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はじめに

昨年、第10回《沼尻》墨僊忌―俳句募集があっ

た。土浦の誇る偉才・沼尻墨僊を顕彰し、土浦市

文化、土浦市文化財愛護の会・沼尻墨僊研究部会

共催による企画での俳句募集であった。「墨僊忌」

を季語とし、小・中学生・一般にも投句を呼びか

け、平成21年４月10日、墨僊俳句応募入賞者が発

表された。私も城下町の教育者―沼尻墨僊の魅力

に引かれて応募した一人であった。ここで入賞作

品を紹介してみたい。

○墨僊忌好奇心と言う宝物

佐藤幸枝　土浦市

○結界に見えぬもの降る墨僊忌　　　

上村しづ　土浦市

○大輿地球儀くるりくるりと墨僊忌　　

吉田博士　土浦市

○墨僊忌地球儀回すだけの旅　　　　

野口英二　土浦市

○墨僊忌一鍬ごとに日の匂ふ　　　　

飯田登美子　土浦市

○語り部のごと子を諭す墨僊忌　　　　

浅田順　　　石岡市

○墨僊の英才一つ欲しくなり　

鈴木ひさ子　土浦市

○梅の香りにさそわれ曲がる散歩道　

本間いく　土浦市

どの句にも墨僊の人柄、業績を偲んでの作品が

檜山芳愁選により入賞した。表彰並びに記念品が

贈呈され、一年間、土浦まちかど蔵、野村に展示

紹介された。この墨僊忌俳句募集も年々盛況とな

り墨僊を顕彰する上で大きな役割を担っている。

また、平成21年３月21日（土）～５月10日（日）、

土浦市博物館主催の「沼尻墨僊―城下町の教育者」

特別展が催された。墨僊にまつわる遺品、関係資

料が数多く展示され、その業績の偉大さを見直す

ことができた。私も以前からこの土浦が生んだ偉

才、沼尻墨僊について関心を持っていたことから、

先日の編集会議で取り上げられたこともあり、こ

のたび、私塾経営、教育者墨僊に視点を当て論を

進めてみることとした。

城下町土浦

土浦は16世紀末から18世紀初頭にかけて造られ

た城下町とされ、結城秀康（1574～1607）が文禄

４年（1595）の検地により、徳川幕藩体制維持の

ため江戸を結ぶ水戸街道の拠点の一つとして諸大

名が置かれた。当時、軍事的要請からこの城下町

の整備は重きがおかれ水戸街道宿場の役割をも果

たしていた。土浦が城下町として整ったのは貞亭

４年（1687）頃とされ、享保３年（1718）老中ま

で昇進した二代藩主土屋政直の時に禄高も９万５

千石に加増され、一躍有力譜代大名としての家格

扱いとなり藩政の中枢を担っていくこととなった。

一方、17世紀末頃になると近郷農村の目覚しい経

済発展に伴い民間での商工業の整備も行われるよ

うになった。こうした変化に伴い荒廃傾向にあっ

た農村においては年貢負担の重い水田耕作を放棄

して直接現金収入につながる醤油等の原料、大麦、

小麦、大豆等を栽培する畑作に切り替えていった。

「今、銭かねの世に利もなき耕作をして苦労するよ

り、商いを兼ねて利を得へしと思ふ利巧もの多く
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成りて、郷村中に半商半農の者多し。」との如く、

市場経済上、金になる商品作物の栽培に活路を見

出し、次々と富農家が誕生することとなった。土

浦はそもそも移住者によって形成された町とされ

ているが、この繁栄は周辺農村からの人口流入に

よって醤油醸造、その他関連商工業が発展し労働

人口の増加の中で城下町土浦は盛況を見るに至っ

たとされている。そうした時勢の中で沼尻墨僊の

私塾はこの地方都市土浦を担う子弟の教育に住民、

商人社会の期待を背負って誕生したのである。

沼尻墨僊―私塾「時習齋」「天章堂」の教育

沼尻墨僊は安永４年（1775）３月15日、田宿で

家伝薬五香湯販売を世業とする中村家の五男とし

て生まれた。晩年には墨僊は別名、墨仙、墨 と

も呼ばれ、また、常治、一貞、完蔵とも称し、常

治を常司、常次、常二とも記している。一貞は書

画の署名（落款）で用い、一方、陸一貞、沼一貞、

沼氏一貞と記すなどその用途によって使い分けて

いたことは墨僊を知る上で興味のある所でもある。

父、中村治助は土浦藩領中根村（つくば市）で

享保20年（1735）平島太郎右衛門の次男として生

まれ、別名を信道、祐玉とも呼ばれていた。母み

ゑは赤塚村（つくば市）岡野六郎兵衛の娘で土浦

の中村治兵衛遥堅の養女に入り、治助を婿として

迎え中村家を継ぎ五男四女、九人の子を儲けその

末の五男が墨僊であった。中村家の先祖は高野山

の祐玉聖で安土・桃山時代、関東遊歴の際、大岩

田御武石村（土浦市大岩田）の常楽寺に身を寄せ、

後、土浦田宿に移住し家伝薬香湯を販売していた

ので屋号を五香屋と呼ばれていた。以来、中村家

の子孫は代々中村作兵衛祐玉と名乗るのが慣わし

になったとか。墨僊は父治助の墓誌に「一貞沼尻

氏之義子」と刻し、また、養父沼尻石牛の墓誌に

は「一貞中村氏季子也」（※季子は末の子の意）と

墨僊自身のこととして記している。

沼尻石牛は土浦天神町（中城町）の人で宝暦12

年（1762）７月２日、一人娘が四歳で病没したの

で、日頃懇意にしていた中村治助に請い願い、墨

僊を養子として迎え墨僊は沼尻性を名乗ることに

なった。墨僊は幼少時より書道や絵画を好み学に

も長じていたと伝えられていた。五歳の時、養母

に伴われ筑波山へ参詣し、麓の仁王像を見て描い

た「仁王図」や十二歳の時に模写した「文武二道

石通」が今でも残されており、これを見て、「この

子の才は神業である。」と称えられていたことから

もその才能の高さは評価されていたことになる。

こうした墨僊は養父沼尻石牛より読書、習字の

手解きを受けると共に土浦藩太田天錫（別名公純、

五郎太夫）に師事し、墨僊の豊かな教養、博学多

識の基礎はこうした師友より培ったと言える。尚、

土浦に藩主子弟の教育機関「郁文館」があり、寛

政11年（1799）藩主土屋英直（七代）の時、土浦

城内二の丸に創設された。「郁文」とは文化が盛ん

で文物が備わっている意味で学問を好んだ英直に

より命名されている。天保10年（1839）に藩学刷

新のため城外（現土浦第一中学校）に新築移転し、

文館の館門は当時の面影をとどめ市の貴重な文化

財となっている。

民間においても藩校教育と同時に庶民教育が普

及し、当時、多くの寺子屋が誕生し、読み、書き、

算盤など実用的な知識や平易な道徳が教えられて

いた。墨僊の資料からは寺子屋の名称はなく、「予

が塾」とあり、その塾を「時習齊」と呼び、後、

「天章堂」と変え、「天章」とは天体の動き、天文

を指す言葉を付け、世界地理や天文学なども教え

る県下を代表する私塾の一つとされていた。そも

そも墨僊が私塾を開業したのは寛政年間とされ、

本格的な「天章堂」の開設は養父沼尻石牛の没後

とされている。

青年期の墨僊は探究心、好奇心旺盛で性格も温

和、誠実で町内では模範青年とされ、特に書道は

評判高く町民の依頼に応じるなど信頼厚いものが

あった。こうしたことから墨僊は近郷の子弟の教

育に目を向けられ、自分の一生の仕事と考えるよ

うになったのではないか。墨僊は入門した子弟に

ついて「時習齊書生姓名録」、「入門姓名録」の門

人帳の記録を残している。そこには、入門年月、

番号、町名、保護者との関係、姓名、年齢が詳細

に記されている。男子515名、女子67名、計582名

とされ、男子88％、女子12％入門していたことは

子女教育に対する期待があり、当時としては注目
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されるところだろう。

○年度別入門者数【表１】

＊ 年度別入門者数は、享和１年（1803）から

安政３年（1856）の約55年間の年号順の入門

者数を示すもので、年平均11名程度の子弟が

入門していたことになる。

○月別入門者数【表２】

＊ 当時、江戸時代の寺子屋は２月の初午を入

門の日と定めていたようだが、特に墨僊塾で

は特にその定めはなく年間を通して入門を許

可していたことがこの表から窺える。

○　町別入門者数【表３】

＊ 現在の市町内の入門者を見てみると、地元

の中城の入門者数が多く、次いで川口町、田

宿、大町と続き、市町内地域隈無く入門して

いる様子が窺える。このことは地域教育文化

の高さを示すもので墨僊の大きな特色として

見ることができよう。

○年齢別入門者数【表４】

＊ この表から入門者の年齢層を見ると５歳か

ら18歳の者が入門し、特に７歳で入門する者

が多く、次に９歳と続く。当時の保護者が子

弟の教育に賭ける思いは、今の学習塾への期

待と同様、いつの時代でも変わらず子弟教育

に対する意識の高さを窺い知ることができる。

○土浦市内入門者分布図【図1】

＊ 分布図から入門者を今の町内別に見てみる

と旧土浦町内が401名と多く、下高津、真鍋と

続き、白鳥、沖宿からも墨僊を慕い入門して

いる様子が読み取れる。

○市町村別入門者分布図【図２】

＊ この分布図からは、旧土浦町内以外の地域
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からも入門し、特に旧筑波町、旧谷田部町、

