研究機器・試薬や研究用ソフト等の調達物件に限り、特区内での入札参加資格要件

の撤廃。 

（３）現行調達制度における運用改善 

「技術力ある中小企業等の入札参加機会の拡大」通達に基づく技術力に配慮した入

札資格ランク制度の弾力的運用の促進。 

（４）「アイデア出し」を考慮・評価した随意契約方法の活用促進 

研究機関等の研究シーズの事業化、ベンチャー企業等とのマッチングを促進するた

め「アイデア出し」を考慮・評価し、プロポーザル方式や研究者との共同研究・開発

を通しての、随意契約方法等の積極的な活用を促進。 

（５）下請としての地元企業の活用 

研究機関が、受注した大企業に対して下請として地元ベンチャー企業等の活用を要

請・推奨。また、ユニット発注の場合、入札参加価格も高額になり中小企業が参入し

にくいため、分割発注を行うことにより、県内中小企業の参入機会を拡大。 

 

【ＳＢＩＲ制度～米国ＳＢＩＲとの比較】 

米国では１億ドル以上の外部研究開発費を有する全ての省庁に対して、その外部研究開

発費の２．５％をベンチャー企業に投入することを法律で義務化 
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米国との制度比較 （経済産業省資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．４．３ 茨城県における具体的施策案 

（１）現行制度での運用の仕組みづくり 

◆「技術力ある中小企業等の入札参加機会の拡大」通達の具体的運用の促進 

① 技術力ある中小企業等からの調達促進を図るため、県の推薦書の交付 

② 詳細な技術力評価（製品の性能評価、人材評価、設計・生産能力評価、保守点検

能力評価等）が必要な場合は、第三者機関による評価（有料）を実施 

③ 公的研究機関等に対し、入札参加資格基準に係る会計規程を運用するため、通達

を受けた会計規程の整備や、入札公告の際に入札参加機会の拡大の特例がある旨を

明記することを要望 

 

 

 

 

 

 

 

政府調達の際の一般競争入札免除 政府調達とは無関係 政府調達との関係 

全面的にベンチャー企業に帰属 補助金・委託費ごと,省庁ごとに異なる 知的所有権の帰属 

外部評価パネルの活用 

明確,かつ商業化可能性を重視 

省庁内評価（推定） 

評価基準の明確化は今後の課題 

評価方式 

全省庁が２段階競争選抜方式を採用 一部省庁のみ２段階競争選抜方式採用 競争選抜方式 

各省庁の外部研究開発費の一律2.5% 各省庁ごとに支出目標額を設定 予算設定方式 

１０省庁 

運用ガイドラインの統一は完全 

６省 

運用ガイドラインの統一は不完全 

省庁横断導入方式 

米国 日本 仕組み 
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【調達案件ごとの現状と対応策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高額機器につ

いては，各研究

機関の技術評価

委員会で評価  

・「技術力ある中小

企業等の入札参加

機会の拡大」通達の

運用促進 

・研究者による詳細

なスペックの作成，

公表  

・高額機器の場合，

Dランクのベンチ

ャー企業は入札参

加できない。 

 

一般競争入札 

（理由） 

・規格が明確なため，

競争入札に付しやす

い。  

規格が明確な機器 

（価格） 

・数百万円～数億円 

（特徴） 

・スーパーコンピューターのよ

うな遺伝子解析や分子構造解

析の為のコンピューターシス

テム等  

・県等による実

績証明，技術評

価，推薦が有効 

・共同研究実績を評

価する制度の導入 

・企業が，研究者と

一緒に機器を開発

し納入していく調

達システムの構築  

・Dランク企業参

加可。 

・共同研究の経歴

を評価するシステ

ムが調達制度にな

い。 

・随意契約でも見

積合わせが必要。 

随意契約 

（理由） 

・研究者との共同研

究により開発してい

く性質の物のため。 

既存にはない機器 

（価格） 

・数百万円～数千万円 

（特徴） 

・最先端研究を行うための既存 

にはない実験装置，測定機器  

・県等による実

績証明，技術評

価，推薦が有効 

・つくば研究支援セ

ンターのコーディ

ネーター事業によ

る県内中小企業へ

の発注拡大 

 

・Dランク企業参

加可。 

・各研究機関の工

作センターで担っ

てきた部分を県内

企業が受注する可

能性あり。  

随意契約 

（理由） 

・単品で，研究者の

ニーズに即対応する

必要があり，スピー

ドが要求される。  

治工具（手作りによる機器） 

（価格） 

・数十万円～数百万円 

（特徴） 

・簡単な実験装置 

・研究機関の工作室で製作 

・既存部品によって組み立て 

る装置  

企業の技術力 

評 価 方 法 

対応策・方向性 現 状 と 課 題主 な 契 約 方 法調 達 機 器 の タ イ プ 
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（２）調達支援策 

◆ 受発注のマッチング（現行実施） 

① 受注希望企業グループによる展示会，研究発表・交流会，ネット上の調達情報の提

供を実施するなど，国の研究機関等の調達担当者，研究者等と企業との相互交流促進 

・ベンチャーテクノフェアの開催，茨城県研究開発型企業交流協会の企業製品発表会 

  ・「大強度陽子加速器研究会・施設部会」による県内企業の受注促進 

  ・国の研究機関等による調達事例紹介・施設見学会 

② ベンチャー企業等の技術力情報等を基に、コーディネーター等を通じて、県内の支

援機関と連携しながら企業のあっせん紹介を行うなど、国の研究機関等への調達促進 

 

③ つくば研究支援センターによる研究機関・大学の発注ニーズの発掘とベンチャー企

業等との仲介・研究支援活動の実施 

④ ＩＴを活用した受発注のマッチングシステムの活用 

デジタルニューディールホームページでは、ネット上で公的研究機関の試作品オー

ダーができるようになっている。 

 

◆ 企業データベース整備による情報提供及び情報交流（整備中） 

① 県内各支援機関の企業データベースを共有化するとともに、活用促進を図るために、

各種情報提供名リストを検索可能に分類整理した「技術力ある中小企業情報提供総合

案内リスト（仮称）」を作成し、国の研究機関等へ配布 

② 国の研究機関等からの調達（入札）情報を県内の支援機関にも迅速に提供できるよ

うなシステムの構築 

（例）㈱ひたちなかテクノセンターへの原子力研究所東海研究所の入札情報提供 
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◆ リスク担保・信用保証制度の整備 

① 地元金融機関からの協力 

  受発注契約を基にした融資を積極的に推進。 

② 売掛債権制度の運用促進 

  売掛債権の融資先への譲渡が当該制度の条件となっている。調達契約書の中で、債権

譲渡禁止特約に関する但書条項を設け、金融機関や信用保証協会に対し譲渡できる措置

が必要。 

③ ベンチャー企業に対する資金調達環境の整備 

  ・「ベンチャー企業育成ファンド」による投資事業組合の結成促進と組合への出資（平

成１５年度創設） 

つくば研究支援センター 

「テクノロジーマップ」 

 登録企業100社 

日立地区産業支援センター 

「テクナビひたち」 

登録企業 40社 

ひたちなかテクノセ

ンター「ひばりネッ

ト」 

登録企業39社 

茨城県中小企業振興

公社 

企業情報（ベンチャー,

下請等）データベース 

登録企業 3,440社 

 

茨城県研究開発型企業

交流協会 

会員企業 30社 

 

茨
城
県
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
中
小
企
業
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
検
索
サ
イ
ト

 
 
 
 
 

県 

内 

中 

小 

企 

業 

（ 

約
８
，
０
０
０
社 

） 

 

 

 

情報のリンク化 

特

区

内

公

的

研

究

機

関

技
術
力
あ
る
中
小
企
業
情
報
案
内
リ
ス
ト
（
Ｃ
Ｄ
・
冊
子
） 

情 報 抽 出

 情 報 検 索 

配布 

企 業 デ ー タ 情 報 提 供

シ ス テ ム 概 念 図
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  ・ベンチャー融資制度の拡充（県制度融資：平成１４年度創設） 

・中小企業振興公社の「事業可能性評価委員会」の事業評価を行うことにより、金融

機関の融資判断を容易にする。 

・平成１５年度から対象企業拡大（創造法認定企業のみ⇒ベンチャーマーケット参加 

企業、ヤングベンチャー支援事業認定企業等を追加） 

 

◆ 県内金融関係者のからの提案 

 県内企業のうち技術力の高い企業群（１０社程度で構成し、異なった分野で得意とする

技術力を有する企業群）をつくり、当該企業群のプロトタイプ（試作品）技術力等を調達

発注先へ積極的にあっせん紹介する。 

 

◆ 共同受注体制の推進 

ベンチャー企業等の受注機会の拡大を図るため、試作機器請負協同組合の設立を促進。 

（例）いばらきバイオ・ツール協同組合の設立（平成１５年４月設立） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い ば ら き バ イ オ ・ ツ ー ル 協 同 組 合

つくば地区国立研究機関、つくば大学・茨城大学・東京大学・

東北大学等、原研・KEK、筑波大学付属病院・つくばメディカ

ル病院・日立総合病院、県内製薬企業（２２社）、食品加工メー

カ研究所等の研究機関 

先端的研究を支えるオン

リーワン・ツールの実現 

ニ
ー
ズ 

 いばらきバイオ・ ツール協同組合 

共
同
開
発 

化研、ベテル、コロナ電気、ツジ電子、

菊池精器、分光計器等 

 

県北・県央企業・つくば地区  １５社 

茨城大学、筑波大学など大学発ベン

チャー 

原研、KEK等の社内ベンチャー 

【ひたちなかテクノセンター資料】 

組合の事業内容 

・ 組合参加企業による 共同

受注・開発推進 

・ 国などへの開発提案 

・ 開発製品の販路開拓 

・ 開発のコーディネート 

・ ベンチャーキャピタルとの

連携 
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◆ 調達コンサルタントの活用，設計技術者の育成 

中小企業は入札に関するノウハウや、設計能力のある技術者が少なく、公的研究機関の

研究開発機器に関する入札へ積極的に参加しにくいため、調達コンサルタント企業（例え

ば、見積から基本設計、納入後の性能保証などを行うセールスエンジニアリング機能を持

つ企業）の活用や各企業内における高度設計技術者を育成する。 

 

 

２．４．４ まとめ 

 こうした検討結果に基づき、平成１５年度において、茨城県は、(株)つくば研究支援セ

ンターをはじめとする各支援機関と連携を図り、次のような活動を実施し、ベンチャー調

達の促進に努めた。 

 今後は、平成１５年度に実施した活動を軸に、支援機関や各コーディネーターなどの助

言をいただきながら、産学官の連携を強化しつつ、一層効果的なベンチャー調達促進策を

進めていくことが必要と考える。 

 

（１）技術力あるベンチャー・研究開発型中小企業等推薦書交付基準の制定 

（平成１５年５月２１日 茨城県制定） 

  ※ 推薦企業数 85社（平成 16年 1月 24 日現在：のデータを工業技術課ＨＰに掲載中） 

 

（２）調達事例説明会の開催（支援機関と連携し、研究機関の協力を得て実施） 

  ○ 産業技術総合研究所 

  ・平成１５年６月２７日に外注事例説明会・工作施設見学会を開催。３２社参加。 

  ・平成１５年９月５日にロボット試作面談会を実施。３社参加。 

・平成１５年１１月１３日にベンチャーテクノフェア会場内で８社と面接会を実施。 

○ 筑波大学 

  ・平成１５年７月３日に外注事例紹介及び受注要件説明会開催、その後３日間にわた

る個別面接会を実施。２１社参加。 

  ・平成１５年１１月１３日にベンチャーテクノフェア会場内で８社と面接会を実施。 

  ○ 日本原子力研究所 
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  ・平成１５年９月２日に競争参加資格審査申請事務手続説明会開催。２９社参加。 

  ○ 核燃料サイクル開発機構 

  ・平成１５年１０月２１日に競争参加資格審査申請事務手続説明会開催。５２社参加。 

  ○ 高エネルギー加速器研究機構 

  ・平成１５年１０月２３日、１１月２０日、１１月２７日の３日間にわたり、高度加

工技術講習会を実施。１７社参加。 

 

（３）ベンチャー調達コーディネーターの設置 

  茨城県では、平成１５年１０月１日から知的特区産学連携強化事業を実施し、委託事

業（予算額２２，７８７千円）として、(株)つくば研究支援センターに８名のコーディ

ネーターを配置し、研究機関の研究機器等の発注とベンチャー・研究開発型中小企業の

受注とのマッチング活動を行っている。 

なお、平成１５年１０月から１２月までの３ヶ月間のマッチング活動による受注成立

状況を見ると、産業技術総合研究所、筑波大学、日本原子力研究所からの研究機器等の

発注を県内企業に合計で７件（計６００万円程度）成立させた。 

 

（４）その他 

  茨城県では、平成１５年１２月に関係省庁（経済産業省，文部科学省）への中央要望

において、ベンチャー調達促進のための制度的支援や規制緩和等を要望している。 
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２．５  茨城県工業技術センターにおける研究機関からの調達促進活動  

本節においては、茨城県研究開発型企業流協会（ IRDA）における産総研展

示会の開催事例を紹介する。  

（１）茨城県研究開発型企業交流協会について  

茨城県研究開発型企業交流協会（ IRDA）は、平成元年に組織され、研究開

発を積極的に志向する茨城県内の企業を会員とし、会員の研究水準の向上と発

展を図るため各種事業を行っている。平成 16 年 2 月現在の会員は電機・機械

製造業を中心とした 28 社で、茨城県工業技術センターいばらきサロンはその

事務局として、その活動を支援している。主な活動の一つに、 (独 )産業技術総

合研究所内の共用講堂を借用し、年に 1 度、技術交流展と称した会員企業の製

品展示会を開催している。  

（２）第１０回技術交流展の開催  

①目的  

 つくば地区試験研究機関等で行われている、研究に必要な試作や加工の支援

や、研究者のアドバイスによる新製品・新規分野での共同開発へ向けて、研究

開発型企業の自社製品、技術力を展示し、つくば地区試験研究機関等の研究者

と技術交流を図ることを目的に実施している。今年度は 7 月に第１０回目とな

る技術交流展を開催した。昨年度に引き続き、会員以外の製造業等７社にも参

加いただき、展示内容の充実化を図った。  

②開催日及び開催場所  

    平成１５年７月２日、３日  (独 )産業技術総合研究所 共用講堂ホール  

③開催状況  

出展社数：１６社（会員：９社、会員外：７社）  
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 出展社リスト  

 企業名  主な技術・製品  

①  （株）茨城シーアイシー研究

所  

クリーンルーム用無塵・無菌衣  

の洗浄  

②  （株）水戸理化ガラス  ガラス精密の加工（分析装置用石

英）  

③  （株）つくばナノ・テクノロ

ジー  

ナノ粒子、クラスターイオン源等  

④  インターソシオシステム（株） ソフトウェアの開発、人材派遣  

⑤  （株）ビ－ムトロン  真空装置／コンポーネントの設計・

製造  

⑥  多賀電気（株）  超音波応用技術利用製品  

⑦  中山商事（株）  光触媒・オゾンなどを使用した装置  

⑧  （株）アート科学  理化学機器、実験装置の設計・製作  

⑨  （株）ナベインターナショナ

ル  

Beowulf 型 PC クラスターの製造・

販売  

⑩  （株）環境還元研究所  水質改善器、食用油の酸化防止装置  

⑪  （株）アールデック  電子銃、制御電源、真空配管部品  

⑫  大塚セラミックス（株）  セラミックスの総合部品  

⑬  ツジ電子（株）  エンコーダカウンタ、ＤＣアンプ  

⑭  日本エクシード（株）  シリコンウェーハ、酸化物単結晶  

⑮  （有）マテルズ  電気炉設計・製造・販売  

⑯  ツクバリカセイキ（株）  流体計測システム  
   

来場者数：３１５名  

第１日目は２１３名の来場者があったが、２日目は初日と比べ約半分

の１０２名で合計３１５名の来場者であった。会場の共用講堂ホール
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が食堂前にあるためか、昼食前後の時間帯の来場がほとんどであった

