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1. はじめに 

 

設備サポートセンター事業は、大学における教育研究設備の有効活用とマネージメント強化のため

に平成 23年度より開始された文部科学省の事業であります。平成 30年度の新規採択までに 21校が

選定されてきました。本シンポジウムは、採択校を中心として取り組み事例の紹介や情報交換によっ

て設備の共同利用とマネージメントに関わる議論を深化させることを目的として平成 27 年より毎年

開催されてきました。 

 設備サポートセンター整備事業への取り組み、またはシンポジウムでの情報交換により、学内設備

機器の共用利用体制が構築される成果が得られてきました。また採択校での実施に基づく提案がなさ

れて、それらが他校に新たな仕組みとして構築されるなどの大きな波及効果も生まれてきました。さ

らに各採択校における本事業への取り組みの中で見えてきた課題についても、忌憚ない意見交換が行

われて、本シンポジウム報告書として発信されてきました。本事業は平成 30 年度の新規認定で事業

としては終了し、次の成長ステップへと目を向けざるを得ない転換期が来ています。 

 第５回目を迎える今回のシンポジウムでは、これまでの取組成果をより明確にするために、各校が

「特にアピールしたい活動」に焦点を絞り、テーマごとにグループを組んでポスターセッションを実

施しました。パネルディスカッションでは、「設備サポートセンター整備事業」の先に何が見えつつあ

り、さらに成長する為には何が必要かについて深く議論をしました。それらの内容をここにまとめま

した。 

 本シンポジウムを実施するにあたり、採択校の皆様および実行委員の皆様からは多大なご尽力をい

ただきました。またご講演をいただいた文部科学省研究振興局学術機関課様および岡山県工業技術セ

ンター様からもご助言 ・ご協力をいただきました。この場を借りてお礼申し上げますとともに、本報

告書が参加大学の設備共同利用の促進に役立つこと、さらにはすべての大学等の教育研究の発展の一

助となれば幸いです。      

 

 

第５回設備サポートセンター整備事業シンポジウム実行委員長 

岡山大学自然生命科学研究支援センター副センター長・教授 田村 隆 
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 ◯ 参加者の所属先   

 

 

◯ 開催校（岡山大学）以外の事業採択校参加者 83 名の内訳 

北海道大学  8）、東北大学  3）、筑波大学  4）、群馬大学  3）、千葉大学  1）、東京医科歯科大学  3）、

東京農工大学  3）、富山大学  3）、金沢大学  2）、名古屋工業大学 (3)、京都大学  7）、大阪大学  10）、

神戸大学 7）、鳥取大学 7）、広島大学 2）、山口大学 9）、高知大学 4）、宮崎大学 4） 

 

◯ 事業採択校以外の大学からの参加者 19 名の内訳 

弘前大学 2）、山形大学 1）、東京工業大学 2）、お茶の水女子大学 1）、静岡大学 2）、浜松医

科大学 1）、名古屋大学 1）、滋賀医科大学 2）、徳島大学 4）、琉球大学 1）、岡山理科大学

 2） 

  

岡山大学 ( 33) 

23%

岡山大学以外の事業採択校 (83)

57%

事業採択校以外の大学

(19) 13%

公的研究機関 ( 3)

2%

企業( 6) 

4%
文部科学省 ( 2) 

1%
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２.  第５回設備サポートセンター整備事業シンポジウム 

 

  2.1 基調講演 

「共同利用・共同研究体制の強化・充実について」 

文部科学省研究振興局学術機関課 研究設備係長・研究支援係長 

濵﨑 拓郎 

 

 ただ今ご紹介いただきました、文部科学省研究振興局学術機関課の濵﨑と申します。本日は今回で

第 5 回設備サポートセンター整備事業シンポジウムがこのように盛大に開催されますことを心より

お慶び申し上げます。今回の開催にあたって管理代表校の岡山大学の槇野学長をはじめ、ご尽力いた

だいた先生方、事務局さらには本事業にこれまで取り組んでいただいている全ての関係者の皆さまに

厚く御礼申し上げます。 

 設備サポートセンター整備事業は、言わずもがなかと思いますが、限られた資源を有効活用し、教

育研究環境の整備を図るため、設備の共同利用促進、中古設備の改良等による、再利用ユース、効果

的かつ効率的な設備の配置、サポート人材の集約化や効率的な再配置など、大学における全学的な設

備マネジメントを担う設備サポートセンターを整備することによって、教育研究設備の有効活用にか

かるマネジメント機能を強化することを目的として平成 23 年度より運営費交付金の特別経費の枠組

みにて実施してきた事業です。 

 これまで 20 の大学への支援を通じて、これらの取り組みが進展してきたところであり、今や各大

学間の自主的な呼びかけによってこうして多くの参加者が集い、情報発信や状況共有できる場が作り

上げられていることに深く感銘を受けた次第です。 

 本日、私からは「共同利用・共同研究体制の強化・充実」という演題にて 2019 年度の予算案の状

況を含めて簡単にご紹介させていただければと思います。資料は 40 ページほどと厚くなっています

が、ポイントを紹介させていただきますので詳しい内容は後ほど資料をご覧いただければと思います。

それではお手元の資料をご覧ください。 

 先に目次ですが、一つ目で共同利用 ・共同研究体制の強化 ・充実を話させていただき、二つ目で 2019

年度の予算案、三つ目では設備整備をめぐる状況をご紹介できればと思います。 

 それでは 2ページ目です。これから右下 2ページ目から 9ページ目のところは当課の立場からすれ

ば若干当たり前にこれまで説明していたところですが、改めて共同利用 ・共同研究の推進について振

り返ってみたいと思います。 

 国立大学等に焦点を当ててはいますが、この図が国立大学等における共同利用 ・共同研究体制の概

形図と捉えていただければと思います。個々の大学では整備できない大規模な施設、設備や大量のデ

ータ、貴重な資料等の提供、これを共同利用と呼び、さらには国内外の大学の枠を超えた共同研究を

促進するシステム、このことを共同利用・共同研究体制と呼んでいます。 

 国立大学法人法に紐つく四つの大学共同利用機関法人、国立大学法人における付置研究所、研究セ

ンター等、こちらは文部科学大臣が認定をして、共同利用 ・共同研究拠点とし、これらを運営費交付

金によって支援する。そういうことで共同利用 ・共同研究体制の強化を図っていることになっていま

す。 

基調講演 
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 次、3 ページ目ですが、こちらは大学共同利用機関法人について、大学共同利用機関は大学におけ

