シリーズ

会長

藤

代

博

之

（岩手大学工学部副学部長・教授）

かされるものであり、それぞれの技術を磨き高

めることで、本県の企業にも参入の可能性があ

補地となっている国際リニアコライダー（ＩＬ

業の加速器関連産業への参入可能性調査を行っ

に加速器製造に係る要素技術の分析及び県内企

の結果、参入に関心がある企業は全体の ％と

業への参入に関する意向調査」も実施した。こ

また、県内企業を対象にした「加速器関連産

ることが分かる。

Ｃ）は、世界最高・最先端の研究施設である。

た（受託者：公益財団法人いわて産業振興セン

業の創出、関連産業の立地への寄与、研究施設・

建設などの直接的な経済効果のほか、新たな産

段階において多くの技術が開発され、さらには、

術及び製造に必要な機械・設備を示すとともに、

中心に、製造技術や製造工程毎に求められる技

である超伝導加速空洞やクライオモジュールを

調査報告書では、ＩＬＣを構成する重要装置

同受注など企業連携の促進」
、
「技術相談への対

しては、
「部品等の情報公開」
、
「取引支援」
、
「共

なっている。参入を進めるために必要な施策と

についての印象が「わからない」企業が ％と

光施設や山形大学の重粒子線治療装置など、大

だけではなく、プレス・溶接・研磨・機械加工

その内容を見ると、大企業が持つ特殊な技術

のホームページに掲載している。

なお、調査結果は、いわて産業振興センター

応」等が挙げられた。

実績が「ない」企業が ％、新規取引の可能性

関連施設の運営に係る地元雇用など、産業振興

県内企業の加速器関連産業への参入に向けた提

規模な加速器関係施設の整備が計画されてお

など本県が有するものづくりの技術も充分に生

言等をまとめている。

り、注目されているところである。

また、東北では、ＩＬＣをはじめ、東北放射

の面だけでも多くの効果が期待される。

高い割合であるものの、加速器関連部品の受注

68

76

86

26

2016 年２月号

岩手経済研究

ＩＬＣへの期待と課題（第９回）

このような中で、県では、加速器関連産業へ

県内企業の意向調査

いわて加速器関連産業研究会

加速器関連産業の振興について

はじめに 研
- 究会設立の経緯と趣旨

の県内企業の参入を支援するため、平成 年度

その実現による波及効果は多岐に渡っており、

ター）
。

岩手県と宮城県にまたがる北上山地が建設候

例えば、加速器や測定器など研究装置の各開発

26

研究会の設立
このような状況を踏まえ、
平成 年後半から、
県やいわて産業振興センター等関係機関が検討
を重ね、研究会設立の準備を進め、平成 年
月 日に「いわて加速器関連産業研究会」の設

6

立に至り、会長をお引き受けすることとなった。
本研究会は、県内の加速器関連産業に関わる
企業・団体等が一体となって、加速器関連産業
に係る産学官の交流及び連携の場を創出すると
ともに、県内企業の技術力向上や取引拡大等の
推進を図ることを目的としている。企業・行政・
大学・各種団体等が入会しており、会員数は
となっている（平成 年１月 日現在）
。

○いわて加速器関連産業研究会役員

幹事 菊地

正（ＮＥＣネットワークプロダクツ㈱

会長 藤代 博之（岩手大学工学部副学部長・教授）

67

一関工場 生産推進部 シニア
マネージャー）

を作成しており、加速器関連研究機関・メー

カー等での試作品開発やアウトソーソシング先

会員は随時募集しており、ぜひご連絡いただ
きたい。
（事務局 いわて産業振興センター

企業決定等に際しての県内企業選定の一助とし
ている。

電話０１９︲６３１︲３８２５）
また、先の調査事業の一環として、加速器関
連産業への参入可能性の高い岩手県内企業を紹
介する「加速関連産業参入企業ガイドブック」

国の動向等

成 年度頃と見込まれている。

によると、国の誘致表明は、平成 年度から平

術・コスト等に関する検討をしている。報道等

識者会議」を設置し、ＩＬＣの科学的意義や技

国では、文部科学省内に「ＩＬＣに関する有

いわて加速器関連産業研究会

27

実（岩手県立大学 特任准教授）

（岩手県内モノづくり企業紹介冊子）

26

12

成田 晋也（岩手大学 工学部 教授）
千葉

平成27年６月の研究会設立総会

8

佐々木 淳（岩手県 政策地域部 科学ＩＬ

の情報収集や大学共同利用機関法人高エネル

されることから、決定前の段階から、各種取引

の企業が一気に動きを活発化させることが想定

ＩＬＣの誘致が正式に決定した場合、県内外

29

28

Ｃ推進室長）

加速器関連産業
参入企業ガイドブック

30

ギー加速器研究機構（ＫＥＫ）をはじめとする
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加速器関連施設が発注する試作・開発案件への
対応を積極的に行っていくことが重要であり、
研究会においても、しっかりと取り組んでいき
たい。

研究会の取組
本研究会は、
「加速器関連産業に係る産学官
の交流及び連携の場の創出」と「県内企業の技
術力向上や取引機会の拡大等の推進」を目的と
して主に次の三つの取組を行っている。