（第９回は天候不順のため、２４３名であった）  

 

   ④会場アンケート  

来場者にアンケートを記入していただいた。アンケートの回収率は３

８％（回答 119 名／来場者 315 名）であった。  

「県内のハイテク中小企業・試作系企業を知ることが出来た」「先端技

術の情報が得られ高い技術力に感心した」という声とともに、「実サン

プルが多いのでイメージがわいて良かった」「簡潔で要を得た説明で良

く理解出来た」等、来場者に好評であったことが、第１０回ＩＲＤＡ

技術交流展の評価「良かった・まあまあ良かった」の９８％に表われ

た。反面、「これが得意であるという技術を前面に出したほうが良い」

「展示にもう一工夫欲しい」という意見と、「もっと多くの企業の出展

を望む」等、次回の参考になる意見をいただいた。以下集計結果を報

告する。  

 

 

来場者の所属  

筑波大学、物質・材料研究機構等、産総研以外の研究機関にもＰＲは

行っているが、来場者のほとんどは産総研の研究者であった。その他

１４％のうち、企業研究者の来場が６％を占めていた。産総研からは

２２部門／センターの研究者が来場されたことが確認できた。産総研 

産学官連携部門 地域連携室のご協力により産総研のイントラネット

や各研究部門／センターへのパンフの配布等で研究者に「ＩＲＤＡ技

術交流展」のＰＲをしているが、つくば東・西事業所からの来場者は

少なく、その大半がつくば中央事業所の研究者であった。  
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内容について  

「一度に多くの企業の技術を知ることが出来た」「実際に商品に接する

ことが出来た」「関心分野の企業が幾つかあった、面白そうな技術が

色々あった」等、良かったとの回答は、まあまあとの回答と合わせる

と９８％の来場者が、ＩＲＤＡ技術交流展に満足感をもって見学され

ていると思われる。  

 

                  

 

しかし、良くないとの回答中の、「展示にもう一工夫欲しい」「製品の

デモ（動き）があれば良かった」等の展示方法についてのアドバイス

や、「バイオ系の出展がなかった」「機械加工の物作り企業の出展が少

ない」等、もっと多くの会社の展示を希望する意見に耳を傾けて行き

たいと思う。  

   意見 /要望（括弧内は同意見の総数、◎は調達関係のコメント）  

（ａ）良かった点  

ア）出展企業について  

◎地元の試作系企業を知ることが出来た ・茨城のハイテク中小企業を

知った  

・県内企業を知ることが出来た     ・いろいろな業種があって良

い  

イ）展示内容について  

・先端技術の情報が得られたように思う  ・高い技術力に感心した  

   良かった・まあまあ良かった      よくない無回答  

        ９８％            1％  1％  

       産 総 研           他団体    その他  

         ８２％           4％    14％  
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・多くの企業の技術を知ることが出来た  ・研究に役立ちそうなもの

があった  

・技術的な興味が満たされた       ・微細加工技術がなかなか

面白い  

◎思わぬ製品・技術を紹介していただいた  ・情報が多かった、情報収

集が出来た  

ウ）展示説明について  

◎直接会って話す機会がないので良かった ・説明が明確で良かった

（８）  

・各企業ともＰＲ商品が分かりやすかった ・ゆっくり見られて対応が

良かった  

◎実サンプルが多くイメージが湧いた   ・製品を手にとって見るこ

とが出来た  

  （ｂ）悪かった点  

ア）出展企業について  

◎もう少し多くの企業の参加を望む（７） 

イ）展示内容・説明について  

・得意技術を全面に出した方がいい    ◎サービスの価格の目安が

分ると良い  

（ｃ）要望／その他  

◎試作加工・電子回路を作ってくれるメーカーの展示を望む  

◎機械加工や材料加工メーカーに出展して欲しい  

◎バイオマテリアルの企業の方と話してみたい  

◎展示品で直ぐ購入希望品がある訳ではないが、試作等の機会があれ

ば、打合わせの容易な地元企業は便利だと思う  
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（３）第１０回技術交流展の開催後の活動について  

    技術交流展会場における名刺交換や、アンケートで企業との接触を希望し

た来場者の情報をもとに、詳細な説明に伺う等のアプローチを各社行って

いる。過去には、本交流展がきっかけになり、数百万の装置納入につなが

ったケースも報告されている（見積依頼等は多数ある）。 技術開発力を売

り物としているＩＲＤＡとしては継続的に交流展を開催する必要性を共通

認識として持っている。また、Ｈ16 年度は産総研における開催の外、物質・

材料研究機構での開催を希望する声もあり、参加企業による実行委員会な

どで今後検討していく予定である。  
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２．６ 日立地区産業支援センターにおける研究機関からの調達促進活動 

当センターはつくば研究機関からの日立地区の中小企業への技術移転をめざし、平成 12

年度より産総研（旧工業技術院）をはじめ、高エネルギー加速器研究機構、筑波大学、民

間の研究機関などを(有)つくばインキュベーションラボのご案内で訪問し、研究開発用機

器や部品類の製作、修理、材料や廃棄物などの分析などのお手伝いをしてきたが、この間、

研究機関は国の省庁再編や独立行政法人化の過渡期となり、新規企業の参画が難しい環境

状況にあった。このような中で個々の研究室を訪問し、ご挨拶方々、当センターの事業内

容を説明するなどの地味な活動と、産総研内で開催した 3回の「日立地区中小企業技術展」

やウエブサイドでの企業を紹介する“テクナビひたち”を立ち上げる等の効果が、少しづ

つではあるが研究者への認知も進み、受注に結びつきはじめた。   

以下、平成 15年度に実施した、つくば研究機関からの調達促進活動について紹介する。 

 

２．６．１ つくば研究機関支援グループのホームページ“テクナビひたち” 

の更新・整備 

    つくば研究機関の関係者がいつでも日立地区の中小企業と交信できるように、平成 14

年度に(有)つくばインキュベーションラボの協力を得て、つくば研究機関支援グループの

ホームページ“テクナビひたち”を作成。39社を登録、当センターのホームページからリ

ンクするシステムにした。その後、このシステムへの登録企業数が少ないとの研究者から

のご意見に応え、平成 15年度には登録企業数を更に 172社増やし、合計 211社を登録し、

幅広く、多くの企業の中から選択して戴けるように更新した。また、そのホームページは

CD-ROMにして研究者並びに関係者に無償で提供した。 

 

２．６．２「茨城県技術力あるベンチャー・研究開発型中小企業等推薦書」の交付 

茨城県では“つくば・東海・日立地区知的特区”を具体的に推進していくため、技術力

あるベンチャー・研究開発型中小企業等が特定の公的研究機関等への研究機器等の調達に

当たって受注機会の確保が図れるよう、県が公的研究機関等に対して、技術力ある企業を

推薦する制度を設定した。この制度に関して、当センターでは日立地区の関連ある企業に

呼びかけ、推薦交付の依頼をした結果、県内合計 8５社のうち、日立地区からは 74社を推

薦いただいた。 
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２．６．３ 日立地区中小企業技術展「ひたちテクノフェア inつくば」の開催 

    この事業は今回で３回目を迎え、会場となる産総研・産学官連携部門 地域連携室の関係

者にご協力とご支援をいただき、主催する当センター職員と協力機関である(有)つくばイ

ンキュベーションラボの関係者は限られた少ない予算内で如何に効果を出せる事業にする

かを前回、前々回の経験のもとに検討し、実施した。 

 開催の概要は次のとおり： 

・開催日：平成 15年 12月 4日（木）午前 11時～午後 2時 

・会  場  ：独立行政法人 産業技術総合研究所 共同講堂“ホワイエ” 

・出展企業：34社・団体 

試験・分析機器、真空機器、自動機などの装置類や機械、製缶、溶接、 

プレス、樹脂、ガラスなどの加工部品や加工技術を展示・紹介した。 

・来場者数：約 200名 

・来場者の反応：来場者の中には具体的に製品の構造や特徴に加え、標準価格や納期

を質問される研究者もあり、潜在的な外注品の受注可能性を確認で

きた。また、3回目ということでリピーターの訪問者もあり、この事

業を継続することの必要性を感じた。 

「H15ひたちテクノフェア inつくば」会場風景 
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２．６．４「つくば研究機関のニーズを知る会」で産総研ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰと技術交流会を開催 

  つくば研究機関からの技術移転、受注活動を望まれる企業 13社、22名の関係者で 

平成 15年 12月 4日（木）、「ひたちテクノフェア inつくば」の終了後、テクニカルセン

ターを訪問、樹神副センター長のご案内でセンター内を見学し、研究者のニーズ、発注企

業への期待感などを聞いた後、参加企業の得意技を紹介するなど有意義な会合であった。 

参加者からは“研究者からどんな外注品が出ているのか、 どんな地域へ外注されてい

るのか、研究者とはどんな付き合い方をしたら良いのか 等を知ることができ良かった“と

の感想が聞かれた。 

また、テクニカルセンターには小物品の機械加工用工作機械があるだけで製缶、溶接、

樹脂、プレス、ガラスなどの加工や大物品は外注されている事がわかり、ここにも潜在的

な外注品の受注可能性があるとの意見もあった。 

 

２．６．５ 研究機関からの受注促進活動事例 

    平成 12年度からの事業展開につき、日立地区の企業が個別につくば研究機関との取引き 

されている内容に関しては当センターでも具体的な数値は掴んでいないが平成 15 年度に

商談が結びついた代表事例を 2件紹介する。 

【事例１】 

発注元は産総研のベテラン研究者 Y氏である。Y氏は構造体の信頼性を研究されている 

方で 3 年前に(有)つくばインキュベーションラボのスタッフにご案内いただき、面談し、

真空容器の見積り依頼を受け、名刺を交換し、その後、面会する事はありませんでした。 

その時にいただいた名刺の情報で「ひたちテクノフェア inつくば」の開催案内を郵送した

ところ、Y 氏は当センターの事業内容を思い出していただき、数日後に日立市の機械加工

メーカーの M 社を訪問された。その Y 氏からは「こんな近い所に、こんな良い会社があ

る事を初めて知った。これからは首都圏へ発注する必要はなくなるよ」との嬉しい一言と

ともに、百万円近い商談が纏まった。その後も Y氏とM社の親交は続いている。 

【事例２】 

発注元はつくば市の工業団地に東京から進出した民間企業 O社（担当者は K氏）である。

O社は研究実験設備メーカーで各研究機関からの個別仕様に応じた設備の設計、製作を請

負っており、顧客に近いつくば市へ開発、並びに生産拠点を移した企業である。担当の K

氏は首都圏からつくば市に進出後、スピードとコストの両面から近場の協力会社を探して
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いたところ、3月に開催した第 2回「ひたちテクノフェア inつくば」に来場され、数日後、 

日立地区の企業から薄板板金の大物部品を高精度に製作してくれる協力企業を紹介して

欲しいとの要請を当センターが受け、代表する T社を紹介した。その後、T社は O社の試

作品を造り、合格して毎月、五百万円程度の商談が継続的に続いている。 また、O 社は

その後、小物品の製缶品を日立地区の S社へ発注されている。 

 

２．６．６ 課題 

この連携支援事業の成果を左右する発注案件の探索は研究室廻りの御用聞き作戦が一

番成果の出る施策である。研究者のニーズを収集する専従者が不可欠で、当センターでは

この事業を民間に移行すべく考え、研究室へ薬剤などの御用聞きをしている商社の N社に

依頼した結果、快く受理していただいたので今後はこの N社の活動と地域企業の連携・発

展を支援していきたい。 
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第３章 具体的試作等案件事例の紹介と考察 

 本章では、大学・研究機関における研究機器の試作等の発注について、具体的な事例を

紹介し、試作実行段階での問題点等について考察する。 

 

３．１ 産業技術総合研究所におけるモジュール型ロボット連結機構の開発試作 

３．１．１ 試作内容と企業評価 

ａ）モジュール型ロボット試作 

産業技術総合研究所知能システム研究部門では従来からモジュール型ロボットの研究を

進めてきており、ハードウエアについては外注ベースの開発を継続的に行っている。現在

の単位モジュールはＭＴＲＡＮと呼ばれ、ＭＴＲＡＮ１、ＭＴＲＡＮ２と試作が行われて

きた。ＭＴＲＡＮ１は（茨城）県内企業に製作を依頼、ＭＴＲＡＮ２は県外企業に依頼し

ている。本稿では企業の選定についてこれまでの経緯などを差し支えない範囲で述べ、メ

カトロニクス系の試作に際して優秀な民間企業の協力を得て研究を推進する糸口としたい。

また、平成１５年度にはつくば研究支援センターの協力を得て、モジュール型ロボット用

部品の試作について県内企業の方々に説明会を開き、試作を経験されている企業の方々に

応募していただいた。この経過についても概略を述べて、どのような事項を研究者サイド

が希望しているのかについて企業の方々のご理解を得たい。 

ｂ）モジュール型ロボットの概要 

モジュール型ロボットは従来のロボットが固定的な構造を前提にして設計製作されるのに

対して、複数のモジュールを結合して全体を構成するロボットである。このような構造は

作業を行う環境に対して自分自身の構造を柔軟に適合させられるので、未知の環境での作

業などに有効である。例えば、狭隘部から内部に入り、内部空間での作業を行う場合にも

適合できる（図３．１－１参照）。また、このような構成法は一部のモジュールが故障した

場合でもこれを他のモジュールと交換することで機能を維持することが出来る。一方、こ

のようなモジュールは互いに必要な強度で結合されないと全体の構造が維持できない。従

って、モジュール自身が隣接モジュールと容易に結合／分離できる機構を開発する必要が

あり、この機構の設計が全体の機能を大きく左右する。また、モジュールは能動的に状況

を判断し／隣接モジュールと情報交換を行い／協調して動作するなどの知的動作が求めら

れるので、各モジュールはマイクロプロセッサを内蔵し、全体としてプロセッサ間の情報

交換が可能なネットワークを構成できるように設計される。これらの要求から 
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①モジュールのサイズは小型で、内部にアクチュエータ、センサ、制御部を持つメカトロ

ニクスの構成をとる。 

②試作では筐体、動作・結合のメカニズム、といった機械加工によって製作する部分が基

本的外注範囲である。 

③筐体内部には寸法・形状に強い制限を受ける小型電子回路が格納される。通常の市販品

では要求仕様の実現が難しいのでこの電子系についても試作の対象となる。 

④モジュール固有の動作については研究の対象であるので、応用的なソフトウエアについ

ては現在試作外注の対象外となっている。 

 

 

全体の構成を理解していただくために以下に要点を図に示す。 

 

 

 

 

 

      図３．１－１ 結合されたモジュールメカニズム 

 

―　６３　―



図３．１－１では３台のモジュールが相互に結合されている。ここでは結合実現に永久磁

石を利用してる。一台のモジュールは内部のモーターにより２自由度の運動が出来る。 

 

 

 
 

      図３．１－２ モジュールの内部 

 

図３．１－２では内部に格納されている電子基板、形状記憶合金を使用した結合／分離メ

カニズムを示している。モジュール間の結合は機械的に行われ、同時に電子的な接続が伴

う。 

電子部品実装のスペースが限られているため、変形基板を使用する。 
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      図３．１－３ 結合・分離機構による変形 

 

図３．１－３（ａ）では１０台のモジュールが結合され、４足で歩行できる構造となって

いる。 

同図（ｂ、ｃ、ｄ）で各部を分離結合することでひも状の構造に変形し、狭隘部に侵入で

きる移動モードを実現する。 

 