る学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所と定義されておりまして、こ

れらを設置することを目的として設立されるのが大学共同利用機関法人となっております。つまりは

共同利用を目的とした学術研究機関の集まりということになっています。大規模な施設、設備や大量

の学術情報や、また、データ等を全国の大学研究者に提供することや、研究課題を公募してそれらを

共同利用に供し、全国の研究者の英知を結集して共同研究を実施することなどに取り組んでいます。

例えば高エネルギー加速器研究機構のBファクトリーであったり、情報 ・システム研究機構の遺伝研

のDDBJ いわゆる遺伝研スパコンなどもその例となっています。 

 4 ページ目では国公私立大学を通じた共同利用・共同研究拠点制度ということで、平成 20 年度か

らこれまでの全国共同利用型の付置研究所を発展させる形で、わが国の学術研究のさらなる発展には

大学の研究ポテンシャルを活用して研究者が共同で研究を行う体制を整備することが重要とされ、学

校教育法に規定して、文部科学大臣による認定制度として共同利用 ・共同研究制度が創設されました。

さらに 30 年の 5 月には国際共同利用・共同研究拠点制度ができまして、より国際的に優れた研究施

設を認定するように、と発展してまいりました。また、複数の研究所から構成されるネットワーク型

拠点の形成によってネットワーク化も推進され、さらには拠点認定制度というのは国立大学には止ま

らず公私立大学にも広がっており、100 を超える拠点が活動しています。 

 次、5ページ目ですが、共同利用 ・共同研究システムのご利用ということですね。これは共同利用 ・

共同研究をシステムと捉えてどういう効果があるかをイメージしております。研究者の独創的なアイ

デアをこのシステムを介して研究遂行の効率化や研究分析の多角化、新たな発見、着想を生むなど、

28 年度の実績にはなりますが、年間 5 万人以上の研究者等が活用していることになっています。こ

ちらも共同利用 ・共同研究体制の重要性を示したデータですが、例えば外国人研究者であったり、若

手研究者のダイバーシティの観点においても幅広い研究者の受け入れをそれぞれ共同利用 ・共同研究

拠点、大学共同利用機関も行っております。さらにはデュアルサポートという形ですが、共同研究を

実施してる研究者の科研費の取得状況なども例えば東北大学の金研、金属材料研究所などは、かなり

高い割合で科研費を採択されており、デュアルサポートにも貢献しているというデータです。 

 続いて 7ページ目、こちらは大学共同利用機関法人を一覧化したものですが、各機構、法人が持ち

合わせておる研究資料やデータ、研究設備を一覧化したもので、下のところにあるのが共同利用機関

法人を構成する各機関になっていますのでご参考にしていただければと思います。 

 続いて 8ページ目は、国公私立大学における共同利用 ・共同研究拠点を一覧化したものです。56大

学、109 拠点で、そのうち 6拠点は新たに 30年、昨年の 11月に認定した国際共同利用 ・共同研究拠

点となっております。こちらも参考にしていただければと。 

 そして、本項の最後ですが、9 ページ目については昨年末に取りまとめられました、大学共同利用

機関の在り方についての審議のまとめの概要となっております。例えば大学共同利用機関の研究の質

の向上、人材育成機能の強化、関係機関との連携をどう深めていくのか、さらには法人の枠組みを第

4 期の中期目標期間に向けてどのようにしていくのか、変えていくのか、そのままになっていくのか

と、それらも当然わが国の基礎科学力、基礎研究力の復権をけん引するとともに、今日的な社会的な

課題の解決、こういうことに貢献されることを期待しています。 

 続いて 2019 年度の予算案について、主に学術関連を中心に紹介させていただければと思います。 

 11 ページ目ですが、こちら国立大学改革の推進、挑戦する国立大学を支援ということで、国立大学

法人の運営費交付金 1兆 971 億円、合わせて、国立大学改革強化推進補助金 45億円、国立大学法人

基調講演 
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設備整備費補助金等 70 億円。こちら臨時特別の措置となっておりますが、先般取りまとめられまし