龍ヶ崎市、霞ヶ浦町、阿見町、江戸崎町、谷

和原村の遠方から墨僊の「天章堂」に期待を

かけ通学させている。この図からも保護者の

我が子を思う熱意が伝わってくる。ただ、通

学距離も遠方になると年齢も高くなっている。

遠方からの入門者の保護者は墨僊に白米や金

銭を預け世話を願っていた。

このように見てくると多くの入門者を抱えて

いた墨僊塾の学習内容はどうであったのだろう

か。主に習字、読書が中心であったようで、習

字においては一人、一人の塾生に応じた手本を

用意し、塾生はその手本に添って練習し、時に

清書、提出し合格すれば次の段階に進むという

指導法であった。また、手習いは平仮名に始ま

り、算術、単語、短歌、短文、文章（手紙・日

用文）と進み、年齢が高くなるに従い地理や地

域産業学の内容にも及んでいた。

更に、読書は素読が中心で、四書、五経の漢

籍のほか、墨僊の著書「地球万国図説」など世

界地理学をも指導されるなど内容も広範囲であ

ったようである。特に日常の生活を通して礼儀

作法、道徳、躾面にも当てられていた。こうし

た学びの精神は墨僊の人徳、品性に支えられ城

下町の教育者として厚い信頼が寄せられていた

ことがわかるのである。そして、知識偏重の弊

害を払拭することにも心掛け、当時としては墨

僊はまさに画期的な人間教育を施した教育実践

家と言っても過言ではあるまい。

こうした墨僊塾「天章堂」は墨僊没後は墨譚

に受け継がれ、明治５年（1872）に学制が領布

されて土浦小学校が創設されるまでは土浦のみ

ならず、県南地域唯一の塾として「天章堂」の

役割は大でその功績は計り知れないものがあっ

た。墨僊は天保２年（1831）に妻を亡くし次男

の墨譚を後継者として晩年を過ごすことになる。

天保８年（1837）に墨僊は筆学功績が評価され

藩から褒章を受けている。更に、天保15年

（1844）12月に帯刀御免の目録が与えられ、当

時としては一庶民が目録を与えられることはま

さに異例のことであった。

墨僊は安政３年（1856）４月26日、82歳で没

している。田宿の華蔵院に埋葬され、法名「静

壽庵黙翁墨僊居士」とされ、文久２年（1862）

４月、墨僊没後の七回忌法要が墨僊の徳を偲ん

で、中城、大町の人々が世話人となり、琴平神

社境内に「退筆冢」を建立している。この「退

筆冢」は「門人立石」と刻され、土浦藩主で書

家の関思敬（別名雪江）の筆によるものとされ

ている。今では、観光マップ「中城周辺ぶらり

歩き地図」でも紹介されており、琴平神社、華

蔵院周辺を散策することにより墨僊の面影を偲

ぶことができよう。

墨僊の業績

墨僊の教育者としての足跡について縷々述べて

きたが、ここで墨僊の果たしてきた業績について

も触れておきたい。ただ、あまりにも膨大でここ

CROSS T&T no.36（2010.9）6

退筆あ

華蔵院



には仔細について紹介するには紙面上不可能であ

るのでその一端を挙げてみることにした。

墨僊の成してきた業績は科学、天文学、地理学、

暦学研究に及び、その博学の広さに驚く。特に天

体の運行に関心を持ち星の観測を行う大興（たい

よ）地球儀（傘式地球儀）（土浦市指定文化財）、

地球万国図説（土浦市指定文化財）、漢詩色紙、諸

士年譜、算額、「奉納関流算術」（土浦市指定文化

財）、茶の湯心得之事、五言絶句、七言葉絶句屏風、

扇額「霞浦八景」、天井画（土浦市指定文化財）、

唐人図一渾天儀（土浦市指定文化財）、彗星運行之

図、手習本、天章堂法帖目録等は墨僊特別展で広

く紹介され、有形無形を問わずその業績には驚嘆

するばかりであった。思うに、この業績すべてが

卓越した博学識見に富んだもので土浦が生んだ偉

才、沼尻墨僊の足跡を考察してみるとその偉大さ

を強く感じるのである。

おわりに

このたび「墨僊忌」俳句募集、土浦市立博物館

第30回「沼尻墨僊―城下町の教育者」の特別展等

で墨僊という偉才の業績に接し、かねてから新聞、

雑誌等で理解はしていたが、今回纏めることとな

り、いざ資料となると手元の資料は乏しく、結果

的にありきたりの調査・研究で終わってしまい、

その感は否めないものになってしまった。

ただ、執筆するに当たり、沼尻墨僊研究家で知

られる本間隆雄氏（土浦市文化財愛護の会会長・

沼尻墨僊研究部会）からの指導、助言をいただき

纏めることができたことに対し敬意と感謝を申し

上げる次第である。

そして、この土浦という郷土に愛着を持つ者と

して、この土浦が生んだ偉才、沼尻墨僊の郷土愛

に富んだ教育者としての功績、業績の足跡を見直

し、継承していくことは今後残された私達の努め

であり、更に、地域教育の文化向上に役立ててい

ければと考えている。

参考資料

○　第10回、沼尻墨僊忌俳句募集入賞者発表資

料（土浦市文化財愛護の会発行）

○　土浦中学校とその時代（土浦市博物館発行）

○　沼尻墨僊―城下町の教育者（土浦市博物館

発行）

○　土浦市史（土浦市史編纂委員会）

○　沼尻墨僊（土浦市文化財愛護の会）

特にｐ９、ｐ10、ｐ11、ｐ12、ｐ13の表・

図を引用

○　協力・助言　

本間隆雄氏の貴重な指導・助言を仰ぐ。

〔浅田 順（あさだ・じゅん）〕

昭昭和13年4月生まれ。昭和37年3月 国学院大学文学部文

学科卒業、昭和37年4月 霞ヶ浦高等学校勤務、教頭・副校

長・校長を経て、学校法人常務理事。石岡市環境審議会委員

を経て、現在、石岡市主任児童委員、児童虐待防止ネットワ

ーク委員、茨城県社会福祉協議会、県南・北ブロック主任児

童常任委員、22年1月石岡市教育委員会教育委員就任。
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１　史録・技研ありき

前回のプロジェクト研究で発表した内容は、『Ｃ

ＲＯＳＳつくば32号』に掲載された。その中で特

攻機○大は、「風洞実験を経て試作実機による投下実
験が行われた（Ｐ８）」と記した。そこに触れた風

洞なる研究実験施設のルーツは、実に霞ヶ浦阿見

の地に在ったのだった。

今回はその歴史を辿って、かつての存在から話

を起してゆく事とする。旧技研本部の敷地である

東京目黒の地は、現在防衛省防衛研究所が大半を

使用している。だが旧霞ヶ浦出張所跡地は今民有

地となった。存続期間が短かった所為か昔を伝え

る一物も残って無い。前記の『霞空十年史』造営

物の項に、「飛行場北西端には海軍技術研究所航空

研究部ありて、航空機関関係器材兵器等に関す

る科学的研究を所掌する。」とあるに留まりその写

真一葉すら無い。

年表には

昭和５年２月21日　技術研究所の伊藤飛行士バ

ウマン翼装備の単座戦闘機で実験を行う。

と活動を報告しているだけである。

『日本海軍航空史』（同編集・委員会編・昭和４

４年10月発行）では２頁分の記載があるが『日本

航空学術史』（同編集委員会編・1990年６月発行）

には、簡単に触れているのみである。

2 沿革

次に、海軍航空機の造修及び実験研究機関の沿

革を概観すると大正元年　横須賀海軍工廠造兵部

にて飛行機の修理開始

２年　同部にて飛行機機体の製造着手

３年　同部にて航空発動機の製造着手

７年　４月１日　東京築地（現在の中央

卸売市場の所）に、海軍航空機試

験所を設置

郷土・文化

霞ヶ浦周辺海軍航空史・断片録（２）
第1章 海軍技術研究所霞ヶ浦出張所

戦史研究家 屋 口　正 一

海軍技術研究所本館（東京・目黒）



１２年３月２４日　海軍技術研究所令公布

第１条　海軍技術研究所ハ海軍技術ノ研究

調査及諸種ノ技術的試験ニ関スル

コトヲ掌ル

海軍技術研究所ハ前項ノ外必要

ニ応ジ兵器及材料ノ製造及修理

ヲ掌ル

（以下略）

英訳名　　海軍技術研究所

Ｎ aval Experimental Reserch

Establishment

海軍技術研究所長

Ｃhief of Ｎaval Experimental Reserch

Establishment   

12年４月１日　海軍技術研究所（所長・野田

鶴雄少將）設置により海軍航空機試験所廃止

技研の概要は、組織が理学、化学、電気、造船

の４部と庶務、会計、医務の３課制、人員は職員

（高等官、判任官、嘱託同待遇者）従業員（工員、

職夫、雇員、傭人）1665名、そして大正11年度の

総経費577万円という規模であった。

同所には当代最高レベルの権威者を嘱託として

擁し、１テーマ100万円以上という高額の研究費報

酬を贈与した。

その研究者の顔ぶれは

東京帝大教授　　　長岡半太郎（航空学）

〃　　　　　　松本亦太郎（心理学）

〃　　　　　　田中館愛橘（航空学）

〃　　　　　　横田　成年（ 〃　）

〃　　　　　　栖原豊太郎（ 〃　）

東北帝大教授　　　本多光太郎（治金学）

東京帝大航空研究所長 斯波忠三郎（航空学）

〃　所員　　　田丸　卓郎（航空学）

〃　所員　　　寺田　寅彦（ 〃　）

12年９月１日　関東大震災発生し築地の施設は

壊滅的被害を被った。

火災で焼失した焼跡復興に際し、東京市から敷

地の一部を譲り受けたい、との要望があり同航空

班の霞ヶ浦移転となる。

13年11月20日　茨城県稲敷郡阿見村に技研霞ヶ

浦出張所を設置す。この時

「達」には

「霞ヶ浦出張所首席職員ハ出張所職員ヲ指揮シ

海軍技術研究所処務規程定第７条中ノ航空ニ関ス

ル事項ヲ分掌ス」とある。

13年11月28日　攝政宮（後の昭和天皇）をお迎

えして霞ヶ浦出張所の開所式を行った。こ

の時に賜ったお詞は大正11年６月６日霞空

行啓の折の事を指す。

宮報は報ず

皇太子殿下ハ去月二十八日午前七時四十五分

東宮殿御所御出門同八時十五分上野驛御発車同

十時土浦驛御着車霞ヶ浦海軍航空隊へ行啓同隊

ノ各飛行作業及海軍技術研究所ﾉ風洞作業台覧ノ

上午後二時十分土浦驛御発車還啓アラセラレシ

カ当日海軍大臣ニ右ノ御詞ヲ賜リタリ

今親シク霞ヶ浦海軍航空隊及海軍技術研究所

霞ヶ浦出張所並ニ各種飛行作業ヲ見テ曩ニ大正

十一年ニ見タル所ニ比シ其ノ進歩顕著ナルモノ

アルヲ欣フ尚各員益々奮励努力センコトヲ望ム

14年６月３日　技研に航空研究所を設け、航空

研究部霞ヶ浦出張所と称す。

初代部長には上田良武少将（鹿児島県出身、

兵28期）就任

昭和４年11月19日　天皇霞空行幸の砌、技研霞

ヶ浦出張所へ御寄、時の航研部長は第

二代宮坂助治郎少将（長野、兵３０期）

７年４月１日　海軍航空廠設立により技研霞ヶ

浦出張所は同廠ニ併合さる。３代目部長堀

将之少将（石川、東大工）の後任第4代部長

多田永昌大佐（徳島、海機15期）を以って、

霞ヶ浦出張所は歴史を閉じた。
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技研霞ヶ浦出張所員皆で体操