●加速器関連産業への県内企業参入に向けた
セミナーの開催

講演①

第２回 平成
日時点の内容）

講演①

年 月

日（平成

27

年１ 月
12

上席コンサルタント 北村 倫夫 氏

代表取締役 井田 義明 氏

協議会（ＡＡＡ）
事務局長

広報部会長 吉住 浩之 氏

松岡 雅則 氏

講師 一般社団法人 先端加速器科学技術推進

くり」

「ＡＡＡの取り組みとＩＬＣに関するものづ

講演③

講師 マルイ鍍金工業株式会社

「超伝導加速空洞電解研磨装置の開発事例」

代表取締役 田中 秀之 氏

講師 元 株式会社トーキンマシナリー

「加速器用電磁石の開発と参入事例」

～加速器関連産業参入に求められること～

講演②

講師 野村総合研究所

課題」

「ＩＬＣの技術・機器等の現状と今後の開発

1

講評 ＫＥＫ名誉教授

察の実施

第１回 平成 年 月 日（参加者

講師 ＫＥＫ 加速器研究施設

の最新開発情報について」

「ＡＴＦ（常伝導電磁石によるビーム絞込み）

講演①

人）

高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）への視

●技術分野を特定した大学共同利用機関法人

設立総会と同時に行われた参入セミナー

教授 照沼 信浩 氏

28
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28

東北大学・岩手大学客員教授

14

「東北加速器関連産業戦略ビジョン」

センター長 西山 英作 氏

講師 東経連ビジネスセンター

講演②
「加速器産業を日本の成長戦略に！」
講師 ＫＥＫ名誉教授
東北大学・岩手大学客員教授

1

28

吉岡 正和 氏

10

第１回 平成 年６月８日（参加者 人）
112

吉岡 正和 氏

27

27

講演②
「ＩＬＣ測定器の開発状況、求められる技術等
について」

講師 杉本 康博 氏

氏

教授 早野 仁司 氏

21

教授 山中 将

講師 ＫＥＫ 機械工学センター長

視察施設

視察会に参加したものづくり会員企業から

●コーディネータによる技術相談、勉強会、

ＫＥＫとの共同研究・企業間連携の支援

ＩＬＣ建設にあたり、研究所及びコア企業か

は、
「装置の見学や研究者との意見交換で、全
体の理解が進み、自分たちの技術をどう活かす

ら要求される加速器関連機器類は、部品として

なった。

県内企業の技術力の高さの一端を示すものと

たことは特筆すべきことであり、参入に向けた

ム位置モニター」を製作し一定の性能を満たし

Ｆ」
（先端加速器試験施設）へ設置可能な「ビー

らもＫＥＫの指導を受け、同機構にある「ＡＴ

このような中、滝沢市の企業が、手探りなが

金面でのバックアップも望まれる。

する費用を「手弁当」で対応する必要があり資

が急務と考える。さらに、県内企業は技術習得

（ディレター的役割）企業もしくは機関の発掘

また、企業連携を想定した場合、中心となる

高める努力が重要と考える。

技術移転に積極的に応じると共に、付加価値を

応し、ＫＥＫをはじめとする各研究機関からの

したがって、参入には複数企業が連携して対

ドルが高いと考えられる。

時点では県内企業の単独での参入は非常にハー

そのため、総合的な技術力が必要となり、現

は少なく、装置として要求されると推定される。

かイメージも膨らんだ」との声が寄せられた。

つくば市にあるＫＥＫの施設視察会の様子

講師 ＫＥＫ 素粒子原子核研究所

視察施設
」
「先端加速器試験施設（ＩＬＣ Ａ
- ＴＦ）
「超伝導リニアック試験施設棟（ＩＬＣ Ｓ
-Ｔ
Ｆ）
」

26

「超伝導加速空洞の製造技術開発の現状」

講演②

人）

「筑波実験棟（Ｂファクトリー実験施設）
」

第２回 平成 年 月 日（参加者

講演①

11

「ＳＴＦ Ｃ
- ＯＩの設備開発と展望」
講師 ＫＥＫ 加速器研究施設

27

「超伝導加速器利用促進化推進棟（ＣＯＩ棟）
」

この装置はＩＬＣ用加速空洞への取り付け
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ＩＬＣへの期待と課題
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また、県内企業間の若手エンジニアがお互い