ｃ）これまでの試作について 

ＭＴＲＡＮ１では筐体、メカニズムについては基本設計を内部で行い、図面化・加工を

外注先にお願いした。電子回路については基本設計、回路設計、実装設計の前半までを内

部で行い、最終部品配置、基板設計は外注先にお願いした。ＭＴＲＡＮ２では筐体・メカ

ニズムのＣＡＤ図面までを内部で完成させ、外注先には加工をお願いした。電子回路部分

はＭＴＲＡＮ１と同様に実装設計前半までを内部で行っている。ＭＴＲＡＮ２では試作完

了後予定された実験を行った後に性能向上が計画され、必要な電子回路部分について全面

改修を行って実装密度を向上させた。この改修では基本仕様を渡し、以降の設計は外部に

お願いしている。 

ｄ）結合メカニズムの試作 

平成１５年に結合メカニズムの方式変更の必要が生じた。従来の方式の速度、確実性を

大幅に向上させて大型の構造を迅速に変形させるのが目的である。この新方式の動作確認

を短期間で行い、以後相当数のモジュールをこの新方式で作成することを検討した。物理

的に近い距離にある企業で、迅速な開発と安定した製造を引き受けていただけるところを

探すことになり、つくば研究支援センターに数社の推薦をお願いした。 

 研究支援センターから６社を紹介していただき、各社の手がけている製品の内容が分か
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るカタログ類、資料を頂いた。この資料に基づいて、３社の候補を選定した。この過程で

お断りした会社は例えば化学系の実験装置を主に手がけていて、小型モーターなどの組み

込みの経験をもたれていない会社などである。３社について説明会を開催してそれぞれに

試作品についての設計の感触、経験などについてヒヤリングをさせて頂くこととした。 

ｅ）ヒヤリングの実施 

当研究所において、３社の方々においで頂き下記のような説明とヒヤリングを行った。 

①全体説明（１時間） 

ＭＴＲＡＮの実製作物を見ていただき、動作についても説明。今回の試作の範囲につい

て図面と１次試作品により説明。この図面により基本的な方式を開示するため、各社に守

秘の目的で秘密保持契約書をお願いした。共通的な質問については各社同席の場で出して

いただいた。 

②個別面接（各社３０分） 

各社に外注依頼品に類似した設計、製作、実績について説明をお願いした。 

研究所側から依頼品について説明。 

各社より開発要素について質問。 

研究所側から各社の核となる技術について質問。 

 

ｆ）ヒヤリング結果の評価 

以下の点について各社の説明、回答を検討した。 

①プラスティック部品の加工技術 

②小型モータの選定などの経験 

③小型部品の運動についてのデザイン 

④駆動系の配置デザイン 

⑤製造管理 

 

各項目について、概略のみを述べると、①については３社とも問題なく、②については各

社の特徴が現れた。③については１社がお願いできそうではあったが、総体に小型メカの

駆動についての試作経験が少ない印象、これは④についても同様であった。⑤については

企業規模の大きな１社が優れているとの結果であった。この結果を総合して今回応募して

いただいた会社の得意分野とこちらの試作品が適合していないとの判断となり、発注は実
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現しなかった。 

 

ｇ）試作上でお願いしたい点 

以下に我々のこれまでの外注の経験から外部の会社へのお願いをまとめる。 

 

①密度の高い打ち合わせ（とレスポンス） 

試作では打ち合わせの回数が大変に多くなる。これに付き合っていただけることが大きな

要素である。 

②品質（機能） 

もとより、仕上がりの良さが最も重要な点で、我々が研究所の他部門での会社の良い評判

をきき、お願いした例もある。 

③製造ノウハウの提供 

我々には「製造」の経験がないため、詳しく説明していただいたり、設計変更を提案して

いただかないとまとまらない場合がある。電子部品などでは膨大な種類からの選定につい

てアドバイスをもらったこともある。 

④アフターケア 

新規な装置の研究開発に用いる試作品は標準的な製品ではないので、実際に動作実験を行

い、作り直しを何度か重ねて追い込んでいくことが求められる。 

⑤「まとめて」受けていただけるか 

研究サイドでも要素的な開発のフェーズとシステム的な組み上げフェーズとがあるが、い

ずれの場合でも、当方の要望を的確につかんでいただき、とにかく要求している性能を実

現するところまで「引き受けて」いただけると有難い。特にシステム組み上げのフェーズ

では当方から何社にも構成要素ごとに外注を切り分けてしまうと組み立て調整の部分を全

て研究サイドで受け持つことになり、時間的にボトルネックとなってしまう。社内で全て

調達していただく、あるいは異業種の会社がグループとして連携し組み上げに協力してい

ただくのが我々にとって最も有難いことである。後者のような時に調整役に優秀な方がお

られると性能的にもバランスの取れた仕上がりが期待できると思われる。 

 

３．１．２ 参加企業の感想 

 当社は平成 15年 4月に設立したばかりの会社である。それにも関わらず、同じ土俵に乗
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せていただいたことに深く感謝申し上げる。残念な結果となったが、私自身、長く大手に

勤めていたので、逆の立場になれば、当然の結果であると、受け止めている。以下は私の

反省点と要望である。 

・反省点 

① 今までの開発・設計の経験を具体的に明確にわかりやすく説明すべきであった。 

② 現設計（東工大）の良し悪しを明確にしてあげるべきであった。 

③ その場で、メカニズムの案を提案すべきであった。 

④ 情熱をもって、面接に望むべきであった。 

 

以上、4点を踏まえていれば、少なからず先生方の当社に対するご理解をいただけたかと思

う。 

・要望 

① 設計コンペを行い、判断する。 

 

ロボットは製造も大事であるが、設計で良し悪しが決まってしまう。限られたスペースの

中に、メカニズムを入れて、性能を満足させる設計は設計者の能力とセンスによって左右

される。複数の会社に設計コンペを依頼されて、その中から選定されても良かったのでは

ないかと思われる。 

 

３．１．３ 支援機関としての感想 

日本を代表する研究機関である産総研の今回の開発試作テーマはロボットと称しても特

別小型のものであり、産業用の自動制御技術とは技術の中味が異なっている事や今回の茨

城県内の企業が参加できるタイミングとしては開発が白紙の状況からスタートするもので

はないという事を事前調査しないで新たな企業を参画させようとしたことに無理があった

事を反省させられた。 

 新たな企業が参画できるのは開発白紙の状況で、技術フイルドが同じであれば参画の可能

性はある。しかし、白紙の場合でも研究者に新たに参画する企業の競合となるような共同

開発者が過去にいる場合は困難と言えよう。 

また、研究者が新たな共同開発者を選ぶ場合は次のような項目を基準として評価されるで

あろうと感じた。 
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① 常に声を掛けたら聞こえる距離にいて、即、研究者の手足となって動いてくれるこ

と。 

② 開発テーマに類似するものの技術力や製作実績があること。 

類似するものとは大きさ、形状、材質、機能、機構、制御方式、ソフト、デザイン、

開発期限、販売実績などである。 

   ③ 自分の得意技術も含め、装置として、システムとして纏める力を有していること。 

 ④ 現在の会社の経営状況が安定し、開発資金を有していること。また、開発要員もい

ること。 

   勿論、経営者の研究開発への情熱は当然である。 

従って、研究者としては従来からパートナーとして共同開発者がいる場合は継続して一

緒にやる事が今迄の財産が使えるし、安心して委託することもできるのである。 

今後、研究機関に新たな企業を参画させる場合は、上記のような内容を良く調査して研

究機関と企業とのマッチィングを図るべきだと痛感した。 

 

３．１．４ 電装系の仕事を通しての所感 

弊社はオゾン濃度測定装置のメイカーであり、1977 年に創業した。 

つくばの民間および国立の研究機関よりの設計開発業務の受託をめざして弊社の技術部

門がつくばに移転し開業を始めたのが 1981 年である。 

開業後、自社商品に関連する研究機関からの受託設計はそれなりに確保できたものの、

圏外の研究機関との縁が全く無い状態が続いていた。 

その年の夏に知人の紹介により並列計算機の研究をなさっていた機械技術研究所（現産

業技術総合研究所つくば東事業所）の小鍛冶様とお会いする機会を得た。翌年、小鍛冶様

の紹介により同研究所の岡崎様から「ピエゾスタックドライブアンプ」の設計を受託する

ことに成功した。 

「ピエゾスタックドライブアンプ」は仕様的に市販品には無い高度な性能を要求されたた

めに、その当時としては入手困難であったパワーMOS トランジスタを採用しオリジナルな回

路構成により難産の末に納品できた。研究機関からの受注を望むためには最新の技術や素

材に対応できる体制を持つ必要がある事を知る最初の機会であった。 

この後、改良を重ねて自社商品として「ピエゾスタックドライブアンプ」を商品化する

ことができ、社内にパワー系の制御技術が確立できたのは、この時の経験が大きく寄与し
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ているものと思われる。 

1986 年に同研究所の矢島様、黒河様より「CMG プリント基板」の製作を受注した。既に

設計された回路を基板化するだけの受注であるがロボット系の最初の受注であった。 

その後、幾つかの受注を重ねて 1995 年に同研究所の村田様(現、東京工業大学助教授)よ

り現在の「モジュール型ロボット MTRAN Ⅱ」の前身である「分散ユニット構成ロボット」

の結合部分の回路設計およびプリント基板化を受注した。 

この受注では小型化がテーマであり、限られた容積内に多くの機能を実装する難しさお

よび発熱への対処を学ぶ機会を得た。また「分散ユニット構成ロボット」に使用されてい

た制御部はこの時点では最新ではあったものの多くのチップにより構成されており、小型

化への障害となっていた。 

当時、既に I/O やメモリなどをワンチップに構成した集積度の高い CPU が発表されてお

り、このデバイスの採用を村田様、黒河様に提案したのは、「モジュール型ロボット MTRAN 

Ⅱ」受注への最初のステップであった。 

 

1997 年に同研究所の村田様(現、東京工業大学助教授)より「3次元自在結合システム」 

2000 年に同研究所の前川様より「マイクロファクトリ制御装置」 

2001 年に同研究所の前川様より「マイクロ切削機械制御基板」を受注後、2003 年に知能シ

ステム研究部門分散システムデザイングループの黒河様、神村様より「モジュール型ロボ

ット MTRAN Ⅱ」の CPU 基板のハードウエア設計・ファームウエア設計及び環境ソフトウ

エアを受注した。 

機械技術研究所殿との 20年に渡るお取引で初めてのソフトウエアを含んだ受注であった。 

幾つかの研究機関での実績では、研究官の方自身がプログラミングされるケースが多く 

ソフトウエアを含んだ受注を得る機会が多くなかった。 

「モジュール型ロボット MTRAN Ⅱ」の業務委託が比較的成功した例として認められるの

であれば、それは発注側と受注側双方が相互の信頼を基にこのプロジェクトを成功させよ

うと努力した結果に他ならないと言える。 

研究の根幹に関わらない部分についてはプロに業務委託し、研究の効率を向上させると

いう黒河様、神村様のポリシーが明快であり、また作業範囲と仕様の切り分けを精査に設

定し、提示していただいたことが受注までの見積もり期間短縮および受注後の工期短縮に

貢献したことは言うまでもない。 
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また、既に実績のあるブロックについては既存を流用し、研究成果に関わる部分をグレ

ードアップするという「割り切り」とも言える決断をしていただいたことが、安全確実な

開発設計環境を生み出した重要な要因でもあった。 

複雑になりがちなモジュール間通信においても、比較的新しい規格の CAN 通信を採用さ

れたことにより高速でエラーレスなデータ通信をハードウエアベースで行うことが可能と

なりモジュール運用のスループットを向上させ、CPU への負荷軽減を図ることに成功した。

この CAN 通信ユニットを内蔵した CPU チップの選択においても、弊社にお任せいただいた

事により使い慣れている開発環境や実績のあるドライバを使用することが可能となり設計

への取り組みを容易にすることができた。CPU チップの選択において弊社にお任せいただい

たのは、ベストチョイスが誰のためのベストチョイスであるかを理解されていたからに違

いない。 

機械技術研究所殿と弊社との業務関係について最大の幸運はその距離にある。メイルと

電話で 80%は処理が可能であるが、仕様の漏れ・取違いなどは面談して初めて気付くことが

ある。面談の回数・打ち合わせの回数と質が確かな成果を生むことは間違いない。また、

立ち話や雑談から難問の解を得ることも珍しくない。曖昧な仕様やしっくりと実感できな

い機能に遭遇した時は即座に訪問し解決できる距離に弊社は存在する。 

もう１つの幸運は小鍛治副部門長との出会いであった。官民に限らず、成果に対する不

安から逃れるために「遠い」「高い」業者であっても中央の安全確実な業者を選択するのは

無理のないことである。 

研究担当官の方に業務委託先業者を提案できる立場の方が同じ町に住む地元の業者を使

える業者に育てようと努力していただいたことは感謝に絶えない。願わくば、小鍛治副部

門長と同じ立場にある方々が多くの地元業者に目を向けていただける機会が多くなれば幸

いである。 

受託・請負において、民間と研究機関との違いはその成果物の取り扱いと評価にある。 

研究機関においての成果は研究の成果であり製品ではない。研究の成果を効率よく得られ

るための環境を提供するのが我々業者の仕事であり存在意義でもある。その存在意義を維

持するために業者側は最新の技術・知識を常に意識する必要がある。そしてプロとして自

信を持って研究官に提案することから始めるのが最初の一歩であると思われる。 

研究官の方は研究のプロとして、業者は物作りのプロとして互いに相手の立場を理解す

ることが継続性あるお付き合いを生み、相互の信頼を深めるものと思う。 
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３．２ 筑波大学：潜熱回収ボイラーテストループ製作 

３．２．１ 試作内容 

依頼者 筑波大学機能工学系 阿部 豊教授， 森氏（学生） 

共同研究企業： 三菱重工業 

 

発注先 ㈱林創研， 設計担当 スリー・ワンデザイン㈱ 根本氏 （つくば市） 

 

試作経緯： 当案件は，機能工学系 阿部教授からの依頼によるものである。平成１５年

５月頃より装置製作についての相談があり、何度か技術的な情報交換の後、依頼者が設計

企画書を当センターに提出したのは７月の下旬であった。本装置は高効率のガス変換発電

システムの大事な要素である潜熱回収ボイラの小型実験機であり、高温ガスを高速で水の

中に分散させることにより潜熱を回収し、冷却ガスはガスエンジンに供給され、温水は系

の中で循環し、発生蒸気はコンプレッサにより圧縮されて乾燥機熱源系統に戻されること

により再利用されるリサイクル型の発電のキーテクノロジーである。（図３．２－１，２） 

 

図３．２－１ ボイラーシステム全体図 
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図３．２－２ ボイラー原理図 

工場プラントへ拡大するための、基礎的なデータを得ることが目的であるので、装置は

コンパクトな物で良いが、水の中に高温のガスを直接分散させた時のガス・蒸気流・水流

の状態を高速度カメラで観察することを主目的の一つとする為に、本体試験部を全て透明

に仕上げることが必要とされた。なお実験装置としてはパラメータを様々に変化させるた

めにガスと蒸気を初めに混合・加熱しそれを試験部に供給する形となっている。 

（図３．２－３） 

 

図３．２－３ プラント全景 
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企業との共同研究による製作のため、工作センター内作は使えないという会計上の制約

から、設計製作を含め全て外注となった。ただ手直しや修理等の小規模な製作だけは緊急

度が要求されるため、指導教官の校費負担による内作扱いとした。なお当研究においては

学生の卒業研究に供するという教育目的も同時に有するため、可能な限りの具体的資料を

学生に用意させ、装置全体の３次元的イメージや配管に必要なパーツ等の理解も含め、業

者が設計に直ちに取り掛かれるように、構想図も含め自ら資料を揃えるよう教育的な指導

をセンターとして行った。 

 

図３．２－４ 実験装置 概念図 
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図３．２－５ 全体配置指定図 

