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［要 約］ 

 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。 

 筑波研究学園都市には、筑波大学や各省庁の系列の数多くの研究機関が存在し、それら

の研究機関の多くは平成１３年４月に独立行政法人として新たな体制のもとにスタートし、

これらの大学・公的研究機関では、研究の効率的な推進や研究成果の社会への還元が一層

求められる状況にある。 

 大学・研究機関において研究を効率的に推進するには、必要な時に必要な機器・機材、

人材、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。 

 本調査研究は、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。 

  

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はか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し、この支援活動を通して、

今後必要な支援機能・支援運営体制・効果等について検討した。 

 

１．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 

（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 

 茨城県商工労働部の主催で、産総研の研究関連機器業務の外注事例紹介説明会及び産総

研テクニカルセンター工作施設の見学会を行った。 

 同研究所には機関内サービス部門として、テクニカルセンターがあり、知的財産保護の

必要のある場合、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等外注が

不適当と考えられる場合のみ対応し、それ以外は外注としている。主な外注カテゴリーは・

装置・回路の設計・製作、表面処理、微細加工、微細穴加工、研削・研磨、特殊加工、成

型加工、板金、接合、プラスチック工作、電気工作、電子回路、特殊材料加工、一般工作

加工、計測等である。 

 外注時の主な問題点 

① 試作品によってはオールマイティの必要があり、これしかできないという業者はあま

り利用されない。 

② 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。 

③ 研究者は簡単な説明でもその意図を把握して欲しいと思っており、設計知識、加工知

識、材料知識等の造詣の深い人ほど有利である。 

④ 実験途中で必要が生じた装置・部品に迅速に対応できること。 

⑤ 契約時の問題点として、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。例えば、高額（200 万円以上）の試作品は

入札となる場合がある。同一業者に続けて注文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。年度末になる

と、納期が重要となる。 

⑥ 多品種少量が主であり、安価な部品１ヶで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られにくい。 

⑦ 少人数の加工業者１社では対応が難しいことがあり、業務別の数社が纏まって対応す

るとよい。この場合、研究者との接点となって業者を纏めるオーガナイザーの存在が

必要である。 

以上、産総研では外注に関して数々の厳しい注文を提示しているが、要は、研究所・研

究者の要求するポイントが一般の企業からの下請けの場合と異なる点を指摘しており、特

に⑤の問題はかねてから指摘されている問題で、後述の（４）で詳細を述べる。また、⑦

は、少人数の加工業者が多い地域においては、受注を促進する上で必要且つ効果的な手法

であると考えられるので、本調査研究においては大学・研究機関からの試作受注の段階で

具体的に試行した。 

 

（２）筑波大学における地域企業の育成・活用促進活動 

 筑波大学には学内サービス部門として工作センターがあり、全学の学系、研究科及びセ

ンター等からの研究・教育機器の製作依頼を受け、製作提供している。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、学類授業のおける講義、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、ガラス工作の２

部門にからなる。当センターは他大学と異なり、試作支援に重点を置いており、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し、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。 

 一方、納期、支払い区分などの関係で外注もあり、本年度の外注率は依頼件数全体の 37％

であった。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している。 

 支払い区分による制限の他に次の場合は外注としている。 

・ 数量の多い製作（ものによるが大凡 100個以上） 

・ 内部製作より安くできる場合（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、その他の特殊技能・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場合 

また、当センターにおける主な外注業種は、メッキその他の表面処理、放電加工、エッチ

ング・リソグラフィ、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、特殊ロー付け、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、プラスチック加工、セラミック・ガラス製品特殊製作な

どである。 

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

目を具体的に明示して貰える企業に絞って発注している。 

 

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、加工のみか設計組み立て

もやるか、設計賃率、研究機関との具体的取引実績。 

設計業者：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。 

 