た国土強靱化における 3 カ年緊急対策というもので措置されておる 70 億となっております。全体像

としては、先々週法人支援課において緊急説明会も開催されましたが、新しい評価、資源配分の仕組

みの導入ということで、より研究力を強化していくことが求められて、まさに挑戦する国立大学への

支援が謳われているところです。 

 当課の関係でいけば、真ん中下側の共同利用・共同研究拠点の強化、こちら 70 億円分で措置させ

ていただくものと、先ほどの基盤的インフラ設備の整備分で国土強靱化に資するもの 70 億円。さら

には、こちら上側ですが教育研究の基盤設備の整備で、こちら概算要求時においては 206 億円で要求

させていただいていた基盤的な設備ですが、結果として 13 億円で教育研究の向上に資する設備整備

費に措置されることになっています。 

 続きまして 12 ページです。こちら科学技術関係予算のポイントとなっております。全体像はまた

眺めていただければと思うのですが、全体で 9,861 億円で、真ん中下のわが国の抜本的な研究力向上

と優秀な人材の育成ということで、研究力向上加速プランとして若手研究者等への重点投下、新興、

融合領域開拓への支援を実施することにしておりまして、こちらを中心に紹介させていただきたいと

思います。 

 まず、こちら 13 ページ目ですが、研究力向上加速プラン、運営費交付金中の推計額を含んでいま

すが、3,280 億円と、10年後を見据え、研究生産性の高い事業等について若手研究者中心にリソース

の重点投下、制度改革を進めていくというパッケージのプランとなっています。真ん中、科研費によ

る挑戦的な研究および若手研究者の重点支援を中心軸に据えて、左上の新興融合領域への取り組みを

拡大強化、戦略的創造研究推進事業の推進、さらには右上、海外での研さんを積み挑戦する機会の抜

本的拡充、人材育成の部分があり、われわれ学術機関課の観点からは共同利用 ・共同研究体制の機能

強化による研究基盤の整備ということで、これらを複合的に推進することにより、研究力向上を加速

させていくというプランとなっています。 

 この中からまずは学術機関課分、下のところを紹介させていただきます。14 ページ目です。共同利

用・共同研究体制の強化として 2019 年度の予算額案が 458 億円ですね。先ほどの加速プランで 460

億円となっていますが、こちらは 460 億の中には国公私立大学に対する特色拠点への支援ということ

で 2 億円分が含まれており、少し数字が違っています。左側が大学関係ですね。大学の付置研究所、

センター等に対する強化充実というところで、右側が共同利用 ・共同研究体制を最大限活用する学術

研究の大型プロジェクト、通常ビッグプロジェクトの推進に対する支援となっております。これらを

通じて大学改革を促すこと、新たな知の創出、集積、蓄積を図るなど共同利用 ・共同研究体制の機能

強化によって研究基盤を整備して研究力の向上に資する、そういうことです。 

 15 ページ目は先ほど左側の図を少しブレークダウンしたポイントですが、2018 年の主な動きとし

ては先ほど紹介させていただいた国際共同利用 ・共同研究拠点を六つ認定させていただいたこと、既

存の共同利用 ・共同研究拠点の中間評価を実施させていただきました。中間評価としてはSABCの 4

段階の区分で評価をすることとしていますが、評価を行う際にあらかじめ S 区分を 20 パーセント、

A区分を 50 パーセント、BC 区分を 30 パーセントと区分の割合を先に設定させていただいておりま

した。その評価結果が S ないし A を受けられた拠点に対してはこの活動に必要な経費の上乗せを行

うという、そういっためりはり付けの取り扱いをさせていただいたところです。さらにネットワーク

型拠点に対する追加的な支援を実施したことが挙げられます。こちら右側が 2019 年度の予算案とな

っておりますが、拠点の活動経費、基盤的な活動経費として 24 億、機能強化に資するプロジェクト
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経費には 38 億、新たな共同利用体制の充実経費に対しては約 8 億円、この中に設備サポートセンタ

ー整備の継続分の経費も入っています。さらには最先端研究設備経費で国土強靱化分を含む 29 億円

ということで、内訳はそういう形になっております。 

 次の 16 ページ目は学術フロンティアを先導する大規模プロジェクトの推進の概要となっています。

基本的には四つの大学共同利用機関法人および一部の大学について、事業を推進しているところです

が、来年度予算案については、資料中の推進方策というところで、ロードマップ 2017 に掲載された

ハイパーカミオカンデ計画の可能性調査を実施することを含めて予算措置をさせていただいていま

す。 

 続いて 17ページ目は現在推進中の大規模学術フロンティア促進事業等の一覧ですが、一番右下の、

こちらもロードマップ 2017 に掲載されていますが、高輝度ハドロン衝突型加速器による素粒子実験、

通称ハイルミというものが新たに実施される運びとなっています。 

 そして、18 ページ目は公私立大学の拠点に対する支援ということで特色ある共同研究拠点の整備

の推進事業です。こちらは 2.8 億ということですが、こちらは認定制度と補助金の制度を活用して、

公私立の特色ある研究分野におけるコミュニティーの広がりなどを通じて共同利用 ・共同研究体制を

構築していただき、学術研究の推進を図る事業になっております。 

 19 ページ目はこちらの研究力向上加速プランの再掲となっていますが、残りの科研費事業であっ

たり戦略的創造研究事業、さらには海外研さんの中の海外特別研究事業や国際競争力強化研究事業、

卓越研究員事業を後ろにポンチ絵として並べさせていただきましたので、また後ほど眺めていただけ

ればと思います。20ページ目が科研費です。21ページ目は戦略事業。22ページ目には卓越研究員事

業を紹介させていただき、23 ページ目、こちらは新規の事業ですが、国際競争力強化研究員事業です

ね。24ページ目、グローバルに研究する若手研究者の育成と、左側は海外特別研究員事業の紹介とな

っています。 

 そして 25 ページ目ですが、大学改革と一体となった科学技術イノベーションシステム改革の加速

ということで平成 30 年の 11 月に科学技術イノベーション総合会議で、柴山文部科学大臣からご説

明された資料となっていますが、研究力向上加速プランを進化していく、進化に向けてということで、

大学改革と一体となって科学技術イノベーションシステムの改革を進めるべく検討を進めていると

ころです。 

 三つ目の項ですが、設備制度をめぐる状況ということで、設備サポートセンター整備を含めて簡単

にご紹介させていただければと思います。 

 27 ページ目、こちら皆さまもよくご覧いただいている資料ですが、設備サポートセンター整備に関

する取り組みについて示させていただいた図です。若干データの更新等をしていますが、いずれにせ

よ設備整備に掛かる予算の減少によって、設備の老朽化、陳腐化といった著しい進行への対応は十分、

必ずしも図られてはいない状況で、さらにはわが国における研究支援体制も各国と比較して、まだま

だ十分とは言えないところです。全体数としては、研究者、研究支援者数は増えていますが、実際は

どちらも有期雇用が増えているという実情もあります。 

 冒頭に槇野学長からもお話しがありましたが、本事業として新しく、新規で支援させていただける

大学というものは 30 年度で終了、最後となっており、各支援させていただいた大学さまにおかれま

しては、より共同利用化の推進であったり、リユースの促進、設備マネジメントの強化に関する取り

組みなど、これまでの本事業の成果、効果を全国の大学等に展開いただきまして、より相乗的な効果

を期待しているところです。 
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 28 ページ目では、本事業のワンクール目の立ち上げ期と 2 クール目の展開期ということで、実際

