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矢部　それでは、第14回となる理事長
との本格研究座談会を始めさせていた
だきます。今日は、企業と密接に関係
をとりながら苦労してこられた3人の
方です。新技術を実際に社会に持ち込
んでいく上で、どのような問題や関係
性が生じるのか、いろいろお話をうか
がいたいと思います。
　最初は、エレクトロニクス研究部門
の原さんです。よろしくお願いします。

次世代の半導体産業を見据えた技
術の新体系

原　私はミニマルファブの創造という
仕事をやっています。大学時代は半導
体デバイスの基礎問題を研究しました。
具体的には、半導体に電極を付けて電
気を流すとダイオード特性になるので
すが、それがどうばらつくかを研究し
ていました。
　ばらつきというのは製造の基本問題
みたいなものですが、当時の私はそれ
を意識せずに、物理の立場から、それ
をもたらす物性要素を特定したいと一
生懸命にやっていました。ところが、
実験するたびに違った値が出てくる。
皆さんも経験されていると思うのです
が、やればやるほど違う。「ああでもな
い、こうでもない」と、年に何百回も
電極を蒸着してつくった数万個分の電

極データをとっていました。
　理化学研究所でのポスドク任期をお
えて旧電子技術総合研究所に入った後
も、この問題が頭にこびりついていた
ので、ショットキー電極で追究を続け
ました。不安定要素を徹底的に排除し
ようと、ナノテクノロジーの最先端技
術をどんどん取り込み、また自らそ
れを生み出しながら、原子レベルでの
精
せ い ち

緻で完全な構造づくりに取り組みま
した。これが結果的にはうまくいって、
ステップ1として、「不純物を徹底的に
排除して界面の電子状態を完全に制御
すること」ができるようになりました。
　ところがそこで、はたと考え直しま
した。そもそも、誰もできないような
ハイレベルの制御をやったとして、本
当に世の中の役に立つのだろうか。私
がやってきたことは、結局は、原子レ
ベルで界面をきれいにする環境制御で
す。ということは、もしそれがもとも
ときれいなものだとしたら、汚くなら
ないような方法をとれば、つまり環境
をきちんと制御してやれば、こんなに
苦労しなくて済むのではないか、と強
く認識するようになりました。
　そこで、「実験環境を完全に制御する」
というステップ2に仕事を移したので
す。このシステムをつくったところ、
いとも簡単に、物性のばらつきが消え
てなくなったのです。1年間やって平

均値を求めていた作業が要らなくなり、
自分でも画期的な成果だと思いました。
これは使ってもらえると思っていろい
ろ試みたのですが、皆さんの理解がそ
こまで行かず、5年、10年と苦しい時
代を過ごしていたのが、ちょっと前ま
でです。
　そうこうするうちに、ようやく半導
体産業界でも、工場内の微粒子を局所
的に制御するシステムを導入しはじめ
たのです。これは私がやってきたこと
と本質的に同じで、工場では微粒子し
か制御しないのですが、私のほうはガ
ス分子もきちんと制御する。そのぶん
進んでいて、結果的に、次世代のシス
テムになっていました。「原さんがやっ
ている仕事はいいね」と皆が言ってく
れるようになりました。
　そんな時に、局所クリーン化の本を
書いてくれませんかという依頼が来て、
一般向けの技術書を書きました。それ
がステップ3です。執筆に当たって、
工場のことも調べる必要があり、一生
懸命に勉強することになりました。工
場のことはもちろん、会社にも、開発
の死の谷、生産の死の谷、市場化への
死の谷があることが見えてきました。
　突き詰めると、結局は半導体産業自
体が巨大化していることに問題がある
のではないか、それゆえに、やりきれ
ない部分があるのではないか、という
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ことなのです。そこで「ミニマルファブ」
という概念に到達しました。つまり工
場の製造装置を全部小さくしてしまう。
極端に言えば、それぞれを30 cmくら
いの装置にして、ウエハーサイズもずっ
と小さくして、扱う単位も小さくして
やる。そうすると、私たちがつくって
いるような小型装置でも、そのまま生
産に移行できる。投資額が5億円くら
いで済むような産業を想定してやれば、
すべての死の谷は浅くて幅の狭いもの
になるはずだ、と考えました。それが
ステップ5という最終形のイメージで
す。
　しかし実際に最終形に到達するのは
簡単ではない。製造工程というのはシ
ステムであって、要素技術を集積した
ものが工場だからです。工場には工場
としてのコア技術があるのです。それ
が、私は搬送系だとにらんでいます。
そこを整えさえすれば、おそらく死の
谷は相当容易に渡ることができるはず
だと考え、実際、すでに微粒子とガス
の両方を遮断できる新しい搬送システ
ムを開発中です。しかし、それでもなお、
それだけで済むほど世の中は甘くない。
そこに至る過程で、業界ときちんとす
り合わせをしていかなければいけませ
ん。コア技術を開発しつつ、想定ユー
ザーとの議論の仕組みを作ること。そ
れが、ステップ5の最終形に向けて現
在進めているステップ4です。