外注事例説明会 

 茨城県商工労働部主催で、筑波大学における最近の外注事例を紹介した。県内及びつ 

くば市周辺の多くの企業が参加し、関心の高さを示した。事例紹介の後、参加者に対して 

実際の見積もり課題を提示し、試作受注を希望する企業と面談を行った。参加者には大き 

な刺激となり、活発な議論が交わされた。 

これらの課題提示に対し、参加企業からの見積もり回答があり、いずれも技術内容を確

実に捕らえ、且つ会社のカラーが明確にでた誠実な内容であった。残念ながら、発注側の

要求に見合うものがなく、本説明会の出席企業とは受注に到ったものはなかったが、今後

地元企業を活用していく上で大いに参考となった。 

 

（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 

 高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）の工作センターは、機構内で用いられる実験機 

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 

を進める役割をもっている。当工作センターは、今日まで多くの有用な加速器に関わる技 

術の成果を挙げてきたが、これらの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考え、開発型企業への支援活動の一環とし 

て、ＫＥＫが必要とする技術を理解していただくための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。（参加企業数１７社） 

加速器に関する装置設計・製造の分野は、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制御技術などが 



含まれた装置製造技術である。この講習会では、次の４つの技術テーマを取り上げた。 

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） 

 加速器の装置製造技術に要求される技術レベルは、一般産業装置に比べて非常に高く、 

加速器装置の加工には超精密加工工程が必要となる。講習会の参加者は熱心であり、KEK 

の要求技術を理解されたと判断され、KEK担当者との人脈形成に役立ったと思われる。 

 

（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策 

 公的研究機関への調達に関して、現行の入札参加資格制度では、売り上げ実績が少ない

ベンチャー企業・研究開発型中小企業の場合、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り、殆どの場合Ｄランクで４００万円以上の予定価格の入札に参

加できない。最近、「技術力ある中小企業等の入札参加機会の拡大」通達が出されているが、

つくばでは未だ運用実績はない。我が国でも、欧米に習い、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である。 

 茨城県では、平成１５年度において、つくば研究支援センター等の支援機関と連携を図

り、次のような活動を実施した。 

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。 

２）調達事例説明会の開催 

   産業技術総合研究所、筑波大学、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構、高 

   エネルギー加速器研究機構において実施。 

３）産学官連携コーディネーターの設置 

   平成１５年１０月から知的特区産学連携強化事業の中で実施。 

４）平成１５年２月、関係省庁（経済産業省、文部科学省）に、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。 

 

（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 

 茨城県研究開発型企業交流協会会員企業（電機・機械中心２８社）の製品展示会を産業

技術総合研究所で実施した。来場者数３１５名。アンケートの結果、９８％が「良かった・

まあまあ良かった」という結果であった。意見として、「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」などの好評が



聞かれた反面、「これが得意であるという技術を全面に出した方がよい」「展示にもう一工

夫欲しい」などの声が聞かれた。 

 

２．具体的試作等案件事例の紹介と考察 

（１）産業技術総合研究所（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 

モジュール型ロボットとは環境に応じて自己構造を柔軟に適合させる特長を持ち、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。本年度の研究では、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目的で、相当数のモジュールを新方