に実施状況については各大学さんでも少しずつ異なっているかとは思いますが、実施の状況で示させ

ていただきました。期待される効果と成果ということで、これらの取り組みを通じて、学術研究の進

展ひいては産業の発展に寄与されてきていているところだと思います。 

 29 ページ目には、一事例ということで 1 枚紹介させていただいております。こちら鳥取大学にお

ける TIFNet を含めた設備サポート整備の取り組みということで鳥取大学様では一つの例として、と

っとりイノベーションファシリティネットワーク TIFNet として県の公設試験場、県内の大学、あと

技術センターなどと連携をしながらネットワークを組み、設備共有や技術人材交流など民間企業から

の支援や金融機関からの情報提供、共有など産学地域連携の強化に寄与されていると伺っております。

右側には主な取り組みとその状況があります。勉強会、セミナーなども精力的に開催されていると伺

っております。 

 ここで、大きく 1枚取り上げさせていただいたということには、一つの提案としてこういった各事

業の成果、今日もPRポイントということでポスターセッションでも配っていただいておりますが、

こういった成果を 「見える化」をして各大学さまへ伝えていけないかとも考えております。確かに文

科省のホームページの中に設備サポートセンターが特に出ていないのですが、まずはこの一覧化する

ことは、改めてやらないといけないと思っています。こういった見せ方をどうしていくのか、いま一

度、今後の検討も含めて皆さんの意見もお伺いしたいとも考えております。 

 30 ページ目は成果事例で、こちらも改めてですが、ご紹介させていただきます。 

 そして 31 ページ目では本事業を通じた期待として、大学執行部の理解と支援。設備共用の成果や

対外的な情報発信をしていくと。民間も含めた機関への利用の開放を推進していくこと、設備の共同

利用を通じて産学協同研究の活性化および産学連携の取り組み推進ということが我々のほうから期

待をしているところで、大学側として何を期待されているのか、それは文科省というよりも、より社

会から何を期待されているのかという観点で考えることが必要であり重要だと思っています。教育研

究環境の整備を通じた大学の教育研究力強化という観点、昨年も前任からもお話しさせていただいた

と伺っていますが、やはりこれがキーワードと思っています。ここの部分についても皆さまが日々感

じておられる思いを率直な意見としていただけたらと思っております。 

 次の 32 ページのこちらは一覧化ということで、まだ出来上がってないので試行なのですが、サイ

トマップも必要とは思っています。まずは文科省のホームページに実施機関一覧を改めて紹介させて

いただけないかと考えております。実施主体等にもし誤りがあれば、また教えていただければ、と思

っております。 

 33 ページ目、こちら設備マスタープランですが、これも法人化直後からの実施となっております。

基本的には大学における計画的な設備整備という観点、それぞれ作成をしていただいているところで

す。例えば設備マスタープランに掲げた設備を 2年に 1回でも必ずその費用は措置されるとか、そう

いったものが確約できればいいのでしょうが、そういったものは実際に起こっていないと。こういっ

た状況の中で先日 11 月、機器分析センター協議会がありまして、例年秋にあるのですが、そのアン

ケート結果等も拝見させてもらいながら、やはり大学の中でもマスタープランの意義に疑義を唱えて

いるところも聞こえてくるところです。正直この点もどういうふうに設備マスタープランがあって、

大学の中でこれをどう生かしていけるのかというところも含めて、こちらも合わせてご意見いただき

ながら見直しも図っていかないといけないと考えているところです。 

 34 ページ目も、こちらも関連として先端研究基盤共用促進事業の 2019年度の予算案を紹介させて
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いただいております。ご関心というか SHARE、研究機器相互利用ネットワーク導入実証プログラム