この間に霞ヶ浦に勤務した研究者は、山名正夫博

士をはじめ西井潔、多和田四郎、前川力、今中正

直、福田渡、多田政忠、武川修、川畑為之、塚本

孫一郎そして氏家、伊藤、林、細谷等のスタッフ

が業務に取り組んだ。

３　建設

大正12年11月５日、技研を所掌する海軍艦政本

部は海軍省建築局に宛て、「航空関係設備１件」と

題して次の文章を送った。

海軍技術研究所航空班罹災ノ為、航空機計画上

差当リ最モ必要ナル風洞其他全滅セシニ付　同班

築地及霞ヶ浦ニ対スル既訓令ヲ取消シ若クハ変更

シ　此際緊急建設ヲ要スルモノヨリ大至急工事施

行ノ事ニ致シ度候条左記ニヨリ夫々御処理相成様

ニ御配慮ヲ得度右照会ス

別紙ニヨリ緊急施設ヲ要スル風洞以下ノ工事ヲ

大至急施行大正13年12月迄ニ是非共完成　一日モ

速ニ風洞ヲ以テスル研究ヲ再開致度

復旧工事の当初調書には第一風洞室90坪、第二

風洞室160坪、庁舎241坪、模型工場100坪、倉庫

28坪が盛られていた。のち13年７月７日には予算

項目に水陸設備費・工作庁設備費・技術研究所設備

費・建築費として総額で32万7458円に改訂され、

研究室、推進器実験場等も建築対象に加わった。

一方、工事請負だが方式は指名入札制を採用し

た。「一般入札ニ付スルヲ不利トスル事由」として、

「現時市況関係上不信用不確実ナルモノ入札ニ参加

シ不当ノ競争を為ス虞アル且之等不誠実ナル者ニ

落札センカ契約ノ全部又ハ一部不履行ニ依リ中途

解約ノ止ムナキニ至リテ本工事竣功期ヲ遅延セシ

ムル結果事業上著シキ支障ヲ来シ其ノ不利大ナリ」

とした。これは同工事の重要性と緊急性重視の様

子が感受される一文である。

その請負の一例、工事件名「技術研究所航空班

霞ヶ浦設備之内第二風洞室新営工事之内床叩其他

一廉」について見ると、指名業者は（株）松本組、

（株）竹田組、合資会社清水組、大倉土木（株）、

中島亀次郎、戸田利兵衛、（株）松村組、（株）鴻

池組、合名会社橋本組、森田鉄三郎、合資会社銭

高組、合資会社有馬組の12社、予定価格5,000円に

対し、松本組が4,860円で落札契約した。

（文中・敬称略）

〔屋口正一（やぐち・しょういち）〕

昭和5年茨城県生まれ。昭和18年旧制土浦中学入学、昭和

24年新制土浦一高卒業。昭和28年茨城大学文理学部卒業。現

在、水交研究所代表。軍事史学会、水交会（有志）、航空ジャ

ーナリスト協会、郷土文化研究会、石岡ロータリークラブ各

会員、日本ゲーテ協会（評議員）を務める。
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１　『若き日の水戸黄門』から『桜田門外ノ変』へ

2005年（平成17年）11月、ＮＨＫエンタープラ

イズ社長の板谷駿一さんの紹介で吉岡和彦プロデ

ューサーに会うことになった。板谷さんは私が最

初に地域発の映画を制作した『ＨＡＺＡＮ』の主

人公板谷波山先生のお孫さんだった。板谷さんは

私と吉岡さんで何か新しい企画を立てたらおもい

しろいと思ったらしい。この出会いが全ての始ま

りだった。

吉岡さんはかねてより水戸黄門をテーマにした

映画を作りたいと考えていた。それも若いころの

ちょっとやんちゃだった時代の黄門様を。これは

おもしろい。よし、もう一度（だけ）映画製作を

やってみようと思った。それは私の中に、本当の

意味での地域発信型の映画を作りたいという思い

があったからだ。フイルムコミッション活動は各

地で盛んになりつつあったが、結局は受け身の映

画製作にすぎない。本当の意味での地域発案（発

信）型の映画製作にチャレンジしたい、そう思っ

た。

今回は黄門様がテーマなので、水戸藩関連市町

村の皆さんとご一緒したいと思い仲間を募った。

2006年（平成18）10月のことだった。映画づくり

とまち作りを連動させたプロジェクトが始まった。

それ以来、毎週のように三上靖彦さんをはじめ

数人の仲間とミーティングを繰り返した。そのよ

うな状況が10ヶ月ほどつづいた。

たまたまその時期に、友人の映画プロデューサ

ーと東京で会う機会があった。その時は実に普通

に会い、話をしたが、その中で幕末の水戸藩も映

画の題材として魅力的だねと言うことになった。

たとえば、吉村昭先生の『天狗争乱』は難しいけ

ど『桜田門外ノ変』なら映画化できるというよう

なことを話しあった。その当時日頃から、水戸藩

学習をしていたので、水戸光圀公（黄門様）が編

纂を始めた『大日本史』及び水府の学問（水戸学）

が幕末維新の原動力なったこと、『桜田門外ノ変』

は未だ本格的に映画化されていないことを知り、

このテーマは今の時代になにかを訴えることがで

きるのではないかなどと思い、次第に『桜田門外

ノ変』を映画化してから、『若き日の水戸黄門』に

戻るという映画製作プロジェクトを考えはじめた。

吉岡さんには『桜田門外ノ変』が終わってから、

一緒に『若き日の水戸黄門』を作ろうと言うこと

で、しばらく待ってもらうことにした。2007年

（平成19）９月のことだった。

11月に三上さんをはじめ勉強会の仲間に、『桜田

門外ノ変』映画化の話をした。皆一様に、なぜ突

然『若き日の水戸黄門』から『桜田門外ノ変』に

なるのかと聞いてきた。当然のことである。しか

し、水戸藩学習を続けてきた彼らにとって､私の思

いはすぐに理解できた。難しいテーマであるが､や

りがいはある。今、茨城にいる我々が先人の偉業

を顕彰しなくて良いのか､幕末の真相を映画を通し

て訴えるべきではないか。『桜田門外ノ変』映画化

が始動した。

２　映画『桜田門外ノ変』支援の会の活動

2008年（平成20年）１月から７月までに延べ19

回も映画化支援の会設立準備会を開いた。我々は

単に映画を作ることが目的ではなく、映画という

インパクトのある素材を使って地域を元気にする､

郷土・文化

映画『桜田門外ノ変』誕生
－映画製作を通しての地域の活性化－

『桜田門外ノ変』製作委員会 橘 川　栄 作



観光客誘客促進による地域の経済活性化にも､そし

て地域に誇りを持つことなどもできる、そんなこ

とを目的にこのプロジェクトを始めた。

８月７日に映画「桜田門外ノ変」支援の会設立

総会を茨城県立図書館で開催し、その後８月26日

に支援の会事務局を三の丸庁舎地下１階に開設し

た。支援の会の活動は大きく分けて２つあった。

１つは映画化への機運醸成、具体的には幕末や水

戸藩に関わる様々なシンポジウム、歴史講座、講

演会の開催など。もう１つは具体的な映画製作支

援である。前者については、「地域発案型映画づく

りを起爆剤とした活性化事業の実験的試み」とし

て、内閣府の「地方の元気再生事業」に応募した

ところ、約10倍の倍率を突破し採択された。平成

20年度は地域資源の再発見に関する取り組みとし

て、シンポジウム３回・歴史講演会12回・歴史を

訪ねる会14回・水戸八景ツーリング１回・自然と

文化講演会７回・自然と文化に親しむ会９回・映

画関連イベントとしてマスコミ向けプレスリリー

ス28回ほかホームページの立ち上げやメルマガ配

信などを行った。これらの取り組みにより『桜田

門外ノ変』映画化の気運は高まっていった。後者

についてはロケが始まったら実施することにした。

そのような中、なんと監督に『男たちの大和

YAMATO』『敦煌』などの作品で有名な日本を代

表する佐藤純彌監督が決まった。2008年（平成20

年）12月3日から4日にかけて佐藤監督がはじめて

来県され、シナリオハンティングに向かう車中で

質問攻めにあった。しかも、監督は吉村昭さんの

原作の人間関係を完璧に把握された上で､疑問に思

っていることを聞いてきた。とにかくびっくりす

るとともに感動した。宿泊地の大子町では、監督

やプロデューサーたちと色々と話し合ったが、私

が強調したのは､この映画は地域のためだけの映画

ではなく､もっと大きな視点で描いてほしいという

こと。世界の中のアジア、アジアの中の日本で起

こった事件であり､単あるテロではない。歴史を突

き動かした水戸藩烈士たちの思いを世界史・日本

史の視点で描いてくれるようお願いした。監督は､

主役の関鉄之介について自分なりの視点で作り上

げると言ってくれた。単なるヒーローでなく、も

っと深い人間関鉄之介を描くと。まさしくオリジ

ナルの人物像を描くことになった。もう私が話す

ことはなくなった。すべては佐藤監督の『桜田門

外ノ変』だ。それができるすごい監督だと思った。

監督とともに、映画製作のもう一つのポイント

は配給会社がどこになるかである。

その中で東映が興味を持ってくれた。我々の熱

意が伝わるとともに、佐藤監督がメガホンを取る

ことが理由だと思われた。大手の配給会社である

東映がついてくれるとはなんてすごいことだ。宣

伝部長さんをはじめ東映の関係者が来県したのが

2009年（平成21年）９月10日である。東映の全国

配給が決まった瞬間だった。

2009年（平成21年）も引き続き内閣府の「地方

の元気再生事業」に継続して採択され、様々事業

を展開した。県民の関心も高まり、いよいよ具体

的な映画製作に進む。

３　『桜田門外ノ変』製作開始

桜田門外ノ変襲撃のメインロケセットは茨城に

作る。監督との約束で茨城ロケの条件として、桜

田門周辺を茨城で再現することになっていたから

だ。このロケセット設置場所はいくつかの候補の

中から、千波湖畔に決まった。水戸市の英断によ

り、かつて大河ドラマ『慶喜』の記念館のあった

ところである。京都太秦の松宮敏之美術監督がス

ケッチを描き、それを元に私の友人の佐藤昌樹さ

んが図面に起こした。すばらしい出来だった。こ

のメインのロケセットは茨城県と水戸市の財政的

な援助もあり、2009年（平成21年）10月20日に

起工した。

さらに、主役の関鉄之介役に大沢たかおさん、
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徳川斉昭役に北大路欣也さん、井伊直弼役に伊武