式で作成することを検討した。従って、近くの企業で迅速な開発と安定した製造を引き受

けてもらえる企業がよいので、本研究支援事業検討委員会が県内から６社を推薦した。 

 産総研では、６社の内３社を選んでヒアリングを行った。先ず全体説明として、一次作

品と図面を見せて、ロボットの動作などを説明した。なお、図面により基本的な方式を開

示するため、秘密保持契約書をお願いした。次に、各社個別面接を行い、これまでの類似

した試作品の受注実績について質問し、産総研から外注依頼品について説明した。企業か

らは開発要素についての質問が出され、産総研から各社の核となる技術について質問した。 

 ヒアリング結果の評価として、次の５点を検討した。 

① プラスティック部品の加工技術：３社とも問題なし。 

② 小型モータの選定等の経験：各社の特長が現れた。 

③ 小型部品の運動についてのデザイン：総体的に小型メカの駆動についての試作経験が         

少ない印象。 

④ 駆動系の配置デザイン：③と同様。 

⑤ 製造管理：企業規模の大きな１社が優れていた。 

ヒアリング結果を総合して今回応募された企業の得意分野と当方の試作品が適合しない

との判断となり、発注は実現しなかった。 

 研究所としては、これまでの外注依頼の経験から企業に対して次の点を要望したい。 

① 密度の高い打ち合わせ：打ち合わせの回数が多くなっても付き合ってもらえること。 

② 品質（機能）：仕上がりの良さが重要なポイント。 

③ 製造ノウハウの提供：製造の詳しい説明、場合によっては設計変更を提案してもらわ

ないとうまく纏まらない場合がある。 

④ アフターケア：試作品は、実際に動作させ、作り直しを重ねていく必要がある。 

⑤ 纏めての受注：一社で無理な場合調整役を置いて数社で組んでの受注はどうか。 

 



（２）筑波大学：潜熱回収ボイラーテストループの製作 

 この装置は高効率のガス変換発電システムの重要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。 

 発注先は、本委員会ワーキンググループのメンバーであり優良ベンチャー企業として知

られている１社にお願いした。 

 試作品は受注企業の協力を得て約納品、検収を完了した。その後も順調に稼働しており、

テスト部の耐熱性を上げるため、全ステンレス化の改修も完了して実験装置として非常に

完成度の高いもとなり、予算的にも依頼者の希望に近く、満足との評価を得た。 

 企業への要望：大学の場合、企業や他の研究所と異なり、研究テーマの目標とする実験

データを正しく取れればよいのであって、過剰な制度や仕上げ、耐久性の保証は不必要で

あり、それよりもコストの低減に心掛けて頂きたい。 

 発注者（大学）側の問題：発注後の仕様変更・追加が頻繁に及んだことが挙げられ、支

給部品の情報が非常に流動的で設計者に多々迷惑をかけた。 

 受注者からの要望：確認仕様書提出まで２ヶ月半ほど要するので、早く引き合いを出し

て欲しい。また、研究用の実験装置製作であり、発注者が研究者であるので、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欲し

い。もし、合意の後に発生した変更については料金の引き当てをお願いしたい。 

 

（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 

 本件は、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ある企業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ったが、１社に纏めて発注することが不適当なものであったので、

大学の工作センターが直接試作管理を行い、部分に分けて数社に発注することとなった。   

また、発注内容の技術分野が多岐にわたっていること、発注者（研究者）側に装置に対す

る具体的なイメージがなく、且つ仕様が頻繁に変わるなどの複雑な事情を抱えているため

に、発注者と受注者の間を調整する産官学連携コーディネーターに参加協力を依頼した。 

 コーディネーターの感想：度重なる設計変更にも受注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との意見交換など、コーディネーター自身が実験の

意義を理解することもコーディネート業務の遂行には欠かせなかった。仕事が厳しくても



受注する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

つなどの効果を期待しており、発注側には現在の技術レベル、価格/納期などを厳しく評価

するのみでなく、これはと思う地元業者を育て上げ、将来にわたって共存共栄を図ろうと

の意識を是非お願いしたい。 

 

３．研究支援事業における地域中小企業との連携強化 

 本調査研究において、中小企業が研究機関・大学の研究機器等の試作を受注する場合の

支援方策について具体的な調査を行ったが、その結果筑波研究学園都市においては、これ

ら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到る形態に大きな違いがあるこ

とが明らかとなった。この結果を踏まえ、各機関の特異性を前提に、それぞれに対応し且

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。（次図参照） 

 図に示すように、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点が挙げられ、それらを連携・強化することが重要であると考えられ

る。 



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 

              試作設計機能 

  筑波大学   

   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 

              営業機能 

産業技術総合研究所      

  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 

農業生物資源研究所    既存技術商社・専門業者の 

  食品総合研究所       活用 

  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 

 

 

     この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。   