ですかね、こちらの担当課からの伝言として、現在、公募要領を鋭意作成中ですと。一応、1 億から

1.5 億の中で 2、3件採択できないかと考えているところ、と伺っています。詳細はあらためて公募要

領等で確認いただくことになろうかと思いますが、こちらもぜひウオッチしていただければと思いま

す。 

 35 ページ目、新たな共用システム導入支援プログラムの概要と、次のページ 36ページ目では、新

共用の実施機関一覧ですね。平成 30 年度現在の一覧となっております。先ほど紹介させていただい

たこの一覧にも実際、設備サポートセンター整備に採択された大学、新共用に採択されている大学、

次に紹介させていただきますが共用プラットフォームの形成事業とかですね、そういった取り組みを

実施しているところも一覧化させていただきながら、見える化も図っていければ、と思っています。

こちらが共用プラットフォームですね。概要と実施機関一覧と。共用プラットフォームの実施機関一

覧についても、共同利用 ・共同研究拠点もプラットフォームに参画していただいていまして、NMRプ

ラットフォームには大阪大学の蛋白研、風と流れのプラットフォームには東北大学の流体研や京都大

学の防災研なども連携が図られているのではないかと感じているところです。 

 最近の政府の動きとして、昨年の 7 月に財務省で平成 30 年度予算執行調査が行われまして、こち

らも共用の推進等が指摘されているところです。事前把握というものもあるのですが、こちらも実際

は事務方ないし事務局の役割かもしれませんが、こういったところもマネジメントの話になってきて

おります。設備のマネジメントという観点で皆さまの方でも、どういうふうに設備を有効的に活用す

る、ないしマネジメントを図っていくのかというところで検討をいただければと思っております。 

 40 ページ目、こちらも最近の政府の動きとして、真新しい話としては 2019 年 1 月 17 日の CSTI

の有識者懇談会で文科省から説明した資料となっております。ここでの議論は共用の実態であったり、

何が隘路になっているのかというボトルネックであったり、組織として整備するものの共用というこ

との在り方はどういったものを考えられるのかというところで、今後の方向性も俎上に上がってきた

ところです。実際には設備の更新であったり、購入の議論とは逆説にはなるのかもしれませんが、確

かに棚卸しとかも含めて各大学におかれても現状の設備の把握であったりも含めて、ここには基盤的

な設備であったり、競争的資金で整備するような研究設備や最先端の大型の設備、さらには金額や用

途、分野によっても設備の在り方も異なってくるとは思いますが、研究環境の整備という観点で国側

においても急速に議論が進んできているところです。 

 最後に 41 ページ目、こちら参考ということですが、自然科学研究機構の大学連携研究設備ネット

ワーク、物質材料研究機構が昨年からスタートした電子顕微鏡ステーションオープンラボプログラム

ということで電子顕微鏡のシェアリングサービス、まあ企業との連携が図られていると。民間の紹介

ということではないのですが、実験機器シェアリングプラットフォームということで、Co-LABO 

MAKER というところが実験機器のシェアリングサービスも始めているということで、昨今の現状も

踏まえて、買うではなく借りていく、共有していくという手段についても改めて考えていく段階にき

ているのではないかと、そう思っています。この点も含めてまた意見交換等させていただければと思

っております。 

 本日は主に共同利用 ・共同研究体制の強化充実という形で、掻い摘んで紹介させていただきました。

今後も大学改革や機能強化との関係においても研究環境の整備、充実といった観点から存分に存在感

を発揮していただければと思い、期待したいと思っております。また、いろいろと投げかけが多くて、

ご期待の内容には必ずしもならなかったと思いますが、対話の必要性、重要性は皆さんとまた改めて
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共通認識として持ちつつ、この後いただく基調講演やポスターセッション、さらにはパネルディスカ

ッション、情報交換会と引き続き、 「場」というものを大事にしていきたいと思います。ご清聴どうも

ありがとうございました。 
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2.2 依頼講演 

「岡山県工業技術センターの活動紹介」 

岡山県工業技術センター応用技術部 部長 

窪田 真一郎 

 

 ご紹介ありがとうございます。皆さん、改めましてこんにちは。私は、岡山県工業技術センターか

ら参りました窪田と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。講演の前に、本日は第 5回

設備サポートセンター整備事業シンポジウムという非常に晴れがましい席でご紹介させていただく

時間をいただきました。各関係者の皆さま方に、まずはお礼を申し上げたいと思います。ありがとう

ございます。 

 本日は岡山県工業技術センターの活動を紹介します。工業技術センターは名前に多少違いがありま

すが、各都道府県に 1 ないしは 2、3 ある公設試験研究機関です。特に私共はものづくり企業様の技

術的な支援をする岡山県の機関です。 

 本日は、弊センターの概要、そして企業様との連携事例についてご紹介をしていきたいと思ってい

ます。本題にはあまり関係ないのですが、私自身の紹介をしたいと思います。平成 6 年入庁で今 25

〜26 年選手ということになります。平成 7 年、入庁した翌年に現在の職場であります、岡山リサー

チパークという所に引っ越しがありまして、入庁して半年ぐらいは設備の引っ越しの手伝いばかりを

していたことを覚えております。平成 10 年につくばの産総研に 3 カ月研修する機会があり、国と県

の研究機関で、どれだけ違うかなというところを感じる機会をいただきました。その後、技術的な仕

事をしながら、平成28年に岡山県産業労働部産業振興課という行政の仕事を1年間しておりまして、

平成 29年に、古巣の弊センターに戻ってきて現在に至っております。 

 最初に弊センターの概要をご紹介したいと思います。非常に豪華な建屋なのですが、ちょうどバブ

ルの真っただ中に設計されました。正面が玄関で、向かって左側が工業技術センターの建屋になりま

す。右側が岡山県産業振興財団で講演会とか、資金の支援とか、会議のサポートというような二つの

機関が入っている建物です。 

 県内企業への技術支援による産業の振興が私共の最大のミッションになります。創設が 1918 年、

大正 7 年で、岡山県工業試験場から始まっております。1976 年に工業技術センターになって、1995

年、平成 7年に県内に分離していたものを一つにまとめて、今の地にいます。 

 後ほど少し触れたいと思いますが、昨年、創立 100 周年を迎えまして、それを記念したイベントを

執り行わせていただきました。職員数が 58名、うち技術が 44名、事務 9名、非常勤等 5名で日々仕

事をしております。 

 弊センターは岡山県産業労働部の出先機関となります。ですので、岡山県の施策であります、「新晴

れの国おかやま生き活きプラン」に則って仕事をしております。特に 「地域を支える産業の振興」の

中の「企業の稼ぐ力強化プログラム」の中で弊センターの役割があることになります。 

 体制ですが、平成 30年 4月に 9年ぶりに大きな組織変更があり、現在は 3部体制で動いています。

研究企画部が研究業務の企画調整、技術支援科は後ほど触れますが、ものづくりの企業様からの様々

な技術相談を主に受けている科ということになります。一方、右側の茶色の部分が研究開発等々の技

術を担っている部分になります。応用技術部の中の 3科と、素材開発部の 3科で、岡山県内のものづ
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くり分野をできるだけ広くカバーしていこうという体制です。 