雅刀さんと、素晴らしいキャスト（出演者）が決

まっていった。製作サイドにはできるだけ茨城県

出身の俳優を起用していただけるようにお願いし

た。次々とキャストが決まり本県出身では渡辺裕

之さん、本田博太郎さん、池内博之さん、渡部豪

太さん、平塚真介さんが決定していった。

それと、支援の会事務局では、多くの人にこの

映画を観てもらうこととロケセットの建築費の一

部をまかなうことを目的に製作協力券（１枚2,000

円）の販売を始めることにした。この製作協力券

は、東映の厚意で全国の映画館で使用できる映画

鑑賞券とロケセット先行入場券、ロケセット入場

割引券と水戸徳川家葵の御紋蒔絵シールをセット

にしたものだった。100万人の鑑賞運動と銘打ち支

援の会でも積極的に取り組んだ。この取り組みは

内閣府の「地方の元気再生事業」でも、特に評価

の高いものとなった。

ところが、クランクインと前後して、当初から

関わっていた私の友人のプロデューサー２人がす

べてこの映画から手を引いた。事情は色々あった

が、とにかく私と一緒にずっとやってきた三上さ

んとの責任でこの映画を完成させなければならな

くなった。製作資金も含めて大変なことになった

が、私の友人たちが支援してくれ、なんとか最大

のピンチを乗り越えた。映画業界では奇跡と言わ

れた。

このように厳しい状況のなかでも、支援の会の

活動は続いた。支援の会事務局が、募集したエキ

ストラは4,000人を超え、炊き出しなどのボランテ

ィアも700名を超えた。そしてついに、１月20日

に高萩市の穂積家住宅でクランクイン。１月22日

からは千波湖畔のメインロケセットで撮影が始ま

った。以後、弘道館や偕楽園、水戸市吉田神社、

日立市久慈浜、城里町、行方市大場家住宅、常総

市坂野家住宅と撮影が続いた。１月30日のロケセ

ットでの撮影では、なんとエキストラの皆さん400

人が参加した。支援の会のスタッフは朝１時から

準備開始。すべてのエキストラが着物とかつらを

取り付け並んだシーンは圧巻だった。さらに、ボ

ランティアの皆さんの献身的な働きはキャスト・

スタッフを感動させた。このボランティアの皆さ

んの活動はロケの期間中ずっと続いた。

いよいよ２月５日からメインロケセットで井伊

大老襲撃シーンの撮影が始まった。撮影は前半快

晴が続きなかなかうまくいかなかったが、なんと

２月11日から本物の雪が降るなど曇りの日が続き

一気に進んだ。これも奇跡としか言いようがなか

った。快晴が続いていたら撮影はできなかった。

降雪機を使い雪を降らせ本当にリアルな撮影がで

きた。

その後、茨城町木村家住宅、県立歴史館・茂木

家住宅、県民の森、ワープステーション江戸、京

都太秦撮影所、そしてまた茨城に戻り袋田の滝、

常陸大宮市での撮影が続き、３月30日にクランク

アップした。後は10月16日からの全国公開を待つ

ばかりだ。

４　これからのこと

今回の映画作りをやってみて気づいたことは、

映画をはじめ映像文化はすごい力、発信力がある

ということである。この発信力を継続させるため

には、第２第３の『桜田門外ノ変』が必要である。

今後はその素地作り、拠点作りをしていきたいと

思っている。具体的には（社）いばらき映像文化

振興協会を立ち上げたが、組織だけでなく拠点作

りをしていきたい。例えば空きビルに、事務局を

置き若いスタッフが集い、フイルムコミッション

の業務を行うとともに、様々なジャンルのクリエ

ーターが集まる場所を作る。人を育て応援してい

くこと、これが大事である。もちろん俳優を養成

するスクールもつくる。そして、映画製作はもち
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ろんのこと映画祭の企画など様々な事業を展開し、

それをビジネスとして成立させる。クッキングカ

ーを買っておいしい食事を提供すると共にロケ支

援をする。生涯学習的に映像が学べる講座を開設

し、一流の映画人との交流をはかる。名画座を開

設し、いつでもよい映画が安く鑑賞できるコーナ

ーを設ける。深作欣二さんをはじめ、茨城県出身

の映画監督の記念スペースを作り、多くの映画フ

ァンを集める。もちろん佐藤監督のコーナーも。

現在の『桜田門外ノ変』ロケセットを残し、周り

にもロケができる環境を作る。ワープステーショ

ンや旧県庁三の丸庁舎をはじめ様々なロケ地をも

っと世界にアピールする。茨城県が映像文化の発

信拠点として、世界に誇れる地域にしたい。映像

文化は茨城に学べ！こう言われる日を夢見て今後

も様々なことにチャレンジしていきたい。

〔橘川栄作（きっかわ・えいさく）〕

1961年茨城県笠間市生まれ。1984年県立高校教諭採用(玉

造工高・鉾田一高・水戸一高勤務　担当：地歴公民科)。その

後2002年茨城県教育庁、2007年県商工労働部観光物産課、

2009年県知事公室広報広聴課を経て、現在、県知事公室広報

広聴課広報戦略室勤務。社会的活動として、県子ども会育成

連合会理事、映画『HAZAN』製作委員会事務局次長、旭

村・谷和原村・北浦村各村史編纂委員、茨城大学サークルリ

ーダー研修会講師、日本ゴルフツアー機構スナッグゴルフラ

イフスキル講師等。

『桜田門外ノ変』製作委員会会長代行。
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3. 巨大台風　

2005年にアメリカを襲ったカトリーナの影響

か、温暖化によって台風が巨大化すると心配され

ている。しかし、ここ60年間の台風ランキング

を見ると、トップ10のほとんどは、1990年以前

の台風で、地球が寒冷化していたときの台風の方

がむしろ勢力が大きい（「子供の科学」2007年3

月号、「理科年表」2009年気154、「朝日新聞」

2009年9月25日、2010年1月26日）。イギリス海

軍の記録によると、カリブ海を襲った大規模なハ

リケーンの1年当たりの数は、18-19世紀の小氷

期の方が、20世紀の温暖期よりも多い（「地球温

暖化は止まらない」p.280）。実は、温暖化による

温度上昇は、赤道付近より極地の方が大きいので、

台風の駆動力である温度差は逆に小さくなる

（「地球温暖化は止まらない」p.73, 278-281）。興

味深いことに、「理科年表」気象部の「積雪の最

深記録」（2009年版なら気76）を見ると、2000

年代の数字が結構目につく。一度じっくり「理科

年表」を眺めてみると面白い発見があるかも。

4. 太陽活動と気温

1645～1715年の約70年間、太陽活動が低下し

黒点が消えた（「理科年表」2009年天26、「気候

と人間の歴史・入門」p.56, 59）。この事実を見

出した天文学者マウンダーの名にちなみ、「マウ

ンダー極小期」と呼ばれている。冬でも凍ること

のないロンドンのテムズ川が、当時凍結したこと

が絵に残っている（「太陽黒点が語る文明史」図

8,25、「歴史を変えた気候大変動」p.82, 176-179）。

興味深いことに、「最初のヨーロッパ大戦」とも

言える三十年戦争は、1648年に終結している。

この間、魔女狩りも激化（「世界史図録ヒストリ

カ」39節）。三十年戦争に引導を渡したのは、寒

冷化かもしれない。

この時期にもヨーロッパでペストが大流行し

た。『マザー・グース』の童謡

"Ring-a-ring of roses. A pocketful of posies.