としたものである。

今後、がんの有効な治療方法で、正常な細胞へ

の得意分野を生かして技術的に補完し合える

を想定した装置であるが、これらの実績を基に、

の影響が少なくがん細胞のみを破壊する治療法

月 日に開催

ネットワークの構築を目指している。

月

日に開催し、実際

30
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由
理

である「ホウ素中性子捕捉療法」
（ＢＮＣＴ）
年

し、
「超入門編」として、加速器に関連したキー

一回目の勉強会は平成

Ｒ等横展開が可能となった。この事例をモデル

ワードを基に加速器の構造及びその役割や用語

用を含め、ＫＥＫ以外の加速器関連施設へのＰ

として更なる県内企業の参入支援を考えてお

年

岡正和名誉教授が開発中の「ＢＮＣＴ」用加速

に加速器に使用されている 電｢磁石 を
｣ 中心に
その種類、構造等を解説すると共に、ＫＥＫ吉

二回目は平成

を迎えご指導及びご講評を頂いた。

として、ＫＥＫ加速器グループの早野仁司教授

め合計 名であった。また、スペシャルゲスト

参加者は県内企業４社５名、行政関係者を含

の解説を行った。

える。

と思われ、電磁石メーカーとの連携が必要と考

のある企業であれば十分に参入の可能性がある

や電力用トランスのコイル製作（巻線）の実績

また、電磁石用コイルにおいて、大型電動機

れる。

製作実績のある企業であれば参入は可能と思わ

り、半導体装置関連企業、特に超高真空装置の

9

器を分析し、県内企業の参入の可能性について

太陽バルフ製作所
アトックス

冷却系
据付及び放射線管理

勉強会

EB溶接＆Cu加工実績
実績＆技術
冷却水プラント製造実績要
放射線管理保守実績

△
×
◎
△

住友重機

モデレーター

検討を行った（下表 参 照 ）
。

モニター系

加速器に関する基礎知識のレベル向上と地元

真空系

10

参加者は県内企業５社５名、行政関係者を含

ビーム輸送

企業間ネットワークの構築を目的として、定期

め合計 名であった。

◎

クライストロンRF系

的に勉強会を開催している。
参加対象者は、ＩＬＣの建設が始まった時期
に中心となる世代を想定し、県内企業の若手エ
ンジニアとしている。研究者側も現在、大学院
等に在籍中の世代が中心となる為、同じ世代が
望ましいと考え、若手エンジニア向けの勉強会

㈱トヤマ他

チャレンジ

×
×
△
△
×
△
◎
×

ATF用モニターの実績をPRし

東芝
DAWONSYS
東芝？
NEC/Tokin
工藤電機、DAWONSYS
NEC/Tokin
㈱トヤマ
アルバック他

実績＆技術
導波管は可能性あり
ロー付け？
コイル？
実績＆技術
電磁石との関係あり
実績（半導体装置）
実績＆技術
×

27
10

医療機器薬事との関係でＮＧ
KEK・MHI

RFQ
DTL（ドﾘﾌﾄﾁｭｰﾌﾘﾆｱｯｸﾞ）
クライストロン本体
RF電源
導波管
電磁石
電源装置
架台
真空ダクト
排気ポンプ系
ビーム位置モニター
スリットタイプ
ワイヤータイプ
ビーム電流モニター
スクリーンモニター
Beターゲット
モデレーター
純水装置及び配管
放射線管理
加速管

11

×
イオン源

27

製造メーカー
KEK
置
装

14

15

県内企業参入の可能性について

線形加速部は医療機器として利用する場合、

このように、研究会ではこれまで、企業向け

お わ り に

門技術を要する事から参入のハードルは高いも

参入セミナーや会員を対象とした視察会、若手

薬機法（旧薬事法）認定が必要となると共に専

のと思われるが、真空系及びビーム輸送系への

また、いわて産業振興センターに配置したＩ

技術者向けの加速器勉強会などを実施してき

ＫＥＫ吉岡正和名誉教授からは、地元中小企

ＬＣ・産学連携コーディネータは、企業訪問や

参入、特に真空系は、半導体製造装置を製造し

業の参入が期待される旨の助言もあり、真空機

情報収集、取引支援等を行い、会員企業の中に

た。

器製造実績を基にＰＲしていくことが有効と考

は、ＫＥＫとの共同研究や部品試作の動きを開

た経験がある企業は大いに期待できる。

えている。

始するなど、具体的な成果が出始めている。

現在、盛岡市と北上市の企業連携チーム及び

めた勉強会の開催、個々の企業に合わせた活動

たばかりである。最新の情報提供や専門性を高

しかしながら、参入に向けた動きは緒に就い

奥州市の企業が、産学共同研究シーズ育成支援

支援等、よりきめ細やかな取組が必要であり、

ＫＥＫと企業との共同開発支援

事業費補助金等を利用し、ＫＥＫとの共同研究

今後ますます研究会の役割が重要になる。

今後、企業連携の構築を行い、オール岩手と

速器関連産業への参入を支援していきたい。

え、関係団体とも連携しながら、県内企業の加

引き続き、研究会会員の皆様の意向等を踏ま

及び技術指導を受けて一定の成果を出してい
る。
また、それらの技術の中から加速器関連分野
以外にも幅広く事業展開の糸口を見つけつつあ

「ＢＮＣＴ」用加速器は医療用以外にも、中

しての装置製作及び資金面を含めた支援を行う

る。

性子源用の小型加速器として、産業分野への転

とともに、ＫＥＫ内における情報収集拠点を設

シーズ発掘

用が期待されており、一定の市場規模が期待で

中である。

置することが必要と考え、現在ＫＥＫ側と協議

第１回の勉強会の様子
きる。本研究会では、県内企業の参入について
検討を行った。
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ＩＬＣへの期待と課題
シリーズ