 私共工業技術センターは業務における「三つの柱」があります。私も 25 年前にセンターに配属さ

れたとき以来、先輩方から、 「この三つの柱を必ずバランスよくやれる職員になりなさい」と、耳にた

こができるほど言われておりました。1番が技術相談、2番目が依頼試験、設備利用、3番目が研究開

発、この順番でしっかり仕事しなさいと言われております。これが弊センターのミッションを端的に

表していると思いますので、この辺り少し説明したいと思います。 

 まず技術相談ですが、これはものづくり企業様から、日々電話、Eメール、場合によっては飛び込

みで受付に来られて、 「こういうことで困ってるが、ちょっと相談乗ってもらえんか」とか、様々な分

野のお問い合わせがあります。相談内容に応じて、この分野だったらあの職員かな、この内容だった

らこの科かなと差配して、問い合わせに対してはできるだけお答えしていくというメニューになりま

す。これは無料です。平成 29年度で年間 8,000 件超えの相談を承っています。 

 技術相談はいろんな内容がありまして、私にとって、ここ数年で一番、記憶に残っていますのが、

県内のお好み焼き屋さんからの問い合わせでした。「実はお好み焼きの鉄板というのは、錆びたりす

るのでメンテナンスが大変である。できれば、錆びないステンレスに替えたいがどう思うかね？」と

いう話があり、ちょっとお時間くださいということで、厨房機器をいろいろ調べてみました。すると、

鉄とステンレスでは熱の伝わり方が違って、意外に深い理由があって鉄板を使うというのはなかなか

理にかなってるということが分かってきました。「コストや性能は、ご主人がずっと使ってきた鉄板

と勝手等がだいぶ違ってくるかもしれませんね」という話をして、「ああ、そうか。どうもありがと

う」という感じで終わっていくようなものでした。そのような何気ない質問の中でも技術的に割と深

いことがあるなあという経験でした。 

 さて相談で解決すればいいのですが、企業様の中では、取引先からこういうデータを出してくれ

る？とか、社内でこういうところの寸法がうまく出てないので測りたいんだけど、どうやりゃいいだ

ろうかというようなご相談があります。そういう場合は、実際に測る必要がありますので、弊センタ

ーに設置している試験分析機器を使って、データを出していくことになります。有償ですが依頼試験

と設備利用というメニューがあります。 

 依頼試験は、お客様からサンプルをお預かりして職員がデータを出して報告書としてお返しするメ

ニューになります。昨年で 804 件。 

 もうひとつ、設備利用は、企業様がセンターに来られて、設備を実際に使って、データを出して持

って帰るというメニューになります。これが年間 9,000 件超えで、依頼試験の 10 倍以上の差があり

ます。これは二つの理由があると思っています。お客様が実際に来て、自分で測って自分で持って帰

るということで、測り方が分かった上で持って帰るということ、それと報告書を待たずに自分で採っ

たデータを持って帰れるので非常に早いということで、こちらの方がよく使われるのであろうと。た

だ、例えば、いきなり電子顕微鏡の前に座っても何もできないので、機器の担当者が、お客様がどう

いうことをしたいのかを聞いた上で必要な情報をお教えして、使えるように指導します。例えば、電

子顕微鏡に入れる前にどうも前処理が要りそうだという場合は、その方法をお伝えしたり、データが

出た時は、こういうことが考えられるのでは？というようなサジェスチョンもしながら、お客様とや

りとりをすることになります。 

 これは設備の開放利用機器の例ですが、例えば形を測ったり、硬さを測ったり拡大してみたり、あ

とは音の特性を調べたり、電磁波ノイズを調べてみたり、物性を調べたりというような各々の課題に

対して対応できるような機器を設置して対応しています。 
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 それでも済まない、もう少し深掘りが必要になりますと、ようやく研究開発のフェーズに入ってき