Atishoo! Atishoo! We all fall down."は、当時の悲惨

さを物語る（「太陽黒点が語る文明史」p. 2-7）。

"roses"は肺ペストにかかった人の胸の発疹のバラ

色を、"posies"はペストの予防に効くと考えられ

ていた薬草の花束を意味する。ペスト患者は、

"Atishoo! Atishoo!"と咳込みながら倒れていった。

奇しくもニュートンの一生は、マウンダー極小

期と一致する。1665年にペストのため大学が閉

鎖されず、生まれ故郷に帰っていなければ、ニュ

ートンの大発見はなかったかもしれない（「心は

孤独な数学者」）。ガリレオ（ニュートン誕生年に

死去）、ケプラー、カッシーニ、マキャベリ、ル

ター、カルビン、モンテスキュー、モンテーニュ、

ロック、ボイル、デカルト、パスカル、トリチェ

リ、ホイヘンス、ベーコン、アダム・スミスとい

う錚々たる人物が、マウンダー極小期およびその

前後に出現していることは注目に値する。

太陽活動の指標の一つが黒点である。黒点の存

在は望遠鏡の発明により、シャイナー、ハリオッ

トやガリレオによってほぼ同時期に独立に発見さ

れた。中世の温暖期には、太陽活動が極めて高か

ったため、中国、韓国や日本では「日没時の太陽

に大きなシミ（黒点）が肉眼で見えた」との記録

も残っている（「太陽黒点が語る文明史」p.37-

つくばからの発信

歴史から見た温暖化と寒冷化（下）

筑波大学物質工学系准教授 小 林　正 美
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38, p.115）。ヨーロッパでもこの時期、オーロラ

がよく見えた。

一方、太陽活動が極端に低下したマウンダー極

小期は、自らを「太陽王」に例え、「朕は国家な

り」と自称したフランスのルイ14世の在位期間

(1643-1715)と見事に一致する。皮肉も込めて

「無謬（黒点なし）の太陽王」とも呼ばれている。

意外かもしれないが、当時の地球の寒冷化は、

太陽からの光量減少が主因ではない。太陽活動が

低下して、太陽風が弱くなり、地球に雲が出来や

すくなったために寒冷化した（当時の絵画に雲が

多いことを思い出して欲しい）。もう少し噛み砕

くと、「太陽活動が弱い → 太陽風が弱くなる →

太陽風が、地球に降り注ぐ宇宙線を振り払う力が

減る → 大気に降り注ぐ宇宙線が増える → 宇宙

線によって大気中に水蒸気の凝結核が多く生成す

る → 雲が増える → 雲によって太陽光が遮られ

る → 気温が下がる」という仕組みである（「古

代文明と気候大変動」p.273、「地球温暖化は止ま

らない」p.60, 319-328）。マウンダー極小期は

70年も続いたため、地球は小氷河期と呼ばれる

ほど寒くなった。

記憶に新しい2009年の冷夏も、晴れ間がほと

んどなかったことを思い出して欲しい。知らない

人がほとんどだが、実は2007年頃から寒冷化の

予兆はあった（「気候と人間の歴史・入門」p.167）。

黒点がほとんど観察されなかったのだ（「理科年

表」天24,26）。遠い異国との交信を楽しむアマチ

ュア無線家にとって、短波を遠くまで届けてくれ

る電離層の状態はとても気がかりである。その電

離層に大きな影響を与えるのが太陽活動だから、

ときにはその指標となる黒点に関して、天文学者

よりも強い関心を示す（例えば、「CQハムラジオ」

2008年5, 8月号、2009年1月号）。

太陽活動のより良い指標がコロナの形状だが

（「太陽黒点が語る文明史」写真8、「皆既日食と宇

宙の不思議」p.7,9）、通常は見ることができない。

しかし、コロナを肉眼で見る絶好の機会が2009

年に訪れた。7月22日の皆既日食である。生憎の

空模様で、日食を見ることが出来なかった人も多

かったが、現れたコロナの形状は、“残念”なが

ら、予想通りで（「天文ガイド」9月号表紙、「子

供の科学」9月号入賞写真）、太陽活動が弱いこと

が確実となった。興味深いことに、古代エジプト

のモチーフ「有翼日輪」の翼は、太陽活動が低下

したときコロナそっくりである（「皆既日食と宇

宙の不思議」p.9）。ちなみに、ピラミッドの造営

は気候の悪化期に始まっている。

ところで、今私たちが見ている太陽光は100万

年前に太陽の中心部で解放された核エネルギーで

ある。この炉心に関して、1980年代に大問題が

持ち上がった。太陽原子炉がフル稼動していない

という観測結果が得られたのだ。どうも、炉心の

2/3以上が休止状態らしい（「太陽黒点が語る文

明史」p.146-149）。でもその影響が出るのは100

万年後なので、ご心配なく。

不思議な話をひとつ。「週刊現代」2009年9月5

日号に、太陽活動が低下すると“浅”発地震が多

発するという記事を見つけた。実際、関東大震災

(1923年)、阪神・淡路大震災(1995年)、2008年

から2010年にかけての四川大地震、サモア大地

震やハイチ大地震、いずれも深度が浅く、かつ黒

点が少ないときに起きている。「理科年表」には

黒点数と深度が載っているので、自分で図・表が

作製できる。太陽活動の低下により地表に達する

宇宙線が増えると、地表の歪みを一突きして、エ

ネルギーが解放されるらしい。因果関係の是非は

ともかく、着眼点が奇抜で面白い。ただ、太陽は

まだ静かなままなので（「CQハムラジオ」2009

年12月号、2010年2,3月号）、「一日も早く元気に

なって」と願うばかりである。

5. これから　

現代が「氷期」と「氷期」の間に位置する温暖

な「間氷期」であることを忘れてはならない。

「氷期」は必ずやって来る。その影響が大きいの

は西アジアからヨーロッパで、モンスーンアジア

での影響は小さいことを、歴史は物語る。したが

って、気候に関してヨーロッパと同じ土俵で議論

することは避けるべきである。

気候の歴史を鑑みると、今は穏やかな「天然の

1500年気候周期」の中で、「温暖期」が始まって
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およそ150年が経過した恵まれた時代であること

が分かる。ここ2000年だけをみても、2世紀に寒

冷化、8世紀に温暖化、14世紀に寒冷化、20世紀

に温暖化と、寒暖周期は約1200年で、±500年

の誤差範囲内にある。だとすると、19世紀半ば

に始まった現在の温暖期は、短く見積もってもあ

と350年は続く（と願いたい。ここ数年、太陽に

あまり元気がないのが一抹の不安だが）。これは

人類にとって朗報である。何故なら、人類にとっ

ての脅威は寒冷化であることを歴史が如実に物語

っているからだ。寒冷化して食糧が不足すると、

戦争が起きる。

食糧事情のみを考えた場合、日本という国土が

養える人口の上限は3000万（江戸時代の人口程

度）である。朝日新聞2009年10月24日によると、

90年後の日本の推定人口は最少で3663万人とあ

る。この予想が当たれば、寒冷化が起きても何と

か対処できる（ただし、自給自足態勢が整ってい

ればの話だが）。小氷河期のヨーロッパでは、食

糧供給が限界になったとき、晩婚化と未婚率が上

がったが、時既に遅し（「緑の世界史（上）」

p.159-160）。「魔女狩り」や「植民地化」によっ

て食いつなげばならなかったことを教訓にすべき

である。

さらに、温暖期よりも寒冷期の方が病気が蔓延

しやすい多いことも忘れてはならない（「地球温

暖化は止まらない」p.333-340）。近年、温暖化

によるマラリアが心配されているが、小氷河期の

イギリスでもマラリアは人々を恐怖に陥れた（チ

ョーサーやシェイクスピアも言及）。寒冷化して

食糧が不足し、体力が落ちると、マラリアは猛威

を奮う。ペストも同様だ。今でもペスト菌は、パ

ミール高原西部からトルコのザグロス山脈にかけ

て、またアメリカ西南部のアリゾナやニューメキ

シコに病巣がある。シラミが媒介するチフスも寒

い冬に多くの命を奪ってきた。昨年の冷夏にイン

フルエンザが世界中で猛威を奮ったことは記憶に

新しい。

ところで、いま人間が石油や石炭を燃やして排

出しているCO2の増加率は、高々+1～2 ppm/年

で、これによる温度上昇は 0.004～0.008 ℃/年

に過ぎない。従って、石油や石炭を現在と同じよ

うに消費しても（多分できないが）、100年後の

気温は+0.4～0.8 ℃しか“人為的”には上げられ

ない。このことは、次の寒冷期には人為的な温度

上昇を期待してはならないことを意味する。

また、多くの植物にとって現在のCO2濃度が低

すぎることも認識すべきである（今よりもCO2濃

度が4倍以上高かった恐竜時代に植物は適応して

いる）。植物工場（「朝日新聞」2010年4月3日夕

刊『親子で学ぼう!今解き教室』）、温室栽培や藻

類の培養では、人工的にCO2を供給することも多

い。この観点からも、CO2を目の敵にしてはなら

ないことが分かる。此の辺り、10年間の長岡京

遷都の失敗を糧にして、安定な平安京を造った桓

武天皇に学ぶべきことが多い。

危惧すべきことに、野菜などの種の多くは輸入

に頼っている。一度、種の入っている袋の表記を

見てみるとよい。ヨーロッパやアジアの国名ばか

りで驚くに違いない。これはかなりの重大事態で、

食糧サイクルを自国内で行えないことを意味す

る。一刻も早く、種の自給自足に向けて一歩を踏

み出した方がよい。また、寒さに強い作物（実り

や味が多少悪くても構わない）の種の保管といっ

た地味な作業も大事である（商売にならないかも

しれないが）。ただ、これらの対策はかなり時間

を喰うので、早めに手をつけた方がよい。

現代は、石油をどう長持ちさせるかを真剣に考

える時期に来ている。何故なら、現在の食糧の多

くが、石油の恩恵に浴しているからである（プラ

スチック製の生活用品や医薬品などの原料として

の延命も必要だが、石油より埋蔵量の多い石炭で、

こちらは将来何とかなる）。幸いなことに、現在

は 「束の間の温暖な気候」+「ほんのちょっと多

いCO2（植物のエサ）」を利用でき、石油はまだ

少なくとも100年はもちそうである（30-300年

と、色々な議論はあるが）。この絶好な機会を逃

さずに、休耕田畑をもとに戻し、自給自足可能な

食糧生産態勢を確立し、やがてやって来る「寒冷

期」に備えておくことが先決であろう。

「寒冷化」は人智の及ぶ所ではないが、ある程

度の石油の延命なら人間にもできる。ただ、まめ
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に家庭や職場で電気を切っても、石油の延命には