結果的にこれが製作費用を最小限にし、良い実験結果を得る近道であるが、依頼者にと

っては全てが初めての経験で、図面も読み書き出来ない所からのスタートであるので仕様

書提出までには相当な努力と時間を必要とする。他の試作も含め大学の研究試作が、民間

企業や他の独立行政法人研究機関と大きく異なるのはこの点である。工作センターのミッ

ションとしては、依頼者の頭の中にだけ存在する理想化された実験条件を具体的な装置に

正確に反映する作業を、短期間に身に付けさせる指導を行うことであるが、往々にしてこ

れが時間切れで間に合わず、発注後の技術変更や追加試作で受注者側に多大な迷惑と費用

を発生させることが現実にある。今回の希望納期は相談を受けた時点では３ヶ月とゆとり

があったが、やはり仕様の細部を依頼者自身が十分に理解していないためにこのような状

況に時々陥り、結果的には装置稼動が１０月にずれこんでしまう結果となった。ただ、指

導教官の適切なアドバイスにより最新情報が常に工作センターに届いており、 依頼者の

装置に対する認識が日々具体的になり、設計依頼が出来る最低レベルに近づいてきたとい

う印象は受けた。 なお現在は順調に稼動しており、テスト部を更に耐熱性をあげるため

に、全ステンレス化した改修も完了して実験装置としては非常に完成度の高いものになり、

予算的にも依頼者の希望に近い線で集約でき、満足度としては良好であるとの評価を得た。

今回は発注依頼が出た時期と、研究支援事業促進検討委員会とワーキンググループの発足
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が略同じタイミングであり、またその時点では納期的にゆとりがあったため、このワーキ

ンググループのケーススタディとして取り上げる事として、委員である茨城サロンの舘氏

と林創研の林社長にご了解を頂き、最初の事例を是非成功させる意味で、特に林委員には

この難しい仕事を実際に一括して引き受けていただくことで無理をお願いした次第である。

現実に林創研は県内の技術的に優良ベンチャー企業として認定されており、今回のプロジ

ェクト担当としては最適であると考えた。具体的な体制としては林創研が資材調達から製

作、組立て、調整、検収に到る全体のマネージメントにあたり、設計はつくば研究支援セ

ンター内に拠点を持つスリーワンデザイン㈱の根本社長が担当された。 

キックオフミーティングの後、何回かの打

合せを行いスリーワンデザインの出図を受

けて正式な工作依頼を受付けたのが、８月

下旬であった。追加工等の小規模な試作支

援は工作センター内作で可能であるため工

作依頼書を発行して対応することとした。

今回依頼者からの持込品は一点で特殊な多

孔質セラミックフィルターで蒸気混合部の 

図３．２－６ 指定部品：フィルター   キーパーツ（図３．２－６）であったが発

注時点では間に合わず、装置製作の途中での現物渡しとなった。 

この品物は寸法精度が出難いものなので、現物に併せて関連部品を加工することが必要

であった。９月下旬に完成し、研究室への搬入が行われた。依頼者阿部教授の立会いで検

収ＯＫとなり、９月３０日には依頼処理を終了した。また検収図面もセンターに納品され

た。（図３．２－１４，１５）本体部まわりが若干遅れて、本格的な実験とデータ取りは年

末近くになってしまったが大きなトラブルは発生していない。 

 

主な技術課題 

・セラミックフィルター選定： ガスを水に細かく分散させるための多孔質フィルターで

本実験装置のキーデバイス （図３．２－６） 

ＮＧＫ→岩尾磁器工業 特注対応が効くためメーカ変更となった． 

・フィルターの固定方法：水の逆流を防ぐ為フィルター両端に金属リングを接着しリング

部をＯリングで保持することとした．→ リングの接着技術（図３．２－７，８）  

―　７６　―



 

図３．２－７ 計測部全体図 

 

 

図３．２－８ 可視部 支持台 

 

・配管径は理論計算より 1Ｂとした． 問題なし．また試験部をそのまま工場プラントに

移設する可能性もあったので，フランジサイズをこれに合わせて 10Ｋ用と大きなもの

になった。（図３，２－９，１０，１１）  
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図３．２－９ フィルター実装組立て図 

 

 

図３．２－１０   管径基本計算 

 

 

図２．２－１１  指定ボイラー 写真 
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設計上の課題 

・ 可視部（アクリル）をカメラで見る為に四角断面とした 

・ 水タンクの形状，使い勝手，試験部水出口よりタンクへのホース引き回し． 

パッチン錠タイプの蓋付き，フレキホース使用など（図３．２－１２） 

 

図３．２－１２ タンク形状指定図 

 

・ ＫＦ継手の採用： ワンタッチカップリング 

・ 購入機器類は概ねユーザ指定 

・  
  図３．２－１３ 指定ボイラー 写真 

 

３．２．２ 発注企業評価 

今回は、納期的に余裕がないこともあったが、ワーキング部会発足直後のプロジェクト

というタイミングの良さもあり、出来れば成果を早く出したいという気持ちで最初から部

会委員の林創研㈱殿、指名で無理をお願いする形になった。全体予算額から言えば、本来

選定委員会を学内で開催して、メーカー選定の手順を踏むべき課題であるが、この装置の
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今後の処分及び時間的な優先順位から、依頼者の先生の許可を得てこのような決定になっ

た。形としては依頼者による業者指定の発注・購入となっている。設計の主担当は林氏と

取引あるスリーワンデザインの根本氏があたり、構想設計及び依頼者との細目打合せを実

施し、詳細設計及び製作組立ては林創研の取引業者から選ばれたようである。試験部本体

可視部はアクリル製であり、設計及び加工の仕上がり具合が評価に大きく影響するので注

意深く推移を見守ったが、完成品は概ね良好でありカメラ計測や観察に十分耐えるもので

あった。設計品質については今回可動部が無いため十分な評価が出来なかったが、材料の

選択、クリアランスの指定等についてはやや過剰品質の点が見られ、コスト意識が十分に

行き渡っていない（従って、希望価格に無理があると捉えられた）所が若干見受けられた。

ただ逆に重大欠点は発生しなかったので依頼者の満足は得られたようである。一般論では

あるが、大学研究者の考える装置の完成度や耐久性はそれ程厳密さを要求される物ではな

い。 また精度の要求されるのはほんの僅かな部分である。 大事な事は研究テーマの目

標とする実験データを正しく取れれば良いのであって、システム全体の過剰な精度や仕上

げ、耐久性の保証は全く必要が無く徒にコストを引き上げるだけで無駄である。 その意

味で設計者が、依頼者の求める所を十分に汲み取って大事なところは精度を確保し、その

他の部分は極限まで安くすることが必要である。 民間の研究機関とは明らかに目的が異

なる。 発注側と受注側に意識の食い違いがあると、無理・無駄が発生しお互いの満足が

得られなくなるので、受注企業には研究者の要求仕様の特異性を十分理解して頂いた上で、

多いに参画して貰うことが肝要である。 またそのＰＲも必要であろう。 

 一方発注者側の問題としては、発注後の仕様変更・追加が頻繁に及んだことが挙げられ

る。 新しい装置ということもあるが支給部品の情報が非常に流動的で設計者には迷惑を

掛けたことが多々あった。 背後には研究者サイドに時間費用の意識が相変わらず希薄で

あったり、商取引に関する知識が欠如している事情があるが、工作センターとしてはこの

ような弊害が無いよう管理する責任がある。 今回それが十分機能したか反省点として残

るが、今後は発注の時点で両者確認を取り交わし、発注後の仕様変更や支給遅れ、及びそ

れに伴う納期変更等に対する対応を明記しておく必要があると考える。 特に独立行政法

人化以降は外注依存率が上がると予想されるため、外注企業との良好な関係は必須である。 

 終りに、今回初めての試みで様々なご無理をお願いして装置完成にご尽力頂いた、林委

員、根本社長他関係者の方々に謝意を表したい。 
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図３．２－１４  線熱回収ボイラー装置全体 承認図 
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図３．２－１５  本体可視部 承認図 
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３．２．３ 受注企業からの意見 

（１）ワークグループの初会合と案件 

筑波大学を担当するワークグループが最初の会合を持つ。受注企業は設計を頼むＨ社に

同行を求め、打ち合わせ回数を少なくする様に努める。 

H１５．８月８日 １６時から１８時半まで 

会合場所：筑波大学工作センター 

参加者： 筑波大学担当教授、受注企業側２名、県工業技術センター１名、本調査研究事

務局１名 

 

筑波大学担当教授から、試験的にワークグループに発注する可能性のある２件の装置製

作に関して、説明を受ける。  

案件 1：潜熱回収ボイラを開発するための、ガスと水の混合状態を観察するための実験装

置 

○実験装置の概要説明 

○実験装置の設計案説明 

○希望製作予算７０万円の提示 

―→ 受注企業が見積を出すことになる。 

案件 2：ワイアレス・スリップリング 

高速回転軸（3000ｒｐｍ）の先端に、電力供給のための５極と、データ受信用の光カプラ

を組みつける。 

○スイス製の市販品が高価過ぎるので、安価に製作できないかという打診 

―→ ペンディング 

（２）受注の経緯（引き合いから納品まで） 

上記の案件１に対して，筑波大学からの設計案に基づき組み図を作り，組みたてを依頼

するＩ社とも連絡をとり、見積額を算出する。 

８月１１日 ９５万円の見積額を受注企業から筑波大学にメール送信 

８月１１日 細部の仕様が筑波大学から送られてくる 

８月２０日 新見積（１１１万円）と組み図を見ながらの詳細打ち合わせ 

      筑波大学４名、受注企業側２名 

      設計変更に伴う図面の書き換えと新たな見積書を２５日提出の約束 
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      納入現場を見学 

8月 25日 水用流量調整器が、ニードルバルブからグローブバルブへの変更 

      バルブの先行手配の了承 

新図面と新見積（１１６万円）の送付 

８月２７日 メールにて正式に受注 

      必要な部品の発注と加工開始する 

９月 ８日 Ｏ‐リング取りつけ部変更 金具増設 

９月１８日 筑波大学３名、Ｉ社において,中間検収 

      コンプレサーの代わりに窒素ボンベを接続し，空気系と水系の動作を確認す

る 

９月２０日 筑波大 Ｈ棟 106実験室に装置納品 現場で水の循環を確認 

（３）受注体制 

取りまとめ： 受注企業（つくば市） 

設計：Ｓ社（つくば市） 

製作・組みたて：Ｉ社（本社：新治郡 工場：土浦市） 

（４）努力したこと 

装置のユーザーになる研究者と担当教授に対して、メールを多用し、進捗状況の報告を

行った。 

（５）実施過程で困ったこと 

見積中に一つの部品（流量計）の納期が１ヶ月以上かかることが判明し、先行手配の必

要が生じた。状況を説明し，先行手配（正式受注前）の了承を得た。 

受注後にアクリル部分に寸法の変更があり，一時加工をストップさせた。幸いにも納期

内に加工を終了する事ができた。 

見積にはないステンレス製のリング製作とその接着を依頼された。 

中間検収時に装置と水道ホースをつなぐワンタッチカプラを利用したら，御客様に気に

入られ，無償添付することになった。 

（６）自社体制の改善点・強化点 

今回は予算と納期の関係で提出書類は組み図のみとなった。従来提出している納品仕様

書や出荷検査表は省略した。このため社内の管理で不明確な点があり打ち合わせの覚えな

どにいちいち戻り仕様を決定せざるを得ず，能率が悪く，付け焼刃的仕事になったきらい
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がある。また、社内に後日参考になる資料が残らなかった。時間とお金をかけずに変則的

な仕事でもこなせるシステムを考えていかなければならない。  

（７）発注者に対する要望事項 

本装置製作規模の仕事には，確認仕様書提出まで 1週間，設計に２週間，製作に５週間

を要し、２ヶ月ないし２ヶ月半を要するので，もう少し，早く引き合いを出していただけ

れば幸いである。 

 研究用の実験装置製作であるので，発注者が研究者であり、より良い装置にするべく日々

研究を行っているので、変更が発生することは理解できるが，図面ができて，製作の合意

ができた後は製作業者に任せてほしい。もし，合意の後に発生した変更などには料金の引

当をお願いしたい。 
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３．３ 筑波大学：超音速蒸気インジェクターテストループ装置製作 

３．３．１ 試作内容 

依頼者 筑波大学機能工学系 阿部 豊教授, 河本氏（学生） 

共同研究企業 東芝（以下Ｔ社） 東京電力 

産学官連携コーディネータ 小谷 純久氏 

設計担当： 清和製作所（つくば市） 

   サカエ設計（横浜市） 

   スリーワンデザイン（つくば市） 

   筑波大学 工作センター 

製作担当： 清和製作所  

      石塚製作所 （稲敷郡阿見町） 

   筑波大学 工作センター （機械及びガラス部門） 

   その他 

試作経緯： 

この装置の製作・評価は現在進行形である。予算規模は決して大きくはなく、装置のサイ

ズもそれ程大きくはないが、様々な要素を含んでおり、電気制御系が無いにも関わらず、

上記のように多くの企業の参加によって当プロジェクトは支えられている。 

当初見積に参加した企業は下記の通り。事務局より今回の試作分野に該当する業者を推薦

頂いた。 

・荒友製作所㈱ （水戸市）  ・ツクバリカセイキ㈱ （つくば市） 

然しながら見積もり結果は、依頼者の希望価格及び仕様について隔たりがあり、見送り

となった。この為急遽工作センターが直接試作管理する事とし、補佐として新しく産学官

連携コーディネータとして着任された小谷氏に依頼して全体の調整役を努めて貰うことと

なった。相談の結果、普段より工作センターと取引があり、このような装置架台製作に実

績のある清和製作所を中心に直接発注をすることにより、価格を希望通りにまとめる事が

出来ることが分り、正式に依頼をした。 また今回スケジュール的に特に難しい点は、 こ

の装置のテスト部本体が外部（Ｔ社）より供給されたことである。その設計が１２月初旬

まで決定せず、それに従って周辺部の設計が進まなかったことである。当初今回の装置全

体の希望納期が１２月末であった。また結果的にこちらの希望が十分に反映されない個所

があり（予想されたことではあるが）、その後のスケジュールに大きく影響を与える結果と
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なった。測定部回りは上記２社でも特殊分野のため引き受けて頂けなかったいきさつがあ

るので、今回その部分の難しい精密機構設計を過去に実績のあるサカエ設計にお願いして

受けて頂いた。更にその中でも特に厄介な温度計測用熱電対プローブはプローブメーカで

も手に負えないため、工作センターで製作法及び治具を設計開発し、センターのガラス工

作部門で製作を行って供給している。このように一つの製造会社規模では不可能な技術開

発を含む仕事であったので、工作センターが直接管理を実行し、かつ一部は内作で開発す

る形態とし依頼者の了解を得た。（一種のプロジェクト体制である） 

大学等の試作発注に共通な課題として、上記に示された点も含み今回次のように整理し

てみた。 

・依頼者（教員・研究者・学生）は実験の主旨ははっきりしているが、具体的なイメー

ジを持っていない。形に関する指示が出来ない。仕様が頻繁に変わる。 

・ 学外共同研究者との連携や、責任体制があいまいである。 

・ 設計自体に今まで存在しなかった部品等の発明が含まれてしまっている。 

・ 非常に専門的な高度な技術と通常の装置設計技術が同居しており、設計センスの切

替を必要とされる。 

・ 一般的に技術分野が多岐にわたる。 

これらを見過ごして一社に全面委託（いわゆる丸投げ）した場合に、出来た製品が過

剰品質に陥ることや、逆に実験の役に立たない可能性が出てくる。或いは仕事の手離れ

が非常に悪くなり採算に合わなくなる事態になる。従ってこれらを全て呑み込んで要求

品質に柔軟に対応することが求められる。また依頼者側からの部品支給がある場合が多

いが、その資料や現物が未入手の事が多く製作に支障を来たすことが珍しくない。特に

その部品に知的財産権が付随していて事前に何の情報もないこともあり、取り扱いに苦

慮することがある。この辺りの認識が、研究者及び受注側に希薄なことが多く、安易な

見通しで見積もりを入れて受注活動をすると、後で思わぬトラブルに巻き込まれること

になる。 

一方利点としては 

・ 極端に厳しいコスト管理・見直しは無い。 

・ 納期管理もそれほど厳しくなく、遅延に対するペナルティも殆どない。 

・ 信頼関係が築かれれば、それ以降の取引が継続する。 

これらは民間企業からの量産受注に比較すれば明白なことで、大学に限らず、つくば地
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区の研究機関には共通の素地であろう。一度良い関係が出来れば他の研究者からの依頼

も期待でき、業務は拡大する可能性がある。 

 