企業との研究会を組織化

原　まず産総研の中で「半導体システ
ムイノベーション検討会」をつくって、
志を同じくする有能な研究グループ長
10数人に集まっていただき、ミニマ
ル・マニュファクチャリングのテクノ
ロジーをどんどん取り入れていくこと
を始めました。もちろんそれだけでは
足りないので、「ファブシステム研究会」
を16企業・2大学とともに組織しました。
　半導体メーカー、製造装置メーカー、
部品メーカー、建設メーカー、ソリュー
ションビジネス会社など、あらゆるジャ
ンルの会社が入りました。企業同士と
いうのは横並びの近いところはお互い
によく知っているのですが、大きなス
キームになると、知らない部分が多い
のですね。結果として、とてもよい研
究会になり、この半年で非常に有効な
議論がなされ、将来のシステムについ
て多くの議論ができました。
　応援もたくさんいただきました。一
例を紹介させていただきます。
　「ファブシステム研究会には期待して
います。ロジックLSIのような多品種
少量を製造するラインや、研究開発用
の試作ラインにはミニファブが必要で
あるという要求が、近々出てくるもの
と予想しています。その日に向けて、
産総研を中心とした研究開発活動を継
続していくことはとても重要だと思い
ます。環境対策も含めての半導体技術
立国・日本の力を国内外に示したいと

未知現象を観察、実験、
理論計算により分析し
て、普遍的な法則や定
理を構築するための研
究をいう。

複数の領域の知識を
統合して社会的価値を
実現する研究をいう。ま
た、その一般性のある
方法論を導き出す研究
も含む。

第1種基礎研究、第2種
基礎研究および実際の
経験から得た成果と知
識を利用し、新しい技
術の社会での利用を具
体化するための研究。

巨大化する半導体産業の
問題を解決するため、

装置もウエハーも
扱う単位も小さくする
「ミニマルファブ」を

提案し、実現をめざす。

原 史朗
はら しろう
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思います。」こうした企業の意識を受け
て、彼らと相談しながらイメージをつ
くっていけば、「ハズレない開発」がで
きるのではないかと思っています。現
状はそこまできています。

小林　具体的には何をつくるのですか。

原　主に集積化デバイスですが、数で
言えば、10万個くらいまでのものであ
れば、おそらくこのミニマルファブが
最適だと思います。大量生産を否定し
ているわけではなくて、それに向いて
いないものを大量生産工場でつくって
いるので、問題が生じているという認
識です。

小林　地球温暖化対策やエネルギー低
減という課題もありますね。全体をク
リーン化するより、局所、局所をクリー
ン化する。世の中のトレンドはどうで
すか。

原　その方向に進んでいます。局所ク
リーン化は解決策の1つですが、重要
な柱であるという認識は、私たちより
企業の方から強く出ています。技術と
してはすでにあるので、それをどう進
歩させるかという段階に来ています。

小林　今後の半導体工場はどのような
イメージになりますか。

原　相当に省エネ型に進んでいくと思
います。現状では、24時間すべてを稼
働しているために待機電力を膨大に浪
費しており、業界はこのようなところ
に取り組むべき重大な課題がたくさん
あることにやっと気がついたところで
す。例えばモノが入ってくる時だけ真
空引きすることによって、消費電力が
数10分の1になったという例があって、
簡単なところから工場での取り組みが
始まっています。