ならない。何故なら、発電所での発電量が減らな

いからだ。また、発電所における石油依存度も意

外と低い（日本で約10 %、ドイツやスウエーデ

ンでは数%以下）。

私に思いつく石油の節約は、交通手段の改革で

ある。その一つは、「自家用車」を原則『軽自動

車』にすること（小型車や普通車には高い税金を

掛ける）。660 ccの排気量があれば、山登りや加

速に多少不満は残ろうが、日常生活に支障はない。

ただ、世界中で一緒にやらないと意味がない。ま

た、軽自動車の利便性を向上すべく、現行の車体

の長さと幅の制限(3.4 m x 1.48 m)を、小型自動

車(2000 cc以下）の4.7 m x 1.7 m 並にして、安

全性を高める配慮も必要だろう。さらに路面電車

を網の目のように敷設して、自家用車を使用しな

くても済むような構想も必要。発電所の電力は石

油にあまり依存していないので、その電気を蓄電

池などを介さずにそのまま使える電車は、石油の

延命に役立つ。減速やブレーキをかけたときに得

られる電気は、架線に戻すことで他の列車がその

まま利用できる（このシステムは既に実用化され

ている）。

話は変わるが、古代エジプトでは3000年もの

長期間、縄文の温暖化による豊かさゆえに進歩が

見られず、一種の「停滞期」を経験した。現代人

は「成長」の呪縛から逃れられず、「停滞」を嫌

う。ローマ帝国末期のローマ人は、「昔は夏にな

るとあれほど太陽がまぶしかったのに、今は太陽

の光がなくなってしまった」と嘆いていたが、

人々の沈んだ気持ちが暗い世界観を生み出してい

た（現代人は「暑い」と嘆いている）。「停滞」を

「安定」と見れば気が楽になる。近年「100年に

一度の不況」とよく言われるが、その真偽を下す

のは今ではなく後世である。もう少し、気を楽に

して、「温暖な停滞した安定」を享受した方が、

精神衛生上よいのかもしれない。
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おもちゃドクター（その二）
～技術や研究の経験を生かせる

ボランティア活動の紹介～

おもちゃドクター 内 野　權 次

つくばからの発信

３－１ おもちゃの故障診断・修理に関する

技法

まず大別の故障診断として問診をします。故障

原因の大別法として昔から米軍の合い言葉で５Ｗ

１Ｈ法がよく使われています。いつ(When),どこ

で(Where),だれが(Who),なに(What),なぜ(Why),

どのように(How) です。

おもちゃの場合以下のような項目が該当します。

①動かない A)全くB)一部（どこが）C)時々動

かない(いつ)どんなときD)動きがおかしい(本来の

動きはどうか）

②音が出ない A)鳴らない，泣かない、音声が出

ないB)音質が悪い，雑音が多く変な音がする

③光らない A)全く点灯しない B)一部点灯しな

い C)暗い

④絵が出ない A)液晶画面に何も映らない B)液晶

の画像が動かないC)テレビに画像が映らないD)テ

レビの画像が動かない　

３－２具体的な故障原因とその修理方法

①電池が原因の故障症状

まず電池の取り外しと取り付けについての注意

をのべます。

電池を外すときは＋側から外すことです。

電池を取り付けるときは－側から入れると電極

を壊さずにスムースに作業ができます。

②電池の容量不足によるもの この原因で持ち込

まれる故障が約30％です。故障と思う前に電池

を交換してみましょう。

③電池の選択ミス、異種電池の混用や、電池受け

の不適合があります。電池は必ず指定の型名のも

のを使用しましょう。異種電池や新品と使用途中

の電池の混用は絶対に避けましょう。ボタン電池

ではしばしば選択ミスで厚み不足が原因で、接触

不良が発生します。

④電池の液漏れによる故障 長い間電池を入れた

ままおもちゃの使用をしないで放置すると電池が

液漏れを起こし、それが原因で電池受け金具が腐

食してしまって、動作しなくなる故障が５～

10％位あります。この場合磨いても復元不可能

なときには電極金具を交換しています。

⑤電池容量と使用可能な用途

表のようにリモコンでは小電力でも稼働するの

でモーター等で使用済みの電池でも利用すること

ができます。

⑥＋側が黒色に変色している．異種金属の接触に

よるイオン化によるもの、対策としては磨いて酸

化防止のため接点復活剤かシリコンオイル液

（556）等を塗布しておきます。

⑦発錆 電極部以外の金属部でも発生しますが、

これらはジュースなど糖類がかかったのが原因に

電圧
 使用可能な用途  電池ﾃｽﾀｰの色

V  %

1. 2

1. 0

5 

0. 9

0. 7

5 

0. 6

80

 70

60

50

40

ﾓ- ﾀｰ・IC 

ﾓｰﾀｰ・良質のIC

灯火・リモコン

灯火・リモコン

リモコン 

グリーン 

グリーン 

 黄色 



なる場合が多いです。これらはサンドペーパで磨

くと回復するものが多いですが、酸化したものを

きれいにするのに効きめがある方法として料理に

使うタバスコを塗るとみるみるうちに酸化したも

のが還元されます。これは銀のブローチやコイン

および銀の食器などのつや出しにも抜群の効果が

あります。是非試してみて下さい。

⑧各種スイッチの不良

スイッチの不良は原則として代品と交換します

が、特殊なもので代品交換できないものは分解修

理をするかまたは回路変更して機能を満たすこと

もあります。

⑨トランジスターを含む基盤内の故障　

個別部品の故障（トランジスター、抵抗器、ダ

イオード、スイッチ、コンデンサー）については

故障診断しますが、メーカー独自の無名のIC(集

積回路）や制御用ワンチップマイコンの故障は代

替え品の入手が不可能（おもちゃメーカーからの

提供が不可能）なので修理はお断りしてあきらめ

てもらっています。その代わりおもちゃメーカー

のお客様相談室の連絡先を調べて紹介し、お客様

から直接メーカーと修理相談をしてもらっていま

す。

⑩ハンダ付け不良

基盤内部やコネクター部その他様々なハンダ付

け部分で発生しますので順次機能を点検しつつ不

良箇所を発見して修復します。

⑪配線やコードの断線

この故障を修理する場合の注意事項としては、

・修理後の組み立て時にケースに挟んで締め付け

ないようにすることです。（メーカーの製造時

点でもケースに締め付け時の断線故障が起きて

います。）

・電池の配線を点検や組み立て時に引っ張らない

ように注意します。

・電線を剥いて芯線が黒ずんでいたら更に切り詰

め処理をします。悪質な状況では全てを張り替

えます。

・５芯のコードは３本切れて２芯のみとなると抵

抗値が大きくなって動作不良を起こすことがあ

るため、導通点検の時に抵抗値や線の付け根の

目視点検に注意が必要です。

・コードやケーブル断線の大半は、コードの付け

根部分に発生しています。動作や導通点検によ

って付け根の部分を折り曲げて動かしてみま

す。また、断線場所を特定するにはまち針を刺

しながら導通テストをします。

⑫モーターの不良

・ほとんどがブラシの摩耗です。ブラシを交換す

るか、新品または中古品(廃棄おもちゃから外

し性能チェックがしてあるもの）のモーターと

交換します。

・点検は正回転と逆回転をして回転音が異なるよ

うな場合は不良品です。

・プラレール用のモーターには主にFA-130(平

形）とRE-130(丸形)が使われていて、これら

は1.5V～4.5Vまで使えます。ただし3V用もあ

るので1.5Vの所に3V用を使うとパワー不足に

なってしまうため、必ず確認してから取り付け

ることが重要です。

⑬ランプ球、LEDの不良

・ランプの寿命は15時間～30時間くらいでLED

は30万時間と長寿命です。

・豆球にはE10ソケットとバイオネットロック式

があります。

・麦球はソケットがないのでLEDとともに付け

根のところで折れ易いので注意が必要です。

⑭ぬいぐるみの修理

・ぬいぐるみの内部を取り出すときは、縫い目が

あってもそこは開かないことです。電池ケース

の周囲部がホットガンのグルーでつけてあるの

でそこを（－）ドライバーなどでこじあけます。

⑮破損や折損部分の修理

・プラスチックや木材で部品を製作します。廃棄

おもちゃのプラスチックをストックしておくと
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写真７．ぬいぐるみの修理の開き方法



工作材料として役立ちます。

・折損では接着可能なものは接着で済ませ、強度

に不安があれば補強板や補強布等で裏打ちをし

ます。折損片が紛失してしまっているときは，

そこに重曹と瞬間接着剤で肉付けして加工しま

す。またプラスチック片を熱融着することもあ

ります。

・ギアのひび割れや力の加わるような部分の接着

には、瞬間接着剤やエポキシ接着剤では耐えき

れないため、ハンダコテ等の熱を使ってプラス

チックを溶かし融着処理で修復しています。た

だしひび割れたギアは出来る限り新品と交換す

ることにしています。

⑯電子回路基板の損傷

損傷部位に0..5～1.0φの穴を0.2mmの針金で

２回巻き締めします。さらに接着剤で接着します。

ラウンドの銅箔部分の断線は細い銅線で接続しま

す。さらに外皮は薄い透明シート(例えばサラン

ラップ)などをドライヤーまたはコテ等で暖め接

着し絶縁処理します。

⑰電源の改造改善

子供が乗って遊ぶような電動式おもちゃは電池

資源の節約また経費節約のため、ラジコン模型用

の自動車や飛行機に用いられるニッカド電池やニ

ッケル水素電池に改造し充電して運用していま

す。バッテリーの充放電の管理は、おもちゃドク

ターが行っています。

⑱一部機能落ち利用の改造 一部機能落ちしても

おもちゃとして使用可能な場合は、修理不可能な

部分を外すまたは改造して実用化することも行い

ます。

以上、具体的な日頃の活動の技法について紹介

してみました。

４．おもちゃドクターボランティアの喜び

今年でおもちゃドクターボランティアをつづけ

て５年が過ぎますが、ここで私の率直な感想を申

し上げると、このボランティアを選んで本当によ

かたなあ～という思いです。私達おもちゃドクタ

ーは、子供達が愛着を持って楽しんでいるおもち

ゃが壊れて使えなくなってしまうことを見捨てて

おけない、という同じ思いで集まった仲間達です。

なんと言っても壊れたおもちゃが修理をすること

で元気になり、子供達がそれを受けとって「あり

がとう」「嬉しい」と言って見せてくれる笑顔が

たまらなく、私達を元気づけるとともに、やる気

を起こさせてくれます。

おもちゃドクターは、社会の第一線で培ってき

たこれまでの専門知識や技術を持ち寄り、それを

生かしながら活動できる場所になっています。

おもちゃの修理はゴミを増やさず省資源化に貢

献するだけでなく、シニア時代の私どもが健康を

維持しながら知識や技術を生かして活躍出来るボ

ランティア活動です。もし興味をお持ちの方は是
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写真８．上、ニッカドバッテリー式に改造したパジェロ
ミニ 下、ニッカドバッテリーとラジコン用急速
充電器