ます。私ども、弊センターでは、ほとんどは企業様との共同研究という形を取らせていただいており

ます。メニューとしては、実用化技術開発事業、これは弊センターのシーズと企業様のニーズをマッ

チングして、実用化とか製品化を加速するためのメニューになります。数はそう多くありませんが企

業様から依頼されて弊センターにて有償で実施する受託研究、あとは企業、工技センター、他機関と

組んで競争的資金を獲得するいわゆる提案公募型研究開発事業にも取り組んでいます。 

 ただ、お客様とのマッチングだけだと、どうしても所内のシーズが減ってくることになりますので、

少ないながら単独研究も実施しています。 

 冒頭少し触れたのですが、弊センターは昨年 100 周年を迎えて、2018 年 11 月 6 日に記念式典を

開催させていただきました。100 名を超えるお客様に来所いただきまして、「100 年の歩み」のご紹

介、センター見学、特別講演として産総研の中鉢理事長にお越しいただき、地方創生のお話をしてい

ただきました。記念誌を作る中で、山陽新報という、岡山のローカル新聞なのですが、大正 7年 4月

7 日に、新設の岡山県工業試験場が業務を開始した旨の記事が残っております。本庁舎の変遷につい

ては、今、私がおりますのがこの右側の建屋になります。その前の伊福庁舎を知ってるのは、私が最

後の世代ということになります。 

 弊センターでは、業務報告書を毎年刊行しております。こちらが大正 8年発行の古文書みたいなも

のが現存しております。この辺りを紐解くと、当時の記録や概要を知ることができます。 

 先ほどの記念式典の中で、約 30 年間で工技センターが関わって実用化したもの、製品化したもの

を展示させていただきました。パネル展示も含めて 55 件ほど展示したのですが、今日はその中で初

公開の成果を取り上げたいと思います。この白い物は、海の灯台の光源です。LED が仕込んであり、

ものすごく明るい光源になります。LED灯籠という呼び名でこれから話を進めますが、この装置の熱

設計に関して企業様とコラボレーションし、実用化した事例を残りの時間でご説明していきたいと思

います。 

 このLED灯籠は人の背丈ぐらいありますので、なかなか実物を展示することはなかったのですが、

今回、弊センターが記念式典に展示させていただきたい旨を相談したところ、快諾いただき非常に嬉

しい思いがしました。 

 ここでは熱関連業務から見た企業連携ならびに実用化事例ということで題目を付けさせていただ

きました。弊センターの熱関連業務のはじまりは、昭和 50 年代半ばの第 2 次オイルショックあたり

になります。これは、トイレットペーパーパニックの次のオイルショックで、この時はあまり世の中

がざわざわしなかったのですが、大事な制度である 「省エネ法」が制定されました。これは資源が乏

しい日本ができるだけエネルギーを使わずに省エネをしていきましょう。そのために指導していく業

務をしていきましょうという国からの思いがあって、要は工場で使うボイラーとか炉の効率的な運用

をしていくための指導をして下さいということが始まりました。 

 これが始まるのと同時ぐらいに弊センターでは、設備を車に積んで県内の工場を回って、温度や圧

力を実際に現場で測定をして、現地の会社の方に 「これだったらもうちょっと温度下げてもいいです

よ。じゃあ燃料コストも減りますね。」みたいなことを指導したそうです。当時、 「省エネルギー診断

車」という名称で、工業だけでなく、食品とか、窯業、いわゆる備前の耐火レンガのような焼き物の

ところ、あとは染色など、分野としては多岐にわたる工場をずっと回ったという記録が残っています。 

 図書館で当時の雑誌を検索しますと、ワンボックスカーに今でいうサーモグラフィーなどを積んで

巡回していたという記録がありました。 
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 その後、熱関連の仕事は、細々やっていたのですが、平成 19 年に業務の幅を広げていこうという

ことで、熱関連分野の支援を強化していきましょうということがセンター内で決まりました。では何

から手を付けるかということになった時に、まず他県の状況を調べてみましょうということで、公設

試巡りをしまして、どういう設備で他県が動いてるかということを調べてみました。そうすると、当

時パソコンの能力もどんどん上がってきてましたので、シミュレーションと実験が両方できる環境を

整えないといけないことが分かってきました。もう一つ、県内ではどういう課題があるのかを、実際

に企業訪問して調べてみますと、放熱設計、いかに熱をうまく逃がすかというところが、とても皆さ

ん困られてるということが分かってきました。 

 実際に企業訪問した時の調査例なのですが、LEDの光源であったり、パチンコ屋さんに置いてある

スロットマシンも、光ったり音が出たりということで非常に熱を持つので対策が必要です。 

 あと、当時だいぶ使われだした、屋外の液晶電子広告です。これは風雨にさらされますので防水、

すなわち水が入らないような仕組みが必要なため、熱が逃げにくくなります。放熱と防水をどうバラ

ンスさせるかということが設計のポイントになります。あと、制御ボードです。パソコンみたいな物

なのですが、どんどんコンパクトになってましたので、どのように放熱するかということになります。 

 この辺りの調査を踏まえた上で、例えば最新のサーモグラフィーでは、全体、広く見るもの、さら

に一つの機器でもう少し細かく見れるようなものを導入したり、あとは熱流体解析システム。形状デ

ータからいわゆる熱源を設定した時にどういうふうに熱が伝わっていくかを計算機上で表現できる

ようなもの。さらには、これは空気の流れを見える化する装置なのですが、簡単に言うと細かい油の

ミストをまいて、そこに光を当ててその空気の流れ、線香の煙みたいなものがわーっと浮いてるもの

をより高精度に見るようなものを導入しました。直接、熱を測るということではないのですが、恒温

恒湿槽といって、湿度と温度を自由に変えられる装置になります。実際の品物をこの中に入れて、温

度、湿度を変えた時にちゃんと動くかどうかを調べる用途に使います。 

 これらを導入して、例えばサーモグラフィーだったら 1時間当たり 720 円とか、風速計だったら大

体 700 円から、高い物でも恒温恒湿槽の 1 万円／24 時間ぐらいというような値段設定をして使って

いただいています。 

 このような設備が整いだした時に、今回のご相談が来たということになります。放熱設計と解析に

関する相談ということで、 「より明るい LED灯籠を作っていきたいが、筐体の作製上、設計変更や修

正がものすごい大変だ。今までは勘とか経験で進めてきたが、開発の効率が悪いのです。なので、形

状設計と熱設計を同時並行でやっていきたいが、やる手だてはないですか。」という話になりました。

これはもう、設備利用とか技術相談のレベルを超えているということで、共同で研究が始まりました。 

 シミュレーションをやるにしても、最初に計算結果が正しいかを検証しないといけません。そこで

既存品を例にして、温度分布を実測して、その後シミュレーションしてそれが本当に正しいかどうか、

確認します。実はこの確認が大切なポイントになります。シミュレーションというのはいろんな条件

を入れることが可能です。例えば材質はガラス、鉄、アルミ、プラスチックなど細かく定義すれば、

条件はいくらでも与えることができるのですが、条件が増えるほど、計算時間が膨大にかかってしま

います。ですから、計算する上で要るものと要らないものを取捨選択する作業がどうしても要ります。

解析モデルの簡素化をきちっとやった上で、新製品へのトライをしていきました。 

 シミュレーションで形状と放熱性能を両立させるために、計算をぐるぐる回していくことになりま

す。データのやりとりだけではなかなか上手くいきませんので、実際に企業の方に来ていただいてデ

ィスカッションしながらの作業になります。大体これでいいだろうということで、これを基に試作を
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して、一回で成功して製品化に至ったそうです。 