試作内容： 

この仕事は前例と同じく機能工学系・阿部教授より、メーカからの委託研究による製作

として８月頃より相談があった。（企画書類参照） 発電施設内の水供給系の信頼性向上と

コストダウン・省エネリサイクルを主たる目的として数年前から基礎検討がＴ社で進めら

れた装置の現象把握と実測を目的とする実験装置の製作である。高温の蒸気と空気を高速

でノズルを通すことにより負圧が発生し、同軸上に配管供給される水を多量に吸い上げ更

にその直後にノズル口径を拡大することにより昇圧され後方に水供給することが出来る。 

 

図３．３－１ 蒸気インジェクター     図３．３－２ テスト部断面図       

基本原理図                 依頼者提供資料 

 

この方式では圧送用のポンプは必要なくノズルヘッド（テスト部と今回呼ぶ）の形状効

果だけでポンプ機能を果たし、エネルギー源である蒸気や空気は工場内の資源を再利用す

る形で得られるので非常に経済的かつ、コンパクトであり発電プラント内での水供給系の

構築に寄与するところが大である。海外でも同様な研究があり、数年前からＴ社を中心に

開発が行われて論文発表もあり技術テーマとしては公知であるが、設計ノウハウは公開さ

れておらず現象的にも不明な点が多く、今回はカメラ等による可視化と共に温度や流速等

の物理量をきめ細かく計測できる実験装置を製作することが目的であった。テスト部はＴ

社より提供されるが、今回新規設計となり、全体形状や配管仕様などは９月頃の時点では

全く未知であった。阿部研究室からはテスト部の水流量から基本配管径や給・排水タンク
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の容量の算定結果が示され、全体装置のサイズやテスト部測定台の大きさなどの大まかな

仕様が決定された。今回の装置は流速が非常に速いが圧力はそれ程大きく発生しないので、

基本的には１/２Ｂで大丈夫とのことであったが、テスト部前後の給・配水系は余裕をみて

一部１Ｂ及び１-１/２Ｂにすることとなった。この時点で研究支援センターの及川部長に

ご相談し適切な業者を茨城県｢技術力あるベンチャー推薦企業｣の中から推薦していただく

ことになり、前記２社が見積もりに参画した。依頼者からの強い希望である、温度計測用

熱電対及びその精密微動機構の製作については特殊性もあり開発要素も含まれるので２社

ともその部分は除外して見積もって頂いた。結果は残念乍ら希望価格と隔たりがあり、セ

ンターが直轄して管理しかつ、小谷コーディネータに参加して頂き、調整役をお願いした。

最終的に冒頭記載のメーカ担当となった。 

 実験計測に必要なメータ類は研究室の指定である。ただ情報が最新のものでなく、幾つ

かは価格の点で見送りとなり、代替製品の絞込みにかなりの時間を費やした。また基本配

管径はきまっているものの、フィッティングは製品によりまちまちであるので、最終的に

は現物を並べてコネクタ類を決定することになった。このような場合現場作業での取扱い

性が優先されるので、基本配管及びフィッティングをスエージロック社の１/２インチ外径

基準とした。 

熱電対回りは最も検討を要した所である。研究室の要求は線径が 0.2 ミリで、撚り合わ

せ溶接ではなく完全な一本線となるようなアルメル・クロメル線の突合せ溶接であった。

これは高速のジェット水流の場を乱さない測定上の理由である。また絶縁部も含めて｢さ

や｣径要求は 1.0ミリであり、市販の物は無く特注にも応じてくれなかったため内部製作と

なった。Ｔ社の内部製作ではもう少し太いものが実現しているが、製作ノウハウは公開さ

れていない。 
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図３．３－３ 熱電対計測部断面 

工作センターで突合わせ溶接の技術検討を行い、また絶縁被覆チューブのサンプルを取り

寄せて実現性を検討した結果，肉厚 0.1㎜直径 1㎜のステンレス管に絶縁チューブとして

耐熱ガラスパイプ細管（工作センター自作 内径 0.3㎜外形 0.6）の組合せが組立て性に優

れ剛性もあり適当であると判断した。またつき合わせ溶接は通常のスポット溶接ではなく、

ガス溶接が現実的となった。このための特殊治具をセンターで設計し製作に供している。

熱電対の他に新規のセンサーはピトー管であるがこれは同じく 1 ミリのパイプに 0.1ミリ

の穴をあけただけの形状であったので、機械加工（外注）で容易に実現できた。これに呼

応してサカエ設計側でも熱電対及びピトー管保持調整機構の開発設計に着手していただい

た。熱電対のテンションを調整した状態で測定部位を半径方向に数十ミクロンの精度で移

動できる治具であり、ジェット水流の温度分布を精度良く測定できる。 

 このような技術検討と併行して装置の大きな部分は製作が進行し、テスト部架台、天板、

排水・貯蔵タンクの製作は１２月始めには完成した。また特殊メータ類の納品も略年末に

は完了した。その他の開発設計としては空気・水蒸気の混合部がありこれも公知ではなか

ったので他大学の実験例を参照してスリーワンデザインに設計を頼み製作は工作センター

内部で行った。 
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図３．３－４ 混合部承認図       図３．３－６ 混合部 参考写真          

 

 また追加の依頼項目でレーザードップラーの速度計のＸＹＺ微動ステージの製作があり、

急ぎでもあったので内部設計で手配を行った。(図３．３－７) その他バルブ類の改造も

あったので手分けして製作にあたった。(図３．３－５)  

図３．３－５ニードルバルブ承認図     図３．３－７ ＬＤ計測部  

工作センター設計 

 

然しながら肝心のテスト部は出図が遅れ１２月初旬となり、それも知的財産権で寸法や主

要部の記載のない全体図のみであったので、熱電対の微動機構の詳細設計には着手できず、

受注業者に一ヶ月以上の空白を余儀なくさせる結果となり、多大の迷惑をお掛けした。結 

局テスト部試作品が筑波大学に持ち込まれたのは年末最終日近くであった。残念ながら、

熱電対及び架台取付部への取り付け部は寸法が出ておらず急遽設計対応することとなった。

この為配管等の接続調整は清和製作所内では間に合わず、大部分は大学へ搬入後の現場作

業になってしまった。現時点では装置全体が組みあがった状態で、デバッグや測定部の動

ドリル
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作確認はこれからの作業となっている。 

           

図３．３－８ 実験室レイアウト    図３．３－９ 水供給用バッファタンク  

 

図３．３－１０ 架台及び水吐出用タンク  図３．３－１１ 全体配管レイアウト 

 

３．３．２ 発注企業評価 

今回諸般の事情により現物支給や購入品入手が遅れたにも関わらず、その後の立ち上が

りの速さには目を見張るものがあった。特に全体の形作りを請け負った清和製作所は架台

設計も含めて対応が良くスケジュールを遣り繰りして頂いた。これは長年の筑波大学との

付き合いにより築かれた関係による事が大きく、依頼者の曖昧な指示を良く理解して適切

な対応をして頂いた。見積価格も前２社と比べてかなり安いものであったのは装置製作が

殆ど自社内で可能という好条件があろう。真空装置が専門の会社であるので少し不慣れの

ようではあったが、バルブやメータ関係の情報が十分蓄積出来れば水回りの対応は問題な

く一任出来るレベルに達すると思われる。今回は研究室よりそれらの情報を直接指示頂い
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た。装置に付随する部品の製作には試行として石塚製作所に依頼したが、同社は筑波大学

や高エネ研と小額取引で実績のある個人事業の会社であり機械製作専業である。この他に

東京で同じような会社に一部を製作依頼しているが、いずれも技能レベルは満足の行くも

ので、特に真空関係は専門でないにも拘わらず、豊富な経験により、こちらが指示を出せ

ば、専業メーカ並みの品質・仕上がりで入手出来る。一方その逆の条件で工数を抑えて要

求仕様ぎりぎりの精度も敢えて出せる技量を持ち合わせている。賃率は非常に安くセンタ

ー内作費用と肩を並べる価格で、短納期を得意とする。色々な制約を持つこれらの業者に

十分力量を発揮して頂くのはむしろ発注側の責任であり、様々な分野の加工を今後お願い

して、慣れて頂くのが両者の関係にとって好ましいと考える。東京の場合技量・賃率とも

石塚製作と同等以上のものを持つが距離の点でハンディがあるので少し納期の長い部品を

お願いした。特に周辺に特殊な表面処理や加工を得意とする工場があり、茨城県内には無

い強みを持っている。コストパフォーマンスの上では世界一流のレベルであるが、残念な

ことに後継者が中々現れないとのことである。なおこのメーカは先の見積もり事例（2.2.4）

の実際の発注先の一つである。今回清和製作所を除けば、全てが従業員 10人以下個人ベー

スの企業の参画による仕事であり、特定親会社の傘下ではない企業体である。何れも高い

技術力と信頼関係及び低賃率を武器に生き残っているように見受けられた。一般に、高い

技術力とは高度な加工機を保有している事ではなく、図面に指定どおりのものを最短時間

＝最小費用で提供できる能力であると理解している。今回特にその感を強くした。 

最後に、今回のプロジェクトは技術内容が多岐に渉るために一社では担当しきれないと

判断し、工作センターが直接管理したのであるが、大きな課題は業者選定の問題ではなく

試作依頼者とのコミュニケーションであると思われる。一つは、工作センターとして今回

共同研究を行っているＴ社との直接連絡が取れなかった事、もう一つは学生の依頼者に対

して自分の欲するものを徐々に具体化して、最後には形が自分の頭の中で固まって業者に

指示を出せるレベルまで支援することがセンターとして大事な業務であるが、Ｔ社との関

係に注意が要って、学生等の意識改革にまで到らなかったのが反省点である。 

なお、最初に見積もりに参画してくれた前２社とのコミュニケーションは非常に良好であ

ったので、今後なんらかの形で実際に仕事を担当して頂きたいと考える。また先般の事例

説明会の面談でも今回の担当業者に近い内容の所が数社あったので、機会をみて仕事をお

願いする所存である。
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３．３．３  コーディネータの立場からの感想  

本テストループの製作は平成 15年 8月ごろに検討が始まり、概略仕様に基づく業者から

の見積書の提出、筑波大への従来の納入実績に基づく業者の技術力と価格対応力の評価が

進められていた。その結果、前任者から引継いで私が新たに参画した 10月初旬には、主要

発注先はすでに決定され、装置架台の製作はつくば市の清和製作所が、流体の温度や圧力

など供試体特性の測定部回りは横浜市のサカエ設計が引き受けることになっていた。しか

し、全体としては依頼元である筑波大機能工学系阿部研究室、同大学工作センター、共同

研究企業、設計受注会社、製作受注会社など多くの部門が関連しており、相互の連携が重

要なプロジェクトであった。 

１０月１０日に業者を交えた第一回打ち合わせが大学で開催されたが、依頼者側の設計

が十分には固まっておらず確認/再検討を要する事項が多く残された。また、共同研究者で

ある某大企業による供試体の設計/製作も約 2週間遅れであることが分かった。 

このようにやや曖昧な状態で始まったため、当初の完成予定１１月末は結果的に翌年の

２月初めにずれ込んでしまった。しかし、供試体の設計/製作の遅れがその主要因であり、

その後の装置まとめはスムーズであった。度重なる設計変更にも業者はよく対応できたと

評価される。 

関連した研究論文の調査や研究者（学生）との意見交換など、私自身が実験の意義を理

解するのもコーディネート業務の遂行には欠かせなかった。 

大学の研究者からの製作依頼にはアイデアの構想段階のものがあり、計画の実現のため

にはそのアイデアをよく理解し、さらに検討を加えて具体的な設計図面/製作図面にするこ

とも業者側に要求され、それに応える力がないと受注に結びつかない。与えられた図面ど

おりに物を作るだけの対応では業者間の価格競争となり、継続的な受注を期待できないこ

とを業者側は理解しなければならない。 

一方今回の案件は、供試体内部の温度/流速分布の測定を除けば、それほど高度な加工/

製作技術を必要とするものではなかったが、一般に、研究用の新規の実験装置では試行錯

誤の箇所は必ずあり、仕様変更やそれに伴う日程変更は避けられない。その結果、製作コ

ストも当初の見積より増加しがちである。したがって小企業にとって大学や研究所向けの

仕事は金銭的にも日程的にも大変厳しい受注になることが多いようである。受注企業は、

その仕事によって自社の技術力を向上させるとか今後の営業活動に役立つとかの効果を期

待しており、発注者側には現在の技術レベル、価格/納期などを厳しく評価するのみではな
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く、これはと思う地元業者を育てあげ、将来にわたって共存共栄を図ろうとの意識をぜひ

ともお願いしたい。 

現時点で本テストループの調整・予備実験も無事終えて担当学生の卒業論文にも寄与す

ることが出来た。本装置を用いた本格的な実験が来年度から始まり、おおいに研究開発の

成果が上がることが期待される。 
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３．４ 大手企業の研究所と茨城県内中小企業の共同ビジネス創生の例 

 

３．４．１ 共同ビジネスの内容と創生へのコーディネーション活動の概要 

平成１４年１１月に大手企業のＮ研究所から「製紙スラッジを焼結した多孔質の汚水浄

化材」の事業化展開の相談があった。この酸化アルミニュームが主成分の多孔質の粒状物

質は汚水中のＰやＮを吸着するので汚水浄化材として商品化出来、しかも使用後の粒状物

質は畑などに散布して肥料として再利用出来る可能性がある。 

Ｎ研究所はこの試作品をＭＰＭ（Ｍｉｃｒｏ Ｐｏｒｏｕｓ Ｍａｔｅｒｉａｌ 

の頭文字）という商品名を用いて販売する計画であった。 

Ｎ研究所が環境事業に新しく進出するのなら、同研究所が所在するつくば市や茨城県の

地元の環境分野の中小企業とパートナーを組み、まず実証実験の施工が絶対に必要である

と提案した。この筆者の提案の重要性を理解したＮ研究所は平成１５年４月に再度訪れ、

実証実験の依頼先を選定するために、茨城県内の環境分野の全ての中小企業の調査を依頼

して来た。 

この調査はＮ研究所から つくば研究支援センターへの業務委託という形で進められ、 

平成１５年１０月１０日に完了した。 

このつくば研究支援センターの調査結果に基づいてＮ研究所とその関連会社のＡ社は 

推薦された４社の中から１社を選定し、現在、実証実験を含めて種々のビジネス展開のパ

ートナーとして共同ビジネスを企画推進中である。 

この共同事業はＮ研究所側の以下の事情を地元の環境分野の中小企業が補完、補強する

という組み合わせが成功したものと考えられる； 

１）Ｎ研究所は元来電話線や光ケーブルの敷設に関する技術開発をする研究所であったの

で環境事業には全く未経験であり、ビジネス展開が非常に困難であった。 

２）生活排水、工場排水、農業・畜産排水などの排水可能な汚濁度基準は地方自治体が規

制することが多く、その事情を良く知っているのは地元の環境分野の中小企業である。

Ｎ研究所はつくば市に長年存在してきたがこのような地元の中小企業と全く付き合い

がなくＭＰＭの実証実験の推進は困難な状態であった。 

  この２つの困難な問題を緊急に解決するために茨城県内の環境異分野の中小企業の実

態を調査し、その中から最適の企業を推薦し、Ｎ研究所へ紹介して共同ビジネスの推

進をコーディネートした。以下はこの実例の詳しい記録である。 
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３．４．２ 今回の調査の目的と調査結果の結論 

本調査は、Ｎ研究所が開発した汚水浄化材の多孔質アルミナを主成分とするＭＰＭを汚

水浄化に連続的に使用し、且つ使用後のＭＰＭを土壌改良剤として使用し、植物の生育へ

の影響を試験することであったので、茨城県内の環境技術を有する企業を広く調査し、Ｎ

研究所へ紹介することを第一の目的とした。 

あわせて、ＭＰＭの環境技術ビジネスの展開の方向性についても示唆することを第二の目

的とした。 

 