小林　本当の研究・開発・製品化のラ
インから考えたときに、もっと別のや
り方があるという話はありますか。

原　いろいろ出てきています。１つは
「レトロ・フィット」と言って、古い世
代の装置（レトロ）に適合する（フィッ
トする）工場です。今後は、300 mm
とか450 mmといった大口径ウエハー
用の工場は投資額が膨大となってしま
い、結局は建設不可能だというのが、
私たちの研究会の共通認識としてあり
ます。つまり、大規模な工場を建てずに、
業界は装置メーカーも含めてどうやっ
て利益を確保していくのか。「今の工場
をピカピカにしていくんだ」というの
が、私たちの半年間の議論から出てき
た重要な結論です。既存の半導体工場
は、4、5、6、8インチのウエハーを扱っ
ています。そこで局所クリーン化とか
省エネを進める。また、温度を1000 ℃
まで上げるのに30分かかるハーネスは
やめて瞬間的に加熱するとか、いろい
ろな方法で消費電力は減らせるので、
そうした試みをどんどん進めていく。

理事長　現実の工場で、それらをどう
いうふうに持っていくかがポイントで
すね。大きな流れで見たら、今までの
生産技術は自動化とか量産化でコスト
ダウンしてきたわけです。今度はエネ
ルギーのコストを下げるために、製造
システムの原理が変わってくる、とい
うことですね。その中で、今おっしゃっ
たレトロ・フィットが主流になるので
しょうね。しかし、レトロ・フィット
は日々の革新です。なかなか進まない。
併せて、飛躍的な革新につながるミニ
マルファブを創造することはとても大
切です。そのために、当然のことに新
しい技術も必要になります。これはも
ちろん企業側にもあるのだけど、やっ
ぱりプロトタイプは産総研がつくった
ほうがよいと思う。メーカーだけにま
かせておくと、機能、安全性、環境性

能などが、どうしても甘くなるように
見えるからです。

原　本当にそう思います。現実的な夢
を詰めるために、ファブシステム研究
会では、互いに批判し合いながら洗い
出しを進めています。研究課題は何か、
技術課題やいろいろな意味でのビジネ
ス課題は何か。私たちの間違いや独り
よがりもなくなってくると思っていま
す。
　実は皆さんに秘密や本音を語っても
らうために、ちょっと苦労しました。
つまり、ただ集まるだけでは、お互い
に疑心暗鬼になって話してくれない。
そこで、産総研と18組織がすべて、１
対１の秘密保持契約を結びました。そ
うすると普通、A社との契約について
はB社とは話せないことになるのです
が、契約書に「秘密保持内容は別途協
議する」と書いておいたのです。その
上で、「オープン事項はこれ、クローズ
事項はこれ」と最初に皆さんにあらか
じめ約束ごととして提起しました。具
体的には、企業の皆さんがお困りの現
場課題はクローズで議論する。しかし、
その議論から共通課題が引き出されて
くる。これはもう一般的な課題です。
その一般課題と解決策を考える。その
成果を、名簿付き提言レポートとして
オープンにするという仕組みです。皆
さんでこうしたい、ということの総意
を得たのですから、それを世間に知っ
てもらえば、仕事が進みますので、オー
プン化は歓迎すべきことです。
　このように周到に仕組みを整えたお
かげで、他社には話せないようなこと
も次々に話してくれるようになり、私
たちは本当の現場の問題を知ることが
できました。しかも、これまではお互
いに知らなかったけれど、「こんなに同
じ問題を抱えていたのか」と皆が共通
の現実を知ってびっくりし、「産総研さ
ん、ありがとうございます」となった
のです。何か問題が生じたとき、A社
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からB社には直接は話せないものです
から、私たちのところに必ず相談にこ
られ、交通整理をすることになるので、
この研究会はシステム上、自然と産総
研主導になっています。これはわりと
簡単な仕組みなので、ほかでも応用で
きるのではないかと思います。

小林　秘密の多い分野だとは思います
が、公開できる情報にはどんなものが
ありますか。産総研として出していき
たいと思うのですが。

原　構想自体は私たちが生み出したも
のです。まず、基本的なコンセプトを
260ページの研究会レポートの一部と
して掲載して公開しました。ただ、詳
細の重要技術のところは、特許に近い
ものになってくるので、そこは中にと
どめておくことにしています。

小林　論文はどうですか。

原　これについて論文は一切書いてい
ません。コンセプトと技術的詳細を英
語で出してしまうと、たぶん日本より
10年くらい早くやられてしまうからで
す。意志決定スピードの遅い日本の会
社には本来的に技術があり、彼らと一
緒に進めたくて、一生懸命に今やって
いるのですから。