写真９．修理に熱中するドクター達



非参加してみてください。

お問い合わせ先は、つくば市社会福祉協議会ボ

ランティアセンターにご連絡ください。

TEL : 029－857－7500

〔内野權次（うちの・けんじ）〕

1938年東京生まれ，1958年昭和第一学園第２工業高校電

気科卒業、東京大学原子核研究所に入所、宇宙線空気シャワ

ー研究部文部技官、宇宙線観測機器の開発研究に従事、1961

年電波学園高等科(定時制）卒業,1966年12月～1968年5月南

米ボリビア国のｻﾝｱﾝﾄﾞﾚｽ大学宇宙物理学研究所に出張、帰国

後引き続き超高エネルギー空気シャワー観測実験装置の研究

開発をし、1973年～1990年文部省高エネルギー物理学研究

所、加速器研究系、文部教官助手及び助教授を勤め、12GeV

陽子シンクロトロン加速器の開発研究と建設および30GeV電

子陽電子衝突型加速器の開発研究と建設に従事した。1990年

6月～2004年3月筑波技術短期大学（現筑波技術大学）で教育

方法開発センター主任教授（4年間）、同大情報処理開発セン

ター長、科技庁放射線医科学研究所重粒子線加速器の建設委

員、つくば市ギガビットラボ利用促進委員会の副委員長など

の兼務をした。2004年6月筑波技術大学名誉教授として現在

に至る。
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５月に入ると田んぼに水が張られ、田植え機で

稲を植え付ける様子は、今はごく当たり前の風景

として、春の風物詩になっています。しかし、日

本の稲の栽培方法は、いつからこのような形にな

ったのでしょうか。長い歴史をもつ日本の稲作り

の変遷とその将来について、日頃感じているとこ

ろをおりまぜてご紹介させていただきます。

これまでの稲作り

瑞穂の国とも呼ばれる日本の稲作はたいへん長

い歴史を刻んできました。稲作がいつ日本で始ま

ったか、ということについてはいろいろな議論が

なされていますが、弥生時代と考えるのが一般的

です。しかし、近年は縄文後期に属する遺跡から

稲のプラント・オパールが発見されており、紀元

前約3500年前から陸稲（熱帯ジャポニカ）によ

る稲作が行われていたとする学説もあります。栽

培方法も今のような田植えではなく、麦などと同

じように畑に直接種を播いて育てるところから始

まったと考えられています。いつ、田植えが始ま

ったかについては、これを明示する資料はないと

のことですが、奈良時代には畑の周囲に畦畔をつ

くり、水をためて水田とし、苗代で育てた苗を手

で植えるという移植栽培が全国的に普及したと考

えられています。

こうした稲作りが営々と営まれてきたわけです

が、明治以降となると栽培方法にもいろいろな変

革が行われるようになってきました。牛馬耕と犁

の発達（写真１）は、それまでの人力耕での3～

６㎝程度の浅い耕深をより深くすることを可能と

し、その後の多肥栽培の基盤となりました。また、

明治40年前後から統一的な育種事業の開始にと

もなって新品種の育成と普及がすすめられ、大豆

かすや過リン酸石灰を中心とした施肥法が確立さ

れました。昭和に入ると、さらに大きな変革が行

われます。例えば田植えの時期です。最近では5

月の連休ころから田植えがはじまりますが、こう

した時期に田植えができるようになったのは近年

になってからです。5月初めに田植えを行おうと

すると４月には苗代に種を播いて苗を育てなけれ

ばなりません。温度の低い条件となる４月に稲の

種子を発芽させ、苗を育てることは当初は難しい

ことでした。それを改良し、より早い時期から種

を播種して苗を育てることを可能とした技術が

「保温折衷苗代」という技術です。長野県の荻原

豊次氏が考案したこの新しい育苗技術は、催芽籾

を床に播種し、その上に焼き籾殻を播いて油紙で

被覆する育苗方法で、それまでの水苗代より発芽
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写真１．水田で利用された犁



や苗の生育を促進させる効果を示します。これに

より播種の早期化と早植えが可能となりました。

東北や北海道などの稲作の安定化はこの技術の開

発によるところが大きいと言えます。その後の農

業用ビニール資材の普及に伴って保温苗代はビニ

ール畑苗代の開発につながり、さらなる稲作の早

期化につながりました。こうした育苗技術の展開

に伴って東北地域では収量水準が飛躍的に高ま

り、米どころとして重要な産地を形成するに至っ

たわけです。

その次に稲作りを大きく変えたのが、昭和30

年代以降に開発された田植機と箱育苗（写真２）

による機械移植栽培体系の確立です。田植機の開

発は、飛躍的な省力化につながりましたが、これ

には箱育苗のシステムの確立が重要なキーテクノ

ロジーとなりました。苗代に直接種を播いて苗を

育てるのではなく、30cm×60cmの箱に土壌を

充てんし、そこに種を播いて稲の苗を育てるとい

う方式の確立です。こうした方式でないと田植え

機に苗をセットすることができないわけです。昭

和45年頃には苗箱に散播する稚苗育苗技術が開

発され、さらに冷害が発生しやすい北日本での栽

培に対応するため、より生育量の大きい中苗や成

苗の育苗技術も確立されました。機械移植栽培体

系の確立によって私たちが普段見慣れている稲作

りが行われるようになったのです。そして稲作り

でもっとも重労働となる田植え作業から農家を解

放することができました。

これからの稲作り

これからの稲作はどのようになっていくのでし

ょうか。今、作物研究所では、より生産性の高い

稲の開発をすすめています。コンビニ弁当や食堂

での米の消費が増加している今日、低価格で米を

提供できる生産技術が求められています。私たち

は、同じ面積の水田からよりたくさんのお米を収

穫できる生産技術が、コスト削減に有効な方法の

一つになると考えました。そこで、コシヒカリに

近い食味を確保しながら収量を3割ほど高めるこ

とができる「あきだわら」という品種（表１）を

開発しました。こうした多収性を利用することに

より価格の安い米の提供ができることから、「あ

きだわら」は米の流通業者のみなさんからも注目

されています。さらに病気に対する抵抗性の高い

品種を開発し、農薬の使用量を減らすことで、現
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写真２　ビニールトンネルによる箱育苗

写真３　ホールクロップサイレージ向き品種「リーフス
ター」（上）と飼料用米向き品種「モミロマン」（下）



在の品質を維持しながらもっと生産性の高い稲作

りにつながると思います。

稲作りの将来を考える上でもう一つ重要なこと

は、飼料として稲を利用していくことです。この

ため、私たちは、飼料に向いた品種の育成や収穫

技術の開発をすすめています。わらも含めた稲全

体を用いてホールクロップサイレージをつくり、

牛のえさとして利用していくことや、米を鶏や豚

の飼料として給与することです。飼料の場合も生

産コストを下げる必要があり、やはり収量の高い

稲の開発が必要です。こうした稲として「モミロ

マン」や「リーフスター」（写真３）という品種

を育成しました。「リーフスター」は葉っぱを多

くつくりあまり米を作らない特徴があります。そ

の方が家畜にとって消化しやすいホールクロップ

サイレージができあがるからです。現在、こうし

た飼料としての利用に向く品種を全国各地で育成

しております。飼料として稲を用いる場合に必要

となるもう一つの重要な技術が専用の収穫機で

す。ホールクロップサイレージをつくるには、収

穫された作物を大きなロールとして収集し、それ

をラップでつつんで嫌気発酵させる必要がありま

す。水田は牧草地とは異なり、地盤が軟らかいこ

とから、水田にあったロール収穫機やラッピング

マシーンが必要です。とくに品質の良いホールク

ロップサイレージをつくるには、できるだけ細か

くわらを切り分け、ロールにまとめなければいけ

ません。作物研究所は民間企業と協力してこうし

た収穫機（写真４）を開発し、稲からより高品質

な飼料を生産する技術の確立に取り組んでいま

す。

さらに私たちは稲作りの省力化をさらにすすめ

るため、作業機のロボット化も検討しています。

例えば自働走行が可能な田植えロボット（写真

５）。将来は無人で稲作りができるようになるか

もしれません。
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栽培法 

（供試年） 

品種名 出穂期 

（月日）

稈長 

(cm) 

精玄米重

（kg/a) 

比較比率

(% ) 