 こちらが、ゼニライトブイさんという、LED灯籠を作っている企業のホームページに載っている製

品です。20マイル LED灯籠です。今回海ですので、1マイルが 1.8 キロということですので、20マ

イルということはおおむね 40 キロぐらい、ちょうど岡山と四国の距離ぐらい、瀬戸内海の幅ぐらい

だそうです。要は 40キロ先でもその光が見えますよというものを表してるということだそうです。 

 さらに光量が 1.4 倍の大型化にもチャレンジしました。光量が 1.4 倍になるということは熱もたく

さん発生します。そこで、本体真ん中を煙突構造にして、周りから空気が入るようにして、熱い空気

を上に逃がしていくということを設計し、実際にできたものがこちらになります。 

 私はこれを見た時に、「パソコンに付いてる冷却ファンを付ければ一発じゃない？」と言ったので

すが、「いや窪田さん、実は灯台というものは非常に辺鄙な所にあり、持ち運びとか、実際に行って修

理というのが非常に難しいんです。ですから、できるだけシンプルな構造で、かつ、分解が可能で壊

れにくい設計が基本的に重要なんです」という説明をされました。「ああ、そうか。煙突構造にするだ

けでそれだけのことができるのだったら、コストもかからんなあ」と、至極納得した次第です。 

 これが、記念式典当日の様子ですが、こちらが LED の灯籠です。この 1 人だけ作業着を着ている

職員がこの熱設計を全部担当しました。彼曰く、 「非常に開発は楽しかったです」というコメントでし

た。   

 この記念式典で、ちょっと光らしてみるかということで、通常の 1パーセントの出力で運転をして

いる様子です。通常 4段が強烈に光るのですが、近くで見るだけでもだいぶ目がくらむので、これぐ

らいで丁度良かったと思っています。 

 最後にまとめになりますが、ここがポイントだったというようなところを、もう一回スライドとし

て出してみました。何か新しいものを、今回、熱関連の分野の支援を強化するにあたり、どのような

サービスをしているのか、公設試巡りをして調べたということ、我々のお客さんである県内の企業様

でどういう課題とかニーズがあるのかを、きちっと話を聞いたというところがポイントと思っていま

す。 

 先ほど出てきたゼニライトブイさんは、この企業巡りの時に初めて訪れて、ゼニライトブイさんも

熱関連の相談では工技センターを訪れたことが無いお客さんでした。ここがきっかけで先ほどの開発

が始まったということです。実際に face-to-face で話をしてニーズを聞くことは、とても大事なこと

と感じています。 

 以上、雑ぱくなお話しでしたが、弊センターの紹介をこれで終わりたいと思います。ご清聴どうも

ありがとうございました。 

 

【質疑応答】 

古谷 大阪大学の古谷と申します。面白い話、どうも有難うございました。技術相談が年間 8,000 件

と聞いて驚きました。ちょっと頭で計算したのですが、職員が合計 40人ということは 1人当たり 200

件ぐらい技術相談対応を行っておられるのですね、1 年間に。ということは、1 日 1 件は技術相談に

対応されていることになるかと思います。職員の方は、それだけではなくて、いろいろな機器の利用

の支援などもやっておられますよね。職員の方はすごく大変ではないかと思ったのですが、機器利用

の支援を行いながら技術相談を 8,000 件も対応できるのですか。 

 

窪田 おっしゃっていただいたように、押し並べると 1 人 1 日 1 件ですが、実は、職員の中でも凸
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凹、要は技術支援、相談を得意な人間、所内で対応数が 3本指に入る人間が、配置されておりまして、

ここの人たちは 1 日に 10 件とかの電話の回数になっています。私も隣で仕事とか電話対応を見てい

ますが、困ったらこの人、ということでやってます。 

 

古谷 リエゾンというか、やっぱりそういう一番キーになる方を上に配して、上手に役割分担という

か仕事を振っていくようなシステムを取られているということですね。 

 

窪田 はい。 

 

林  非常に面白い話、有難うございました。群馬大学の林と申します。群馬大学も、群馬県の産業

技術センターさんと仲良くさせていただいておりまして、いろいろなお話を聞いたり、意見交換をし

ていますが、何千件という相談の中で、平たく言うと大企業さんと中小企業さんとの割合がどれくら

いなのか？ということと、御用聞きというスタイルは当方でもやっていますが、あまり効率的には良

くないのではないか、という感触を持っていますが、その辺の感触をどのように岡山の方は感じてい

らっしゃるのかというところを教えていただけないでしょうか。 

 

窪田 大企業様と中小企業様の割合は、圧倒的に中小企業様が多いですね。大企業様は多分、我々の

ようなところを使わなくても自前で評価機器等も準備されていると聞いておりますので、利用はそう

多くないのではないかなと思っています。 

 あと、御用聞きのお話ですね。職員が先方に出向いて行くということと思いますが、私どもも、新

しいことをやっていく、新しいテーマを作っていく時には、やはり企業様へ出向いていくのは必要な

ことと思っています。ただ外にずっと出歩き続けているとなかなか所内での技術相談、電話等々も逆

に言うとその時間は受けられないということになります。そこで御用聞きの代わりに、出前講座とい

うメニューを一つ作っておりまして、工技センターではこれぐらいのことを 1時間位しゃべれるリス

トがありますよと。そこで企業様から、ちょっとこういう話を聞きたいというと、我々が出向いてい

って企業様の部屋を使って少し話をさせていただくこともあります。そこでニーズ、どういうことを

困ってるんですかというような切っ掛けにもなりますので、必要に応じて御用聞きも必要だと思って

います。 
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