矢部　日本の半導体産業の将来はどう
ですか。

原　幻想を追って大量生産技術を進め
るのではなく、現状をきちんと認識す
るように変わってきつつあります。そ
ういう意味からも、まだまだ日本は行
けると思います。

関西センター伝統のガラス研究か
ら環境技術を目指す

矢部　次に、環境化学技術研究部門の

赤井さん、よろしくお願いします。

赤井　環境ガラスの研究についてお話
しさせていただきます。現在の関西セ
ンターの前身である大阪工業技術研究
所というのは、伝統的にガラス研究の
強いところです。昔から重金属のガラ
ス固化とか、多孔質ガラスなどのユニー
クな研究や技術が培われてきました。
私自身は2000年くらいまではNMRを
用いたガラスの構造解析という、応用
とは全く無縁の基礎研究をやっていま
した。ただ、独法化を迎えて、このま
ま基礎研究だけを続けることに限界を
感じ、思い切ってテーマを変え、実用
に近いところの材料研究を始めました。
当時は着色ガラスのリサイクル研究が
多くとりあげられていました。技術で
何とか解決しようと、JST（独立行政
法人 科学技術振興機構）から予算をい
ただき、まずガラスから着色金属を抜
く技術の研究を一生懸命行いました。
　しかし、リサイクルのコストという
のは1 kg当たり5円程度が目安である
という壁に当然ぶつかりました。つま
り、まともな化学的なプロセスはリサ
イクルには使えない。私自身、これに
はものすごく悩みました。そこでコス
トの壁を越えるためには、リサイクル
をすると同時に新しいものをつくると
いう技術の方向性を考えました。この
時に偶然見つかったのですが、重金属
を脱離して得られた多孔質ガラスに少
しだけ金属を混ぜて適当な条件で焼き

ますと、高機能な蛍光ガラスになるこ
とです。普通は発光させようとして添
加剤をたくさん入れてしまいますが環
境リサイクルということで、この逆の
アプローチをとっていたので、数100 
ppmというわずかな濃度を入れただけ
で、こうした新しいガラス材料が得ら
れたのでした。
　この成果を発表すると、廃材を処理
すると同時に今までにない新しいもの
をつくるという発想がおもしろい、と
かなり評判になりました。ところが、
環境と言いながらも、性能が安定しな
いのではないか。テストしてみるとそ
んなに不安定ではないのですが、企業
の方からは「不安定でしょう」と言わ
れて使ってもらえないということにな
りました。実はこれはガラスそのもの
の性能が面白いので、今もバージン材
料を用いて研究は進められていますが、
リサイクル研究としては最終的には失
敗に終わりました。当時ほかにもあっ
たガラスのリサイクル研究はすべてコ
ストの問題から事業化しないことに
なってしまい、打ち切られることにな
りました。
　ただ、この失敗から、リサイクルを
含めた環境技術にはいくつかの原則が
あるのではないかということを学びま
した。例えば、この技術であれば、ペ
イするだけの有価金属を回収できるよ
うなケースと、廃棄した場合に許容で
きない環境リスクがある有害金属を脱
離するケースの2つしかありません。

ブラウン管用鉛ガラスの処理技術、
有価資源の回収技術、

新しい照明用蛍光ガラスの開発に
継承されてきた技術を活かして

取り組み中。

赤井 智子
あかい ともこ
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最初から考えればわかるような話では
あるのですが、失敗という体験から得
たものは全く身につき方が違うように
思います。
　やみくもに研究を始めても前の二の
舞になると考え、どういうテーマに取
り組めばよいかという問題抽出を考え
ました。ガラスリサイクルの研究が終
了した時期と材料開発に関した冬の時
期が重なり、これから3年くらいの期
間は大きな研究資金も途切れるし、正
直なところ、非常につらい時代でした。
ただ、この間に企業と共同研究をさせ
ていただいたりして、何が今後必要な
のかが、少しずつわかってきました。
製品化ということでいえば、いろいろ
難しい面もあります。企業が製品化す
る場合市場化までは秘

ひ と く

匿することにな
りますが市場規模の大きい製品ですと
4 ～ 5年はかかります。（公的機関の）
研究者にとってはこのような長い秘匿
は耐えられないところがあります。一
方で導入が難しくない市場規模が小さ
いものを市場化するとそれはそれで評
価される面もあるのですが、反面、研
究者社会では「そんな小さなことをやっ
ているんですか」と評価が下がる面も
あり、数多くはできない。難しいとこ
ろです。
　このように収益にかかわる部分
に関与する一方で、工業会でRoHS