今回の調査の結論として下記の３社を選び、Ｎ研究所へ推薦することにした。 

１． Ｂ社（環境分析関係）（窓口；営業開発室長） 

２． Ｃ社（装置開発関係） （窓口；開発部装置システム課長） 

３． Ｄ社（濾過技術の研究所） （窓口；開発本部長） 

尚、他に財団法人茨城県科学技術振興財団（窓口；科学技術コーデネーター）の県立畜産

センターでの実験へ参入することも推薦した。 

 

３．４．３ 調査の方法と参加希望の各社への説明会 

Ｎ研究所から工業技術センター、つくば研究支援センター、ひたちなかテクノセンター、

日立地区産業支援センターなどへ調査依頼をし、それらの組織から推薦いただいた１２社

について、その経営安定度や技術力について別途調査を進めた。 

その後その主な会社に電話をして今回のＭＰＭ実証事業への熱意を探索し、１２社全てへ

説明会の案内状を発送した。 

この説明会は「多孔質アルミナ汚水浄化材と再利用プロジェクトの説明会」として８月

４日につくば研究支援センアターにて開催した。 

一方、県では、地元企業がつくばなどの公的研究機関から研究機器などの受注機会を確

保することを狙いに、技術力があり機器調達への意欲ある企業への推薦制度などを実施し

ている。 

従ってこの説明会はその一環として、つくばのＮ研究所から中小企業への実験依頼事業

推進という性格を強調して開催した。 

その内容をもう少し詳しく説明すれば、紙のリサイクル過程から排出される製紙スラッ

ジを用いて、Ｎ研究所独自の技術により、活性炭のように微細な孔が多数空いた多孔質の
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新素材ＭＰＭ（マイクロポーラスマテリアル）を開発することに成功した。 

その実用化に向けて、地元企業とともに実践プロジェクトを立ち上げたいというのがＮ

研究所の調査委託の目的であった。 

 

８月４日の説明会の内容は以下の通りであった。 

（１） 茨城県商工労働部工業技術課の推進している「ベンチャー調達事業」の 

説明 

（２） 本プロジェクトの技術的な内容と実証施工の内容 

Ｎ研究所の研究では、製紙スラッジを焼結し、多孔質のアルミナ主成分のペレ

ットを製造している。この多孔質の材料（商品名：ＭＰＭ）は汚水浄化作用を有

し、ＮとＰを同時に吸着する。更に汚水浄化に使用後のペレットを肥料として再

利用すると農作物の成長を著しく促進することが小型の実験によって証明されて

いる。 

（３）茨城県内の中小企業に期待されている実証施工の内容は、同一会社の責任で以下の

実験を期待する。 

①ＭＰＭを使用して汚水の浄化実験を実施し、 

②使用後のＭＰＭを土壌改良剤として再利用し、農作物の成長促進を実験的に

実証できる企業を探している。実験の規模と期間については予算によるので、

施工委託の決定後に明確な企画を作成し、達成目標を明らかにしてから施工

実験を開始して頂く段取りになる。 

 

８月４日１０時からのＭＰＭ説明会へ参加した９企業のリスト（順不同）； 

環境技術開発協同組合、専務 

 

Ｄ社 取締役研究開発本部長 

 

Ｂ社 代表取締役、営業開発室長 

 

（社）日本技術士会 茨城県技術士会、理事 
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Ｅ社（環境技術関係）代表取締役、管理部 

 

Ｆ社（プラントサービス関係） 代表取締役社長 

 

Ｃ社 開発部 装置システム課長 

 

Ｇ社（コンクリート部材製造） 執行役員、技術部長 

 

Ｈ社（インキュベーションラボ） 社長 

以上９社、１１人。 

 

その他の出席者：つくば研究支援センター（３名）、いばらきサロン、本調査研究の研究支

援事業検討委員会委員（以下委員と略す）の合計５名。 

 

９社全部の結論として８月２７日の水曜日、午後１：３０時からつくば研究支援センタ

ーにおけるＮ研究所とＡ社からの説明会へ９社全部が出席するという結論になった。 

９社から話されたご意見の概要： 

① 植物を植えて緑化する事業に全国的なネットワークを有しているので、ＭＰＭの全国

への販売ビジネスの想定は可能である。また汚水浄化のいわゆる上工程は実施できる。   

２７日は出席する。（技術士会） 

② 自社としては直ぐには実証施工は出来ないかもしれない。 

  ゼオライトと比較して性能がより良く、安ければビジネス展開のお手伝いは 

  出来るかもしれない。２７日は出席する。（Ｅ社） 

③ 興味はあるが我々の会社は下水道が専門で、かつ汚水の分析は出来る。２７日は出席

する。（Ｃ社） 

④ 使用後のＭＰＭは肥料としての効果があるとは思うが固形なので効果は遅く出るタイ

プと想定される。一般に土壌改良剤としての農作物への効果を実証するには、処理す

る汚水の種類にもよるので 6年位は必要である。我々は長い年月このような土壌改良

剤の実験をしている。２７日は出席する。 

⑤ 我々はコンクリート専門の会社なので環境技術は専門外の分野である。しかしＡ社と

―　９８　―



はビジネス上のお付き合いがあるので、今後検討してみたい。２７日は参加する。（Ｇ

社） 

⑥ 普通 Ｐを８ｍｇ/gr 吸着してしまうと逆洗処理をしなければならない。ＭＰＭにつ

いての測定条件が実際の汚水処理の条件からかけ離れすぎている。２７日は出席する。

（Ｄ社） 

⑦ ＮＴＴの実証施工には全面的に協力できる。荒地の緑化事業は全国展開しているので

循環型環境社会の構築の施工実験には熱心に取り組んできた。ＭＰＭの他にも製紙ス

ラッジの再利用については色々アイデアがある。２７日には出席する。 

⑧ 霞ヶ浦浄化プロジェクトのコーデネーターをして来たので上工程は出来る。広範な実

証実験のコーデネートは出来る。２７日は出席する。（Ｈ社） 

⑨ 工場排水の処理を大規模に施工している。ＭＰＭのプロジェクトには是非参加したい。

また種々の可能性を模索してビジネス展開をＮ研究所と一緒に進めてゆきたい。２７

日は参加する。（Ｆ社） 

 

その他の意見として： 

「一般的に環境技術の実証施工を行うには数千万円がかかるのが常識であり、提示の金

額で実証施工をしても何にも意味のある結果は得られない。」「ＭＰＭの環境分野での実

用を目的にするのなら研究の仕方が根本的に間違っている。今日提出のあった研究結果

の図面を見てもその縦軸と横軸の取り方が不適切で何を主張したいのか意味不明の図

面が多い。広く使用されているゼオライトなど既存の吸着剤との性能比較の実験をして

いない。ＭＰＭの製造コストの概略が一切提示されていない。」「基礎実験結果と考えて

も科学的な意味で不備が多い。処理した汚水の物理的、化学的性質が一切報告されてい

ない。また使用後のＭＰＭの内部のＰやＮのローカルな分布状態が一切報告されていな

い。」「汚水処理の実証施工をするパートナーとしてＮ研究所はあまりにも素人な      

ので、技術的な面を考えてもパートナーとしては組みがたい。」「土壌改良剤などとして

の再利用の実証施工実験を強調しているが、そのような実験は普通２、３年かかるのが

常識であり、今後どのように協力すべきかＮ研究所から直接ご説明を頂きたい。」 

など厳しい意見が出された。 

 

 上記の午前中の会合の後、委員は事務局とともに直ちにＮ研究所を訪問し、午前の会議
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の模様を非公式に口頭で報告した。その結果、上記のように非常に批判的な意見が次回の

会議（２７日）にも出る可能性が多いので、次回の説明会にはＮ研究所側からは、事情を

良く理解しているメンバーのみが出席したほうが良いという結論になった。 

尚、８月 4日の会合において、呼びかけた企業の内３社が欠席した。 

 

３．４．４ 実証施工に適した４社の選考と８月２７日の最終説明会  

茨城県の企業情報に明るいある方のご意見とその後の筆者との電話やメールの交換か

ら実証施工を依頼しても良いと考えられる有力な候補会社を３社にしぼり、パートナー選

定の候補企業としてＮ研究所側へＢ社、Ｄ社、Ｇ社の３社を推薦した。 

そのほか、つくば研究支援センターの紹介で、財団法人茨城県科学技術振興財団が行っ

ている霞ヶ浦水質浄化プロジェクトの科学技術コーデネーターを訪問し、実施施工の少し

異なった協力関係が可能であることが分かった。 

少し異なる形の協力関係とは以下の通りである。 

筑波大学のＭ教授と上記プロジェクトのコーデネーターが行っておられる設計と研究

では、畜産排水をバイオマスで分解し、メタンガスと消化液にしている。メタンガスはス

ターリングエンジンを加熱し発電に使用している。消化液のほうはある種の電気分解でＰ

やＮを除去している。この電気分解の前か後にＭＰＭ浄化を組み合わせ、ＰとＮの除去率

を向上するか否かの実験をすることを提案している。ＭＰＭの無料提供と実験から生じる

知的財産権（特許など）の適正な分割所有について相談できれば良い。この方向は茨城県

の公的機関がＭＰＭの効用をバイオマス消化液で実験して保証することになるので、大変

重要なご提案である。したがって、上記の候補３社の中から、１社を選定する方向の活動

とは切り離して相談を進められることを提案した。 

下記の８月２７日の最終説明会の前に上記１２社の技術力と経営安定度の調査をして

あらかじめＮ研究所側へ送付しておいた。 

最終説明会（８月２７日） 

 この最終説明会で始めてＮ研究所側とその関連会社Ａ社が出席し、参加企業へ直接説明

を行い、続いて企業側からビジネス展開に関する数多くの質問が出された。  
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この最終説明会の後、Ｎ研究所とＡ社は推薦された以下の３社を直接訪問し、最終的に

はＢ社をビジネス展開のパートナーとして選定した。 平成１５年１２月現在、Ｎ研究所、

Ａ社およびＢ社３社は実証実験を含めて新規ビジネスの展開を推進中である。 

尚、財団法人茨城県科学技術振興財団、霞ヶ浦水質浄化プロジェクトに関連して見学会

を行った。９月２日にＮ研究所とＢ社とともに千代田村にある茨城県立畜産センターで実

施中のバイオマス実験装置を見学した。また同じく、午後には、つくば郊外の澤口実験農

場の見学も実施した。 

３．４．５ 今後のビジネス展開の方向性 

環境分野の中小企業９社専門的な意見を深く考えるとＮ研究所の開発したＭＰＭとい

う汚水浄化材を用いたビジネス展開の方向性は以下のように考えられる。    

（１）最終選定した１社と完全循環型社会を実現する技術を確立してビジネスを展開する

方向。 

（２） この１社とは他の会社で全国へ緑化事業をしている会社と組んでＭＰＭを広い範

囲に販売する方向のビジネス。 

（３）財団法人茨城県科学技術振興財団霞ヶ浦水質浄化プロジェクのような地方自治体の

環境プロジェクトにＭＰＭを多量に購入してもらう方向。 

（４）大型製紙会社と提携し、製紙スラッジの引き取りを有料で受け利潤を上げるビジネ

スの方向。 

（５）使用後のＭＰＭをコンクリートの骨材として使用し、酸性に強いコンクリート材料

の製作に再利用する方向。 

（６）使用後のＭＰＭを高速道路建設の客土材料として再利用する方法。 

 

尚、上記のうちの（４）の方向の追求検討のためＮ研究所側は再度つくば研究支援セン

ターへ茨城県内の製紙会社の調査業務の委託をしている。 

以上、つくばにあるＮ研究所が地元の中小企業とビジネスパートナーを組んで新しい事

業を展開するという事例でコーデネーターがどのようにそれを調整し、推進したかの記録

を終わりとする。 
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第４章 研究支援事業における地域中小企業との連携強化 

４．１ 筑波研究学園都市地域における諸問題 

研究支援事業における地域中小企業との連携を考える上で、筑波研究学園都市地域につ

いて考慮すべき背景として、次の諸点が挙げられる。 

（１）大学・国立研究機関の独立法人化による組織の効率化 

 平成１３年４月、筑波研究学園都市の国立研究所の多くが独立行政法人となり、平成  

１６年には、筑波大学、高エネルギー加速研究機構が独立法人としてスタートする。これ

らの独立法人化した研究機関や大学は、研究の効率的な推進や研究成果の社会への還元な

どが一層求められ、研究の効率的な推進のためには、研究活動をする上で必要なときに必

要な人材や機材、サービス、情報などが容易に入手できる環境を整えることが重要となっ

てくる。しかし、組織の効率的運営の観点からは、このような環境を常時機関内に整備し

て置くことは困難であることから、外部に依存する方向にあり、研究用設備・機器の試作

についても同様の傾向にある。 

（２）地域中小企業の将来技術に向けた取り組みの遅れ 

 バイオテクノロジー分野では、最先端の研究用機器は欧米からの輸入品であり、これが

大きな技術格差をもたらしていると云われている。最近は日本でも、研究者が創造的な研

究をするためには、企業と協力してオリジナリティーのある研究用機器の開発を進めよう

としている。 

 筑波研究学園都市の研究施設・研究人材は世界有数と云われているが、ここで必要とな

る研究用の器材試作やサービスは、在来製品の下請け加工を主体とする中小企業が多い茨

城県ではこれに応えることができないため、東京、神奈川、埼玉等首都圏の専門企業に発

注されるケースが多い。 

下請型企業では、セールスに関しては経営上それほど重要視されていなかったのではな

かったかもしれないが、独立経営を念頭に、より多くの顧客と自社技術とのマッチングを

求めて不特定多数の相手と折衝する場合、所謂経験豊かな営業マンが必要であり、特に大

学・研究機関のように一般企業と異なる営業プロセスを必要とする場合には、その方面の

事情に通じた営業マンが望まれるということを、経営者が認識することが必要と考えられ

る。 

（３）自治体行政のつくばに対する考え 

 茨城県は、科学技術立県を目指し、これからの県内の産業発展は、つくば等の研究機関・
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大学を地域としてどう活用できるかにかかっていると考えており、地域との連携を促進す

る方策として、地元企業と研究機関相互に実質的メリットがある方策を模索している。特

に、県工業技術センターには、地域産業と密接に関わって活動しているものの、将来に向

けて県内の大学・公的研究機関のポテンシャル（人材、研究成果、研究設備等）を活用し

た地域企業の技術力強化が期待されている。   

 

４．２ 研究機関の研究機器試作等研究支援事業における中小企業との連携強化策 

前節の背景を踏まえ、本調査研究では事例研究のため産業技術総合研究所ワーキンググ

ループ、筑波大学ワーキンググループ、高エネルギー加速器研究機構ワーキンググループ

の３グループを編成して実施した。その結果、これらの研究機関の性格に起因すると思わ

れる試作内容と発注にいたる形態に大きな違いがあることが明らかとなった。 

 

産業技術総合研究所及び物質・材料研究機構では、研究者が直接企業にコンタクトし発

注先を決めている。（産総研テクニカルセンターは機密保持上外部に出せない試作品製作が

主体となっている。）研究者は従来から付き合いがあり信頼のおける企業人（技術者或いは

担当営業）に依頼している例が多く、身近にこのような人がいない場合は先輩・同僚の研

究者等に尋ねるなどして探すことが多い。地域企業が試作受注するためには研究者との人

脈作りから始める必要があり、単に仕事の受注だけを目的とした活動では入り込むことは

困難であり長続きはしないと思われる。 

 

筑波大学では、試作に関しては工作センターの存在が大きい。教授の研究は学生の卒業

論文の対象ともなっており製作する実験装置等の概要は教授のイメージ図か、これを学生

が図面化したもので工作センターに持ち込まれるケースが多い。これらについて工作セン

ターで実験内容をヒアリングし、具体的な仕様、製作図面を作成して内作或いは外注にま

わしている。ここでは教官が必要とする機能を満足させる 装置を理解し図面化する能力

が期待されている。製作については特別なものを除いてはそれほど高度な加工技術を必要

としないが、早く、安く、小回りのきくことが求められる。 

 