（Restriction of Hazardous Substances）
対応のための分析方法の規格化や、産
技連ガラス材料技術部会の設立などに
かかわらせていただき産総研が公的機
関として期待されている面も強いこと
も感じました。
　さまざまな情報を元にテーマを設定
していく上で、私たちはガラスという
マイナーな研究分野ですので、皆さん
がよくわかる必ず解決せねばならない
大きな課題をまずとりあげ、次に、そ
れを解決するためにはこういう方法し
かないことを提示し、その中で、私た
ちの技術がとても重要なポイントを占

めていることを示すということも考え
つつ次のテーマを設定しました。

環境に関する新しい研究課題

赤井　現在、私たちが環境とガラスと
いう点でできることとして3つを考え
て実行を始めました。まず、第1は有
害物質の脱離です。ブラウン管テレビ
のガラスには鉛が入っています。日本
ではブラウン管テレビは販売されなく
なっていますが、中国や発展途上国で
はまだブラウン管テレビが販売されて
います。今はその原料のガラスとして
リサイクルされていますが、次第に薄
型テレビに移ってきてブラウン管テレ
ビの廃ガラスが余ってきています。も
う1つ、わが国では2011年に地上デジ
タル放送への全面移行という大問題が
控えています。これまでのブラウン管
テレビが大量に廃棄されるので、その
時に鉛ガラスをどうするのか。これに
ついては、今答えはありません。私た
ちは、鉛ガラスから鉛を抜く技術を開
発していますが、鉛を抜くとコストが
かかります。もし、鉛を抜かずにガラ
スのままどこかに保管した場合どの程
度のリスクがあるのかを評価して、そ
の上でコストをかけるかどうかについ
て判断する必要があり、それがないと
情報としても意味をなさないわけです。
私たちはガラスから鉛を抜くとか、ガ
ラスからの鉛浸出量を検討するのは得
意ですが、環境への拡散リスク評価と
なると全く素人です。ただ、産総研が
強いと思ったのは、異分野の研究者が
たくさんいることです。地質分野に環
境リスクを専門とするグループがあり、
一緒に研究することで、社会に必要と
される情報を提供できる研究体制が整
い、3年以内にはデータを提供するこ
とを目的としています。
　第2の課題は有価資源の回収です。
蛍光ランプやディスプレーのバックラ
イトには蛍光体が使われていて、紫外

線を当てて光らせています。テルビウ
ムという希土類元素は、一番輝度の高
いグリーンの蛍光体に使われています
が、近いうちに供給不足になるともい
われています。そこで、回収した蛍光
体から先ほどの抽出法で回収できるの
ではないかということで研究を始めま
した。異分野融合の場でもある産総研
のレアメタルタスクフォースでリサイ
クルの専門家と話をすることで、さま
ざまな技術が組み合わさりテーマ化を
検討しています。また、リサイクル研
究で見出された蛍光材料は希土類の使
用量が少なくなる可能性やこれまでの
結晶材料とは異なっているということ
から期待感もあり、用途展開が見えて
きています。
　第3の課題は、水銀フリー光源への
対応も含めた先ほど出てきました蛍光
ガラス製品の開発です。ある材料を使っ
たデバイスをつくるということは時間
がかかる。まず、見ないと発想が浮か
ばないところもあるので中間的なデモ
デバイスをつくって見せることは重要
です。やっとデモデバイスができたと
ころですが、「はまった」使い方をこれ
から見いだしていくところです。その
先には、生活快適型の省エネに対する
応用など大きく開けるものもあるよう
に思いますが、時間もきましたので、
このあたりにしておきます。

理事長　失敗からの学習ということで
すが、これらの技術がリサイクル方法
が製造の問題も含めて解決していくの
でしょうか。これまで、実際の製品製
造に対して、廃棄物処理コストは入っ
ていませんでした。ところが環境問題
の意識の高まりで、処理コストを最小
化するためにもともとの製造を変える
必要性が出てきているということです。
これからはリサイクルをしないともの
がつくれない時代になる。

赤井　最近、リサイクルできないもの
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はつくらないようになっていますので、
5 ～ 10年後には有害物質などは表舞
台から消えていき、いずれはこういう
問題はなくなっていくたぐいのものと
思っています。

理事長　なくなっていくとすれば重要
なことですね。廃棄物をどうするかと
いうことが、製造物そのものに依存し
ているわけだから、製造と廃棄が組み
になって初めて解決できる。そう考え
ていくと、何も下請けで廃棄物の処理
をやっているわけではないのですね。
独自の視点に立って、新しい製造法を
支援している、デザインしているとも
言えると思います。そういう背景は、
多くの人々がもっと認識すべきですね。
いずれにせよ、廃棄するのに困るよう
な工業製品はつくらないという流れは、
もうできているのですね。

赤井　そうですね。ガラスについては
進みつつありますが、液晶ディスプレー
などは、リサイクルしなければいけな
いと言っているのですが、まだ難しい
問題も多くあるようです。ただ、将来
的にはリサイクルする方向に行くのは
必然だと思います。

理事長　とにかく低コストを争うとい
うところがあって、廃棄物処理の話が
どうしても出てしまう。それが社会コ
ストになる。

赤井　そうです。

理事長　自動車のフロントガラスも、
何かやられているのでしょう。あれは
中に何か入っているようですね。

赤井　フィルムのようなもので接着し
ています。

理事長　あれだって、もっと扱いをし
やすくすればよいですよね。最先端の

ものはどんどん性能はよくなるけれど、
廃棄物として処理しやすいかどうかは、
だいたいそれと逆になるということで
すね。丈夫で壊れにくく、デリケート
な性能が入るというのは、やっぱり廃
棄物処理しにくい。そこを解決するの
が大革命ではないですか。

赤井　今それが始まりつつあります。
例えば、レアメタル代替の材料開発に
見られるようにできるだけ資源を使わ
ないようにしてつくるとかです。また、
今までと同じ性能を保ったままリサイ
クルしやすいものにしていく。つまり、
成熟した既存分野に新しく技術開発要
素が生まれるということです。

理事長　そこはガラスに限らず重要な
課題なのですね。それについても、明
快に打ち出さないといけないかなと思
いますね、社会に対して。今の経済学
でも、そのあたりについて当然考えつ
つあるのだけど、1つ1つ違うでしょう。
ガラスのつくり方にしても。そのへん
の詳細な議論を詰めていって、いずれ
法律化していくことになる。そういう
時代になるだろうと思っているのです。

製造業の IT 化を支援する MZ
プラットフォームを開発

矢部　次はデジタルものづくり研究セ
ンターの澤田さんです。

澤田　私たちは製造業のIT化を支援し
ています。ものづくりの重要性はよく
言われていますが、それを下から支え
ている中小企業では、IT化は進んでい
ません。昨今、短納期や多品種への対
応が必要となっています。また、品質
保証の責任も求められている。そして、
トレーサビリティーも確保していかな
ければならない。ところがいろいろな
情報のやりとりを紙の帳票や伝票に依
存していたのでは、これをやっていく