高エネルギー加速器研究機構はその名が示すとおり、高度加工技術が凝縮された巨大施

設が中心となりこれを利用して行う研究が主体である。工作センターはその高度化と次世
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代技術の基礎技術確立を目指して活動している。ここから発注される案件は工作センター

で開発され実証済みの部品等の加工が主体であり、受注するためには高度な加工技術が要

求される。また施設そのものの改修、新設は大企業が受注し、地域の中小企業はその下請

けとして一部の製作に係わっている。 

 

このような各機関の特異性を前提に、それぞれに対応しかつ通常の企業活動として地域

企業が研究試作等を受注し、自社技術の向上に繋げていけるような仕組みを検討した。 

その概要を図４―１に示す。 

 

研究機関と企業の間に必要な機能として試作設計機能、営業機能、教育・指導機能の３点

を強化する。 

 

（１）試作設計機能強化 

 筑波大学の事例に見られるように、教官や学生からの依頼を正確に把握し、必要に応じ

て助言しながら具体化する作業は、広範な技術的知識と豊富な装置試作の経験が求められ

るが、つくばにはそのような作業ができる企業が見当たらない。 

 もちろん大企業や専門業者には特定分野の試作設計技術者はいるが、専門化されコスト

も高く大学の試作対応は困難である。 

 地域の経験者等による新たな組織を法人化し、事業として実施する。 

 

（２）営業機能強化 

 産業技術総合研究所、物質・材料研究機構など研究者との人脈形成がキーとなる場合、

既に研究者との良好な人間関係を持っている研究所 OBや企業 OBを組織化し、営業活動

や受発注情報・企業情報の提供等を行うことを実現したい。 

 今年度実施した茨城県の産学官連携コーディネータによる試作品受注支援活動は、好結

果を上げることができたが、これを民間または公益法人として実施できることが望ましい。 

 

（３）教育・指導機能 

 高エネルギー加速器研究機構の協力を得て、今年度実施した技術研修は非常に好評であ

り、来年度以降の継続の希望が多かった。超精密加工、真空溶接等は今後の重要加工技術
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であり地域企業もこの分野の技術力を向上する事により、高エネルギー加速器研究機構の 

他、多くの機関や企業からの仕事に生かすことができるものである。 

 

これらの活動は各研究機関を対象にしてはいるが、それぞれが単独で機能するだけではな

く、これらが相互に連携し協力していくことにより、より高い総合力が発揮できると考え

る。 
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図４－１          つくば研究試作業務関連図 

 

研究機関         必要な中間機能        地域企業 

 

１．試作設計機能強化型      

  筑波大学          試作設計機能 

   教授（研究者）    設計・エンジニアリング企業    加工・組立企業 

    （既存または新設） 

工作センター 

  

２．営業機能補充型 

物質材料研究機構          

  研究者 

               

産業技術総合研究所     営業機能 

  研究者 営業・情報提供・仲介組織 

 企業・研究機関 OB 等による 加工・組立企業 

テクニカルセンター     NPO または会社設立  研究開発型企業 

             既存技術商社・専門業者の 

  農業生物資源研究所    活用 

  食品総合研究所              

  民間研究所 

   

３．技術力向上型 

高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 

  研究者          

教育・指導機能 

  工作センター 高度加工技術講習 高度加工技術 

             茨城県工業技術センター共催 指向企業 
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第 5章 総 括 

 

平成 14年度の「研究支援活動の促進による産業の活性化に関する調査研究」において、

「つくば地区産学官研究機関の研究支援ニーズ」及び「地域中小企業のニーズ対応上の課

題と問題点」を調査し、研究機関側には効率的組織運営及び地域産業活性化の観点から極

力アウトソーシングによる研究支援を採用していく姿勢が明確であるが、地域中小企業側

には技術、資金、営業等の面で主発注者である研究者や機関内試作部門等からの需要・信

頼に応えきれていないという課題・問題点が存在することを明らかにするとともに、研究

機関側のアウトソーシング化の流れを地域企業が受け止めて地域産業活性化・創出につな

げるための県機関を核とした支援体制づくりと相互信頼関係構築方策の立案・実践を次年

度の本調査研究の課題とすることを提言した。 

平成 15 年度は前年度に引き続き、つくばの技術開発基地・試作基地としての優位性を

活かして、公的研究機関・大学の研究機器試作・共同開発を通じた技術交流による地域産

業活性化を検討し、地域企業の育成・活用促進を目指した実践活動及び具体的試作案件の

実施事例の考察から公的研究機関と地域中小企業との連携強化策を検討したので、ここに

報告するものである。 

 

５．１ つくばの技術開発・試作基地機能を活用した地域産業活性化 

中国等海外への生産基地の総体的移転が我が国産業構造の変革をもたらした。大企業の

みならず中小企業も国内に技術開発基地や試作基地をつくることによって、大企業依存か

ら脱却して独自技術を開発・獲得し、機動性を活かした創造的製品開発に活用することが

喫緊の課題となっている。一方、つくば地域の大型研究研究機関と地元中小企業とは従来

没交渉であったが、今後両者間で実質的かつ有効な協力関係を構築できれば、つくばに一

大技術開発基地、試作基地をつくることが可能である。そのための方策として、企業側が

研究者へ直接働きかけて試作品の受注を取る形で双方の協力関係を構築する方法は、中小

企業の技術力向上と経済活性化には最も有効かつ重要な方法と考えられるが、これを可能

とするには相互信頼の構築が不可欠である。公的研究機関工作センター責任者等をメンバ

ーとする平成 14 年度「研究支援事業検討委員会」活動を通じて相互信頼関係構築策を検

討し、平成 15年度は 6月～9月に県優良企業推薦書を有する中小企業を主対象として数回

の試作発注説明会を行うとともに、10月からは 8名の県産学官連携コーディネータが研究
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機関の協力の下、試作発注研究者と受注可能企業との直接仲介による受注推進活動を実践

した。これらの活動を通じて、①製作経験の無い試作はリスクが大きく受注に消極的、②

公的研究機関専門の営業マンの必要性、が明らかになった。地域中小企業が生き残り発展

するためには、つくばの試作基地としての優位性を活用して技術力の飛躍的向上を図るこ

とが必須であり、中小企業経営者には上記問題点を克服することが望まれる。 

 

５．２ 茨城県及び公的研究機関・大学における地域事業の育成・活用促進活動 

 

５．２．１ 産業技術総合研究所における活動事例 

平成 15年 6月 27日に産総研の研究関連機器業務の外注事例紹介説明会（於：つくば研

究支援センター）及び研究環境整備部門テクニカルセンター工作施設見学会を開催：茨城

県内中小企業・ベンチャー企業 32社参加。 

11月 13日茨城県テクノフェア会場（カピオ）内で県内 6社の個別企業面接。 

12 月 4 日に日立地区産業支援センター主催で産総研と日立地区中小企業との技術交流会

を開催（於：産総研）。 

・ 秘匿性、緊急性、試行錯誤性、継続性、特殊性等が認められる試作以外は外注として

いるが、研究者が直接外注業者に依頼する場合とテクニカルセンターが外注の斡旋を

行う場合がある。 

・ 中小企業者は試作受注する際に多くのハードルがある上に、受注しても技術力向上に

はなっても儲けに繋がらない場合もあることを知っておく必要がある。 

・ ハードルをクリアするためには、業務別の数社がまとまって対応するとよいが、取り

まとめは県が雇用した適切な人材が行う必要がある。→県産学官連携コーディネータ

の採用に結実。 

・ 特異な技術力を保有するあるいは技術力の向上を目指す企業が受注に有利であるが、

技術力のアピールの仕方が首都圏企業に比べて弱い。手掛けたもののサンプルや現物

の提示が重要である。 

☆ 産総研では中小企業支援研究開発制度の中に平成 16 年度から「試験・研究機器開発

促進型」を新設し、研究者あるいは企業側の中核技術を基に新規機器の開発・実用化

を支援することとなった（章末の「平成１６年度地域中小企業試験・研究機器開発促

進（機器開発型）実施要領」参照）。コーディネータが中心になって産総研研究者と県
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内中小企業との連携を図り、波及性の高い試作機器開発に活用することが期待される。 

 

５．２．２ 筑波大学における活動事例 

平成 15年 7月 3日に筑波大工作センターの外注事例説明会をつくば研究支援センター

で開催：21 社参加。単なる説明・解説にとどまらず、試作受注希望企業との面談会を 3

日間に渡って行い、筑波大の試作外注案件の実図面 5点を配布して見積もり書の後日提出

を課題として要請。 

・ 不完全図面に基づく見積もり課題は企業の実力を知る上で極めて有効と判明。特に単

発の試作を無理なく安く早くこなせる業者の発掘・育成に有効。今後この種の手法を

新規業者の多角的評価に活用したい。 

8月 7日の研究支援事業検討委員会第 1回会合で、実際の外注依頼案件を中心にしたケ

ーススタディによる方式を説明し、12月までに 2案件について別々の方式で、試作案件の

発注先選定、技術開発案件のコーディネート活動、緊急試作案件への対応の観点からケー

ススタディを実施。10月から県産学官連携コーディネータが参画し、大きな戦力となる。 

11月 3日つくばカピオで開催された「テクノフェア 2003 inつくば 個別面談会」にて

県内企業営業担当者と試作業務について面談。 

・ 筑波大工作センターは機械工作とガラス工作の 2 部門からなり、試作活動と教育活動

の両面から支援業務を実施し、他大学からの依頼やメーカーの技術相談にも対応でき

る高度な技術力を有している。 

・ 平成16年度の独法化後は周辺の4センターと統合され大学本部直轄の基盤センターと

なるが、資金や人材の確保に努め、高い技術力レベルを維持しながら学内サービスを

充実していく所存。 

・ 学振科研費や共同研究等の外部資金による設計・製作はほぼ全部が外注手配であるが、

内部予算の場合は概ね 1 ヶ月以内の納期指定の試作や数量の極端に多い製作は外注扱

いで、主につくば市周辺及び京浜地区の企業に発注。 

・ 外注に際しては直接取引きを心掛け、業務内容に関する必要事項を具体的に明示でき

る企業に限定して発注。 

 

５．２．３ 高エネルギー加速器研究機構（KEK）における活動事例 

KEK工作センターは 1971年設置以来加速器に係わる超高度加工技術を開発・確立。そ
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のノウハウを含めた成果の一端を県内の技術開発型企業の若手技術者に学習してもらうた

め、講習と実習作業を取り入れた高度加工技術講習会を延べ 3日間に亘って開催実施：参

画企業は 17社。KEKの必要技術の理解と敷衍を目的に、準備した技術テーマは、①開発

力向上技術：参加者 25名、②超高真空容器の溶接技術：参加者 6名、③超精密加工技術：

参加者 8名、④NC機の加工プログラミング：参加者 8名。 

・ ①では、個人重視経営下での開発業務への取り組み方として、企業目標に合致させな

がら独自技術・固有技術を自己啓発の行程表（ロードマップ）の作成と実行によって

確立する方法論を提案。 

・ ②では、溶接が難しいアルミニウム合金の TIG（Tungsten Inert GAS）溶接を取り上

げ、その特徴、遵守事項、ポイントの学習、課題装置の TIG溶接作業、リークテスト

を実施し、溶接技術の心構え（五感を磨く）を伝授。 

・ ③では、加速器の主要部分である加速管はくびれ付きの円板（セル、ディスク形状）

を多数拡散接合して作製されるため、セルの接合面の平面度、面粗さの超精密仕上げ

が要求される。そのため、ディスク加工時の誤差要因の徹底的排除や公差の許容値と

その根拠の明確化等、加速器工学の神髄を学習。 

・ ④では、要求に合致した部品を正確に作り上げるための NC プログラミングの開発手

順を理解するため、基本的例題についてマクロ機能を用いてプログラミングし、パソ

コンで検証することを学習。 

 

５．２．４ 茨城県における活動事例 

研究開発型企業やベンチャー企業の育成のためには技術面や資金面でのバックアップが

必要であり、県内公的研究機関の研究開発事業にベンチャー等が共同研究や競争入札等に

直接参画できる環境整備が重要との観点から、ベンチャー調達の導入促進活動を実施。 

平成 15年 5月 21日付けで、技術力あるベンチャー・研究開発型中小企業等推薦書交付基

準を制定：推薦企業数 85社（1/24現在）。 

調達事例説明会の開催（協力研究機関：産総研、筑波大、原研、核燃サイクル機構、高

エネ研）。 

10月 1日から知的特区産学官連携強化事業を実施し、つくば研究支援センターにコーディ

ネータ 8名を配置：10月～12月の 2ヶ月の受注件数 7件（計 600万円程度）。 

12月に関係省庁（経産省、文科省）へベンチャー調達促進のための制度的支援や規制緩和
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等を要望。 

・ 現行の入札参加資格制度では、通達により入札対象機器の開発実績証明等があればラ

ンク差別はないはずであるが、H14 年度現在当該通達の運用実績はなく、ほとんどの

ベンチャーが Dランク（予定価格 400万円以下に限定）。 

・ 現行法制度、通達運用状況、研究機関側意見、ベンチャー側意見、米国 SBIR 制度等

の調査に基づいて、ベンチャー調達（入札配慮規程の明記、ベンチャー枠の設置等）

をベンチャー支援策として位置づけるよう、国・公的機関に提案・要望。 

・ 通達等現行制度の運用促進のためのインフラ整備（企業に対する県推薦書・技術力評

価、機関における会計規程整備・入札配慮規程明記）、県内支援機関・コーディネータ

の活用、企業情報・調達情報提供データベース整備、リスク担保・信用保証制度の整

備、異分野企業チーム結成方式の活用、共同受注体制（例：いばらきバイオ・ツール

共同組合）の推進、調達コンサル企業の活用、高度設計技術者の企業内育成支援、等

の具体的施策の推進。 

 

５．２．５ 茨城県工業技術センターにおける活動事例 

県内研究開発型企業を会員（2月現在 28社）に県工技センターいばらきサロンを事務局

として 1989年に組織された茨城県研究開発型企業交流会（IRDA）における産総研展示会

の開催を支援。 

平成 15年 7月 2日、3日に産総研共用講堂ホールにて第 10回技術交流展を開催：出展

16社（会員 9社、会員外 7社、1日目 213名・2日目 102名計 315名来場）。 

・ 研究開発型企業が研究機関研究者に自社製品・技術力を示し、研究機器の試作・加工

支援や新製品の共同開発に結びつける技術交流の場として年 1回開催。 

・ 会場での接触による見積もり依頼や商談は多数あり、装置納入につながった実績もあ

る。 

・ 会場アンケート（回収率 35%）の結果を分析して次回以降の開催企画に反映。 

 

５．３ 具体的試作等案件事例の紹介と考察 

大学・研究機関からの研究機器の試作発注の実施事例を紹介し、試作実行段階での問題

点等について考察した。 
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５．３．１ 産総研における「モジュール型ロボット連結機構」の開発試作 

産総研知能システム研究部門の研究者が従来から研究しているモジュール型ロボットの

新結合メカニズムの検証に必要な相当数の新型モジュールを短期間に試作できる地元企業

の推薦をつくば研究支援センターに依頼。推薦された６社から書類選考で絞られた 3社に

対し秘密保持契約を結んだ上で全体説明と個別面接を行ったが、応募企業の得意分野と試

作品が適合せず発注は実現しなかった。 

試作外注に際しての研究者の留意点は、①高頻度の打合せと応答の速さ、②製品の品質

（機能）のよさ、③製造ノウハウの提供、④アフターケア、⑤製品性能実現のための総合

力（単独でも異業種連合でも可）。 

当該ロボット開発研究の推進に関連してきた地元中小企業からは、効率的研究を支援する

立場から、①研究の根幹に関わらない部分は業務委託するという研究ポリシー、②緊密な

打ち合わせが可能な地の利、③地元企業を育成する努力、を研究者には意識してほしいと

の願いが寄せられている。 

 