のがつらい。そうするとどうしてもIT
化していく必要がある。これはどの企
業でも認識しています。
　ところが、IT化しようとしても、市
販のソフトにはなかなか合ったものが
ありません。そこで、ソフトウエアベ
ンダーにオーダーメードでつくっても
らおうとすると、数百万、数千万と莫
大な値段になってしまう。また、最近
よく聞くのが、昔使ったシステムを今
の仕事の状況に合わせて修正したいの
だけれど、修正ができないということ
です。結局、新たにお金がかかってし
まうのです。
　それなら、全部自社でつくればいい
かと言いますと、ITシステムの専門知
識が不足していてできない。そこで私
たちは、特に高度なITの知識がなくて
もシステム開発できるようなツールを
提供して、自社開発を実現させようと
しているのです。
　具体的にどういうものかというと、
これまではITシステムをつくるには
プログラムを書かなければなりません
でしたが、それをやめて、ソフトウエ
アの部品、コンポーネントというもの
をいくつも用意しておいて、組み立て
ブロックを組み上げるようなイメージ
でつくり上げていく形にする。そうす
れば、あまり負担なくつくれるのでは
ないか、というのがそもそもの発想で
した。
　このコンポーネント方式のシステム
開発技術を確立するために、開発当初
の課題として、本当にコンポーネント
方式でよいのか、実用システムをつく
れるのか検討しました。組み立てブロッ
クのようなものでは、オモチャ程度の
ものしかつくれないのではないかとい
う懸念がありました。もう1つは、そ
の有用性が立証できたとして、コンポー
ネントとしてどういうものを用意すれ
ばよいのかです。汎用性と多様性は確
保しなければならない、どの企業のシ
ステムにも対応できるようにしなけれ
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ばならない。そうすると、たいへん細
かい機能を持ったコンポーネントを多
数用意するほうが有利になりますが、
それでは開発の効率は上がらない。通
常のプログラムを書くのと同じになっ
てしまうので、どの程度のものを用意
すればよいのかという問題です。
　この解決のためにどうしたかという
と、実際に企業に行って、その会社の
システムをつくってみました。企業で
は、特に先ほどのトレーサビリティー
の確保という点から、工程管理とか生
産管理の面でかなり大きな問題を抱え
ていることがわかりました。聞き取り
調査を行い、仕事の内容を教えてもらっ
て、現状の仕事にどういう問題点があ
るのかといった業務分析を行うなど、
ほとんど経営コンサルタントみたいな
ことをしたわけです。しかし、実際に、
システム設計、プログラム作成などを
行って、コンポーネント方式で実用シ
ステムがつくれることを例証すること
ができました。
　次に行ったのが、コンポーネントの
標準化です。最初のシステムはコンポー
ネント方式がきちんと使えることの検
証用でしたので、それぞれの企業に固
有のコンポーネントをつくって開発を
行いました。つまりほかの企業では全
く使えないコンポーネントを使ったの
です。その後で改めて、その中で標準
機能として抽出できるものはどれか、
また標準機能をどのように組み合わせ
ればよいかを検討しました。

　例えば、最初は企業固有のデータを
扱うためのコンポーネントをつくった
わけですが、それをやめて、一般的な
データベースを活用するコンポーネン
トと、そのデータを整理するためのコ
ンポーネントを用意してやれば、さま
ざまな仕事に対応できることがわかり
ました。そういった形で汎用性を高め
て、標準のコンポーネント約180種を
整備し、さまざまな事例を通じて必要
な機能のほぼすべてがカバーできるこ
とを確認しました。
　このように実用システムをつくる機
能は整ったのですが、ここで壁にぶつ
かりました。せっかくつくったシステ
ム、例えば技術情報の管理、工程管理
のシステムをつくったのですが、それ
らは使ってもらえなかったのです。そ
こで、どういう問題があるのか、企業
への聞き取り調査を行いました。つくっ
たシステムの機能は実用レベルにある
という評価はいただけたのですが、こ
のシステムの維持管理、業務展開、運
用を担う企業内の人材の確保や体制の
整備ができなかったのです。
　結局、私たちはオーダーメードした
場合の問題点と同じ轍

てつ

を踏んだわけで
す。つまり、オーダーメードでシステ
ムをつくった場合には、企業内での維
持管理ができないということです。こ
の問題は認識していたつもりだったの
ですが、自分たちがやってみたときに、
やはり同じ落とし穴にはまってしまっ
た。そこで、やっぱり企業内で人材を

育成しなければならないと考えました。
その後は啓発活動、サポート体制の構
築、人材育成の重要性を認識して進め
ています。

啓発・サポート体制・人材育成こ
そが大事

澤田　啓発活動というのは、企業の経
営者の方に、IT化したいのなら、まず
社内の仕事の仕方を考えなければなり
ません、ときちんと伝えることですね。
次がサポート体制。私たち産総研だけ
では全国の企業をカバーできませんの
で、なるべく地元の公設研などと協力
して、地域に密着したサポート体制を
つくっていく必要があります。
　残りが人材育成。これは2つあります。
企業内の人材もそうですし、実際に企
業の指導ができる人材をそれぞれの地
元に育成する。そのための私たちの基
本的な立場は、質問には答えるが手は
出さない、というものです。「こういう
ことをやりたいのですが、どうしたら
よいでしょうか」と言われたときには
答えますし、必要であればサンプルを
提供することもあります。でも、「こう
いうものをつくってください」という
要請には応じない。ヒントを与え、助
言はするが、つくるのは自分でやって
くださいということです。そうしない
と人材が育たないからです。
　実際の成果の例ですが、大分県のプ
ラスチック射出成形企業があります。
ここは大分県産業科学技術センターの
研究員の方が指導して、社内のシステ
ムをつくり上げました。そのシステム
で昨年度、九州経済産業局の賞を授与
されています。
　長崎県の企業では、工業技術センター
の紹介で、ソフトウエアベンダーのサ
ポートにより工程管理のシステムを開
発しました。システム開発をするとき
にはきちんと社内の体制を整えてくだ
さい、と最初に伝えてあり、4名ほど

中小企業のIT化を
助けるために、

コンポーネント方式の
システム開発技術を作成。

啓発・サポート・人材育成に
全力を注いでいる。

澤田 浩之
さわだ ひろゆき
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の社内のチームでメンテナンスやその
後のシステムの拡張をしています。
　佐賀県の金型製造企業は、社長の息
子さんが産総研で技術研修を受けて、
そこでシステム開発のスキルを身につ
け、その後は1人で全部、システムの
維持管理、開発をしています。最初は
1つのラインのシステム開発だったの
ですが、現在はそれを複数のラインに
展開されているそうです。この場合も、
LANなどのハードウエア部分の整備は
どうしても知識が追いつきませんので、
ソフトウエアベンダーのサポートを受
けながらやっているとのことです。現
在、このMZプラットフォームは、商
売をする場合にはTLO（技術移転）契
約を結ぶことが必要で、契約締結済み
のソフトウエアベンダーは7社です。

理事長　すばらしいですね。いつから
始めたのですか。

澤田　2001年から始めて、2004年から
公開しています。

小林　コンピューターの知識がない小
企業にも使ってもらいたいということ
ですか。

澤田　そうです。これはプログラミン
グのツールですので、ユーザーが全て
を自力で作り上げるのが究極の目標に
はなっています。ただ、実際にはそれ
は難しいので、ソフトウエアベンダー

のサポートですとか、あるいは公設研
究機関の方が少し手伝う形で開発して、
ある程度できあがって土

ど だ い

台ができてし
まえば、あとはエンドユーザーがうま
く利用していくのが現実的です。

小林　こっちで全部つくってあげては
いかがですか。

澤田　そうしたら、使ってもらえな
かったということです。

理事長　理想的には、最初のお話のよ
うにサポートがあって、コンポーネン
トはブラックボックスになっている。
ITセンスがなくても、そのコンポーネ
ントを組んでいけば使えるというのが
理想なのですね。それを理想としたの
だけど、なかなか難しいという話。

澤田　結局、コンポーネントはブラッ
クボックスなのですが、考え方の問題
なのです。システムをどうつくってい
くかという考え方に慣れていないので
す。

理事長　コンポーネントを使いこなせ
ない？

澤田　そういうことですね。

理事長　それを企業自身にやらせるほ
うが、プログラミング能力を持たせる
よりはいい、ということかな。

澤田　そうです。ただ、まだシステム
の構成を考える力、すなわち設計能力
のサポートまではできていません。最
初は、プログラム作成の負担を軽くす
ればよいと思っていたのですが、そう
ではなくてむしろ、設計能力の欠如が
見えてきたのです。
　よく例えに使っているのが、ウッド
デッキをつくる話です。ホームセンター
で製作キットを売っていますし、ドラ
イバーがあればつくれるのですが、で
は誰でも理想的なものをつくれるかと
いうと、それはもう設計能力にかかっ
ているわけですね。家の庭を見て、こ
ういうのが欲しいから、これとこれを
買ってきてこう組み合わせればよい、
というのが設計能力。これがないとつ
くれない。単にのこぎりを使えるとか
のレベルではない。そのことがかえっ
て明らかになったのです。

矢部　今日のお三方の話を聞いて共通
するのは、企業との連携の実際の体験
における死の谷の経緯ということです
ね。そのフェーズに今日の皆さんは入っ
てきていると思います。例えば澤田さ
んは、コンポーネントをつくること自
体はある意味でできたけれど、実際に
それを本当に使ってもらわないと製品
にならないわけですね。原さん、赤井
さんも同じだと思います。そうした経
験をぜひ「Synthesiology」に書いてい
ただきたいと思います。今日はどうも
ありがとうございました。

ものづくりの基本を
産総研から提案していきたい。
リサイクルを考えれば、
廃棄物処理しやすい
設計・製造法が新たに
生まれる。

吉川 弘之
よしかわ ひろゆき