５．３．２ 筑波大学における「潜熱回収ボイラーテストループ」の製作 

学内からの製作依頼を受けた工作センターが企業選定を行い依頼者名で発注。企業との

共同研究による製作のため設計製作を含めて全て外注となったが、学生の卒業研究の側面

もあるため構想図も含めて自ら資料を揃えるよう教育的な指導は工作センターが行った。

当該装置は非常に完成度の高いものになり、予算的にも依頼者の希望に沿うことができた。 

一般に大学研究者の依頼する装置は研究テーマの目標とする実験データが正しく取れれば

よいので、オーバースペックを避け価格を極限まで安くする努力が必要となる。発注者側

の問題として、研究者の時間・コスト意識の低さや商取引知識の欠如のため、発注後の仕

様変更・追加が頻繁で設計者に多くの迷惑を掛けたことが反省点である。 

一方受注企業側からの感想として、メールを多用して緊密な情報交換に努めたが納期の

かかる部品の先行手配や仕様の変更・追加等が必要となった、予算と納期の関係で本来手

続きを省略したため後日参考になる資料が残らなかった（変則的仕事もこなせる社内シス

テムが必要）、より早い引き合いと製作合意による製作委任の願い、が寄せられている。 

 

５．３．３ 筑波大学における「超音速蒸気インジェクターテストループ装置」の製作 

当初つくば研究支援センターから推薦された業者からの見積もりが適合せず、工作セン
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ターの直接試作管理とし、着任した県産学官連携コーディネータを調整役として、納入実

績があり希望通りの価格を提示した市内中小企業に正式発注。現在、製作が進行中。 

大学等の試作発注に共通な問題点は、依頼者（教員・研究者・学生）は使用目的は明確だ

が具体的イメージ・形や仕様の提示ができないことに起因するので、この点を呑み込んで

要求品質に柔軟に対応することが求められるが、コスト管理や納期管理は緩やかで信頼関

係が築かれればそれ以降の取引が継続する利点がある。 

 

５．３．４ 大手企業研究所と県内中小企業との共同ビジネス創生の例 

大手企業研究所が開発した「製紙スラッジを焼結した多孔質汚水浄化剤」の商品化相談

に際して県内環境分野中小企業と連携した実証実験を提案したところ、つくば研究支援セ

ンターに県内環境分野全中小企業の調査依頼があり、推薦 4社の中から 1社が選ばれてビ

ジネス展開パートナーとして共同ビジネス企画が推進中である。大手企業の畑違いの分野

での事業展開を排水規制事情に長けた地元中小企業との組み合わせを成功させた例として

注目されるが、見方を変えれば、つくばの大手企業から中小企業への実験依頼事業であり、

コーディネータがどのように調整・推進したかの記録は今後のコーディネーション活動の

指針として重要である。 

 

５．４ 研究機関の試作に関する地域中小企業との連携強化策 

 

筑波研究学園都市には公的研究機関による過去 30 年の研究成果の蓄積されてきたが、

独立行政法人化を機に産学官連携部門や技術移転部門（TLO）が強化整備され、それら研

究成果の民間企業への普及・移転やベンチャー創出支援が強力に推進されている。さらに、

研究の先端化、多様化、合理化のため、機関内工作センター等の研究支援部門で設計・作

製されていた研究用試作品、機器、部品等のアウトソーシング化が推進されている。地元

中小企業にとっては、大学・研究機関からの技術移転・アウトソーシング化の波を受け止

め、つくばの技術開発基地・試作基地としての機能を活用して、新しい展開を図るチャン

スと考えられる。 

今回の調査研究は、大学・研究機関からの特注品・試作品等の地元中小企業による受注・

共同開発を研究支援事業と位置づけ、その推進方策の調査及び実践によって問題点を明ら

かにし、研究機関・企業間の連携による共存共栄、その根底にある相互信頼関係の構築を
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図ることを目的としている。 

本調査研究の結果を踏まえ、以下の研究支援事業の推進を提言する。 

 

① 県産学官連携コーディネータ制度及び研究開発型企業データベース・企業推薦制度の

充実 

本調査研究の具体的取り組みとして、研究支援事業検討委員会に参画している大学・研

究機関がアウトソーシング説明会開催等の独自活動を実践し（第 2 章参照）、当該委員会

のワーキンググループが県産学官連携コーディネータの協力の下、地元中小企業による研

究機機試作の受注を試行した（第 3 章参照）。実践活動の結果、コーディネータ等による

調達コーディネーション活動の有効性が明らかとなり、地元中小企業の活性化のために更

に充実していくことが望まれる。また、県は「技術力あるベンチャー・研究開発型中小企

業等推薦制度」を創設して、試作品受注促進を側面から支援している。今後は県・工業技

術センター等と協力して、研究開発型企業データベースの構築とともにその充実と実効性

の確保を図っていく。 

 

② 研究機関と地域企業をつなぐ中間機能の検証と実行体制の構築 

ワーキンググループに分けて実施した事例研究の結果から、同じ公的研究機関でも試作

内容と発注過程に大きな違いがあることが明らかになった。産総研や物材機構では研究者

が人脈を通して直接企業にコンタクトして発注先を決めているので、新規参入企業が受注

するためには研究者との信頼関係作りから始める必要がある。筑波大学では試作に関して

は工作センターが研究者の要望を図面化して内作では間に合わない場合外注に回すことが

多いので、企業には簡単な図面から要求仕様を理解し、早く、安く、機動的に製作するこ

とが求められる。高エネ研では工作センターが高精度加工技術を駆使して開発した試作実

証済み部品等の加工を外注する場合が多く、受注するためには高度な加工技術が要求され

る。 

地域企業がこのような各機関の特異性を理解し、研究試作等を受注して自社技術の向上

を図るためには、研究機関と地域企業とを繋げる機能としての試作設計機能、営業機能、

教育・指導機能の 3機能を強化し、これらの相互連携により高い総合力が発揮できる体制

づくりが、産学官連携コーディネータ制度（人材活用制度）の充実とともに、必要である

（図 4―１参照）。 
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・ 試作設計機能強化：筑波大の事例のように漠然とした依頼内容を正確に把握して具体

化する機能であるが、つくばには対応できる企業は見あたらないので、地域の経験者

等による新たな組織を法人化し、事業として実施したい。 

・ 営業機能強化：産総研や物材機構の事例のように研究者との人脈形成に依存する場合

は、人脈を有する研究所 OB や企業 OB の組織化による営業活動が、県コーディネー

タによる試作品受注支援活動のように有効であるので、民間または公益法人として実

施したい。 

・ 教育・指導機能：高エネ研の超精密加工や真空溶接等の技術研修により培った高度な

技術力を他機関や民間からの仕事に生かすことができるので、高エネ研に来年度以降

も技術研修の継続を希望する。 

 

「平成１６年度 地域中小企業試験・研究機器開発促進（機器開発型）実施要領」 

                                 平成１６年１月 

                                 産学官連携部門 

１．応募要件 

（１）研究内容 

  （ア）中小企業または公設試の保有する技術シーズ、または（イ）産総研の保有する

技術シーズを基に、新たな試験・研究機器の開発を目指すものであること。 

（２）予算 

   3,900万円／件 程度（単年度） 

（３）研究期間 

   原則として、平成１７年３月末までに計画が終了すること。 

（４）研究体制 

 （ア）の場合 

  ・応募者は、技術シーズの実用化を目指す中小企業、あるいは技術シーズを持つ公設

研と実用化を目指す中小企業との連携研究（共同研究あるいは委託研究）体制を敷

き、必要あれば大学、国立研究所、他の公設研等を付加して行うこと。 

  ・委託研究費の総額が研究費総額の 1/2を越えない範囲であること。 

 （イ）の場合 

   応募者は、産総研特許の実施を目指す中小企業と共同研究体制を敷き、必要であれ
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ば大学、国立研究所、公設研との連携研究（共同研究、委託研究）を付加して行う

こと。ただし、委託研究費の総額が研究費総額の 1/3を超えない範囲であること。 

（５）産総研（及び工技院傘下研究所）研究者ＯＢの活用 

   本共同研究の効率的促進のため、必要な技術力を有する産総研ＯＢ研究者を別途予

算（ＯＢ活用人件費予算）により本研究期間に限定して雇用することが出来る。た

だし、雇用及び雇用費の妥当性についての審査を経て必要性が認められた場合に限

るものとする。 

   ・産総研（及び工技院傘下研究所）に在籍した経歴を有する退職研究者をＯＢと認

定する。 

   ・ＯＢ雇用費は通常 400~500万円／年（第二号非常勤職員（テクニカルスタッフ）

6~8号俸相当：＠1900~2400円／時間）とするが、特殊技能保持者等の場合はこ

れ以上とすることも出来る。 

（６）招へい研究員の受け入れ 

   本研究を効率的に実施するため、相手中小企業の技術者等を研究費により受け入れ 

   ることが出来る。 

（７）実施にあたって必要となる相手中小企業との契約について 

 （ア）の場合、以下の契約のうち、どちらかの契約が必要となる。 

  （6.1）委託研究契約 

   連携業務第一室が担当するので、質問・各種相談は下記に連絡する。 

     連携業務第一室 小林 kobayashi-tomio@aist.go.jp 

  （6.2）共同研究契約 

   連携業務第一室が担当するので、質問・各種相談は下記に連絡する。 

     連携業務第一室 吉原 yoshihara.k@aist.go.jp 

 （イ）の場合、以下の二種類の契約が必須となる。 

  （6.3）共同研究契約 

   ・連携業務第一室が担当するので、質問・各種相談は下記に連絡する。 

     連携業務第一室 吉原 yoshihara.k@aist.go.jp 

  （6.4）知的財産に関する中小企業との有償の実施契約 

  ・産総研の知的財産に関する、有償のオプション契約、又は実施許諾契約の締結が

必要となる。 
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   ・必要であれば知財部総括主幹あるいは産総研イノベーションズ担当者が企業に説

明する。 

   ・産総研イノベーションズが相手企業と折衝を行うので、質問・各種相談は下記の

知財部総括主幹に連絡する。 

     知財部総括主幹  甲田 t.koda@aist.go.jp  、手塚  tezuka-t@aist.go.jp 

（８）その他 

   応募者は相手中小企業に本研究開発制度の趣旨を説明しておくこと。 

   応募者は相手中小企業にビジネスプランの提示が必要であることを説明しておくこ 

   と。 

   本事業は、研究費等の執行の適正等について経済省の検査を受けるので、特に産総 

   研からの民間企業等への委託費については、適正な執行に努めるよう指導すること。 

 

２．応募要領 

（１）添付の様式１、様式２、及び企業概要（中小企業確認資料）を産学官連携部門地域 

   連携室へ提出する 

（２）応募に際しては、必要に応じて産学官連携コーディネータに相談し、広い視野から 

   適切なアドバイス等の支援を受けることが出来る。 

３．研究テーマの審査・採択 

（１）応募された研究テーマについて、産学官連携部門長の指名する外部機関を含む審査 

   委員による一次審査（書類審査）を行い、本研究開発の趣旨に合致する候補テーマ 

   を選定する。 

（２）一次審査で選定された候補テーマについて、産学官連携部門長の指名する審査委員 

   による審査委員会においてヒアリング等の二次審査を行い、産総研理事長が採択す 

   る。 

（３）各審査では、以下の項目のいずれかについて審査を行う。 

   Ａ．技術開発の内容（新規性、革新性、研究課題・計画・予算等） 

Ｂ．実施ポテンシャル（技術力、実施体制等） 

Ｃ．実用化の可能性（市場性、ビジネスプラン等） 

（４）ＯＢ雇用を希望する研究テーマについてはその必要性、給与の妥当性等を審査する。 

（５）相手中小企業から招へい型客員研究員（産総研から謝金を支払うことができる）の 
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   受け入れを希望するテーマについてはその必要性、謝金の妥当性等を審査する。 

 

４．成果報告 

  進捗状況報告、及び研究終了後の成果報告を地域連携室あてに提出する。 

 

５．その他 

（１）本研究の実施に当たっては、相手中小企業等との緊密な交流を行い、信頼関係を保

つこと。 

（２）採択後において相手中小企業との必要な契約ができなかった場合、採択は取り消さ

れる。 

 

６．スケジュール 

  １月１３日（火）             募集開始 

  ２月 ６日（金）             募集締切 

  ２月１０日（火）～２月２４日（火）    一次審査 

  ２月中旬    ～３月中旬        二次審査 

  ４月以降                 採択案件の決定、通知、研究開始 

 

７．応募方法 

（１）提出資料１：地域中小企業試験・研究機器開発促進（機器開発型）研究計画書 

  （様式１、様式２）     オリジナル               １部 

                 コピー               １０部 

（２）提出資料２：企業概要（パンフレット等、中小企業と判るもの）    １部 

          （「中小企業とは」参照） 

（３）提出先：（第２事業所 C-715a）産学官連携部門地域連携室 久場 

    TEL:  9-31-35698(029-861-5698) 

        FAX:  9-31-35340(029-861-5340) 
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【様式１（提案者記入）】 

地域中小企業試験・研究機器開発促進（機器開発型）研究計画書 

１．研究課題名： 

２．研究代表者（所属、氏名、連絡先） 

３．研究実施期間：平成○年○月○日～平成○年○月○日 

４．（イ）の場合は、共同研究の基となる知的財産 

 特許の場合  ：発明の名称、出願日、出願番号／公開番号／特許番号、出願人（複数 

の場合は持分）、発明者 

 著作権の場合 ：著作権の管理番号、届け日 

 ノウハウの場合：ノウハウ管理番号、届け日 

 知的財産の概要（400字以内） 

５．研究開発の概要（200字以内） 

６．研究内容 

  実用化するために越えるべき課題とその解決方法について研究分担、研究方法などを 

  具体的に記述すること。 

  ・産総研の分担内容 

  ・相手中小企業の分担内容 

  ・その他の連携相手の分担内容 

７．研究体制 

  連携関係（委託、共同等）を含めた研究体制の構造図。 

  研究参画者（技術シーズを有するところに○印を記入） 

        技術シーズ 組織／所属名称 住所・電話・fax 参加研究者名    共同研究／ 

                               （連絡担当者に○）  委託研究 

産総研担当者 

中小企業 

公設試 

その他連絡先 
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８．研究費 

                   研究費の分担 

           本制度予算          自己資金等その他資金 

産総研担当者    （要求額） 

相手中小企業    （うち委託費） 

その他連絡先    （うち委託費） 

 ・産総研担当者 研究費 積算内訳 

 ・相手中小企業 委託費 積算内訳 

 ・その他連絡先 委託費 積算内訳 

９．産総研（工技院傘下研究所）研究者ＯＢの活用計画 

 ・ＯＢ研究者の氏名、退職（予定）年度、退職前の所属、経歴書（添付）、 

  希望給与（年俸換算額、特に高給を希望する場合はその理由を明記）、 

 ・研究内容と雇用の必要性 

１０．参考 

 １）相手先企業選定の経緯 

   企業側からの申込み／地域公設研究所からの紹介／産総研職員（コーディネータ等） 

   の仲介／自身の働きかけなど、具体的に記述 

 ２）相手先企業との連携経歴 

   これまでに今回の共同研究先企業との連携経験があれば記入。 

（年度、テーマ名、制度等） 

 ３）他の提案公募制度との重複応募 

   本制度に提案する事業を他の提案公募制度に重複して応募していれば記入。 

   （制度、テーマ名） 

 ４）先行特許調査 

   技術シーズに関する先行特許の調査結果の概要を記述。 

 ５）その他の特記事項 

   研究終了後、製品化までのフォローアップ等 

１１．研究ユニット長への了解 

   研究ユニット長の自署を記載。 
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【様式２（相手中小企業が記入）】 

１．研究課題名 

２．記入者（企業名、担当者名、電話、メールアドレス等） 

３．連携研究により開発する試験・研究機器名と概要 

４．ビジネスプラン 

 市場規模、売り上げ予測、製品イメージ、共同研究終了後の展開計画（年次計画）など 

５．（イ）の場合は、特許実用化の意思について 

 産総研の知的財産権実用化のために、下記の契約を結ぶ用意があります。 

  オプション契約（  ）  実施許諾契約（  ） 

６．その他（アピール等） 
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    この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。   
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