玄米の外観
品質

標準施肥 

200 3-08 年 

あきだわら 8.14 80 64.4 113 中上 

コシヒカリ 8.05 93 56. 6 (100) 中中 

多肥栽培

200 4-08 年 

あきだわら 8.14 88 73.9 131 中中 

日本晴 8.15 90 65 .4 116 中中 

注）比較比率は標準施肥のコシヒカリを 100 とした比率 

写真５　優秀賞を受賞した田植えロボット

写真４　自走式細断型ホールクロップ収穫機

表１　「あきだわら」の収量性



アジアの稲作り

最後にアジアの稲作りからみた日本の稲作技術

のもつ意味を述べさせていただきます。これまで

紹介してきた日本の稲作りは、最近になり、アジ

アの諸国においても利用されるようになってきま

した。とくに田植機や箱育苗技術は、韓国はもと

より、中国やタイでもひろがってきております。

これは、こうした国々の経済発展に伴い、アジア

の諸国が農業の機械化に取り組むようになってき

たこと、労働力が農業から他産業への移行がすす

み、農村の労力不足から農作業の省力化が必要に

なっていること、また、経営の発展により機械を

購入する資金を有する農家が増えてきていること

が背景にあります。加えてこうした諸国の農業は、

アメリカやオーストラリアとは異なって、日本と

同様に一枚一枚の田んぼが狭くて経営規模も小さ

い農家によって営まれており、そこには日本で発

達してきた小型の農業機械体系が適するからで

す。水田が限られている欧米諸国では、狭い耕地

と水田という特殊な環境に適した機械や栽培技術

の開発が行われてきませんでした。このため、日

本の田植え機は平成20年度で1万４千台も海外で

販売されました。機械メーカーは現地にも生産拠

点を設け、普及拡大を図っていくそうです。こう

した点をみますと、我が国の稲作技術は単に日本

の中だけにとどまらず、アジアで稲作に依存した

農業を展開する国々においても意義があると考え

られます。また、経済発展とともにこうした国家

でも肉の消費量が増えていくと想定されているこ

とから、水田地帯でより効率よく飼料を生産する

技術もやがては必要となっていくことでしょう。

現在、私たちが手掛けている飼料用稲の生産技術

も将来にはアジアの諸国にも広がる可能性がある

と考えております。日本の稲作は長い年月をかけ

て育まれ、農家や技術者の努力によって発展して

まいりました。今後もさらなる改良が見込まれて

います。その展開は、アジア全体の食料生産の安

定化と高度化に対しても、重要な役割を果たして

いくにちがいないと思うのです。

〔寺島一男（てらしま・かずお）〕

1954年生まれ。1979年に京都大学大学院農学研究科修士

課程を卒業し、1980年から農林水産省農事試験場研究員。

1983年農林水産省農蚕園芸局農産課、1984年農林水産省農

業研究センター、1994年農林水産省東北農業試験場栽培生理

研究室長、2002年農研機構・総合企画調整部企画調整室長、

2003年農林水産省農林水産技術会議事務局研究開発企画官、

2005年農研機構・中央農研北陸水田利用部長、2006年農研

機構・中央農研研究管理監を経て2010年4月より農研機構・

作物研企画管理室長。専門は水稲の栽培生理研究。農学博士。

著書に「作物学事典」（共著）、「稲学大成」（共著）、「根の事

典」（共著）など。
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１．はじめに

4月から5月にかけて3週間ほど北京に滞在し

た。今年、2回目の滞在である。木から降り注ぐ

綿のようなものが粉雪のように舞っている。柳絮

（りゅうじょ）といい、北京の春の風物詩になっ

ている。ものはヤナギ科でポプラの一種の白い綿

毛に包まれた種だそうである。舞っている綿毛が

鼻や口に入りそうで、ややうっとうしくもあるが、

日の光を受けてふわふわと漂う様はなんとも言え

ず、幻想的な気分にさせてくれる。

5月1日から上海で万博が開催されている。そ

の開会式が前日の20時から2時間ほど行われ、テ

レビの中継を宿舎の部屋で見た。前半の1時間は

南アフリカなど数カ国の踊りや歌などのショウで

あったが、その中で谷村新司さんが一人で朗々と

｢昴｣を歌うのを聞いて感激した。中国で開催され

る国家的イベントで日本語での歌が紹介されたの

は極めて珍しいとのことである。後半は北京オリ

ンピックでも話題になった花火ショウで、上海ら

しく噴水のショウも加えて演出されていた。

他方、同時期に北京では国際自動車ショウが開

催されており、10日間で80万人が訪れ、5月1日

の土曜日には14万5千人が訪れるなど、大盛況で

あったと新聞が伝えている。このショウには世界

から990台の自動車が展示され、そのうちの89台

が世界初デビューであったとのことである。中国

の人々の関心は自動車に向かっている。中国企業

も質の向上を目指しているが、専門家は中国車が

品質面で十分な競争力を持っているわけでなく、

中国メーカーと欧米メーカーの間の道のりはまだ

長く、中国自動車メーカーは盲目的に楽観しては

ならないと警告している。

中国では、生活レベルの向上に合わせて、商品

の品質や安全などに関する関心が高まってきてお

り、政府もその後押しを始めている。

２．国家材料服役安全科学中心 (NCMS)          

「服役」は英語でserviceと訳されているので、

この施設は「国立材料使用安全科学センター」と

和訳したほうが日本の方には理解されやすいであ

ろう。中国においても構造物や産業プラントなど

の大型設備の信頼性の確保、安全性の向上の重要

性が認識され、NCMS創設の計画が中国国家発展

改革委員会で認められ、2008年12月から建設が

開始されている。この計画は、中国の第11期5カ

年計画の中に位置づけられており、中国が進める

12のキー科学技術施設整備の一つとして2007年

2月に国家発展改革委員会において正式に認めら

れたもので、重大工程材料服役安全研究評価施設

(MSAF)を基盤としたものである。

このセンターの活動は、北京科技大学が中心と

なってマネージメントを担当し、瀋陽の中国科学

院金属研究所、西安の西北工業大学、ハルピン工

業大学の協力のもとに進められている。NCMSは、

中国教育部に所属する大学が国家的な責務を果た

すために設立される最初の国立センターである。

NCMSのプロジェクトに投下される予算規模は

5.051億元（約70億円）と予定されている。セン

ターは、北京市海淀区（北京の北側で、多くの大

学がある地域）にある北京科技大学から北へ

24kmのところ（万里の長城に向かう高速道路の

途中）に78エーカーの土地を購入し、建設され

中国で材料安全研究のための
新たな拠点が立ち上がる

サイエンスコンサルタント 八 木　晃 一

つくばからの発信
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る。NCMSの建築面積は10.7万m2である。図は

完成後のNCMSの外観を示す。建物建設のための

鍬入れ式が、中共政治局委員や政府関係者を集め

て、2010年5月末に挙行された。2012年に建物

は完成される予定である。その後、数年のうちに、

500名の研究者、2000名の大学院生等の規模の

研究所になることを目指している。

このセンターの建設を引張っているのはセンタ

ー長の孫冬柏教授（北京科技大学の副校長）であ

る。彼は腐食の研究者である。小生は、このプロ

ジェクトのアイデアの段階から、孫教授から相談

を受けていた経緯もあり、また物資・材料研究機

構（旧金属材料技術研究所）での材料試験や材料

強度研究の経験を生かして中国に材料安全を根付

かせたいとの気持ちから、NCMSの高級顧問を引

き受けている。小生の役割は、NCMSの計画に関

するアドバイス、試験設備導入のアドバイス、試

験や材料などの技術相談、国際ネットワーク作り

の支援、大学院生への講義などである。

このセンターが目指している材料使用に関わる

安全研究の領域は広範にわたるが、おおよそ以下

の分野を対象としている；

・原子力発電および火力発電プラント用構造材料

の機械的性質および材料使用環境での評価

・石油化学プラント用材料の腐食に及ぼす多相流

の影響

・構造材料の大気腐食の特性評価および寿命予測

・力学および化学相互作用下での構造材料の適用

性の評価

・極限環境下での航空および海洋用構造材料の特

性評価

・土木分野（道路を含む）での構造材料の特性評

価と寿命予測

これらの試験・研究を実施するために、材料の

特性を調べる小型試験機を整備するとともに、大

型部材（部品）を使って複合的な条件下での特性

を調べるための6つの大型実験施設を整備しよう

としている。また、試験施設の整備とともに、構

造材料が被る損傷をシミュレーションするための

大型コンピュータも整備しようとしている。

これらの試験研究インフラの整備を図りつつ、

NCMSは、材料や部材の試験、計算シミュレーシ

ョン、材料情報やデータの蓄積の3分野を業務の

柱とし、構造材料の特性を評価し、安全の向上に

寄与することを目指している。このような活動は、

１機関のみでできることではない。このため、世

界の多くの機関との協力関係も進めており、

NCMSにとって極めて重要な相手である物質・材

料研究機構（NIMS）とは、両機関の間で協力の

覚書が2009年7月に結ばれた。

３．中国と日本との交流の進め方

わが国が、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の原発

建設受注で韓国に敗退したのは残念であった。韓

国では官民の協力による後押しが強かったとも伝

えられているが、建設ばかりではなく、長期間の

運転を含めた技術提供の面が大きかったとも伝え

られている。大型産業プラントや機械を使うのは

先進国ばかりではなく、多くの開発途上の国々が

自らの経済力に合った産業インフラや社会インフ

ラを整備しようとしている。しかし、技術を持っ

た運転員や設備担当技術者を自前で準備する段階

にはない国も多い。技術の世界では、製品を設

計・製造して売るばかりではなく、その後の運

転・メンテナンスも含めたサービスを提供するこ

とが重要な時代になったといわれている。このた

め、産業インフラや社会インフラの分野では、設

備の設計や製造の技術者ばかりでなく、運転・保

守のための技術者、指導・教育のための技術者な

ど、総合力を持った技術者が必要とされている。

新設設備の整備とともに、世界では設備の老朽

化が進んでおり、保守管理技術の高度化が必要に

なっている。わが国も状況は同じである。プラン

CROSS T&T no.36（2010.9）

NCMSの完成予定外観
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トや機械設備では、保守点検で定められた箇所以

外のところで事故が起こることも多い。事故の起

こりやすい箇所、また事故が起こったときに大き

な被害が想定される箇所、すなわちリスクの高い

箇所を優先して検査対象にすべきであるが、わが

国の基準は必ずしもそのようになっていない。リ

スクを踏まえた設備管理は欧米で徐々に進められ

ているが、韓国はその動きを積極的に取り入れて

いる。既存技術の蓄積や独自の規制のしがらみが

ないことが幸いして、欧米の先進的な考え方を取

り入れることが柔軟にできるためである。多分、

中国もこの方向で動くことができるので、一挙に

先頭集団の仲間入りをするであろう。残念ながら、

わが国は自らのこれまでの技術蓄積や経験に縛ら

れ、動きにくくなっているように感じられる。

わが国の品質管理は優れており、長い年月にわ

たって積み上げた知識やデータ、経験に基づく技

術の質は高い。これは決して悪いことではない。

これを単に日本流として国内に留めるのではな

く、グローバル化する社会の中で活かすための知

恵を出すことが必要になっている。すでに、自動

車、家電、事務機などの分野で国際的に活躍して

いる日本企業は多い。国内のユーザを相手にして

いる日本の企業といえども、これからは、海外で

活躍している企業が苦労した経験を学び、世界で

戦い、世界と協力する道を目指すべきと思う。わ

が国の高い技術力を背景に持って、グローバル化

する世界に立ち向かい、世界の動きと同調し、協

力していくことは可能である。引きこもりや孤立

しないことが重要である。韓国や中国は日本がし

てきた努力を飛び越えて先頭集団に追いつこうと

しており、この面で弱さを持っていると思う。中

国と向き合っていくには、日本が蓄積してきた知

識や経験を踏まえつつ、国際的な流れに合わせて

対応し、彼らの弱点を補い、世界の中で共に強く

なるように協力していくことが重要であると考え

ている。

４．おわりに

後半の部分を北京で書いている。今回の北京滞

在は6月から7月にかけての3週間ほどであり、今

年の3回目である。北京に来るたびに発見がある。

昨年は、大学の近くに喫茶店を見つけたが、3月

の滞在の時には牛丼の吉野家を、そして5月の滞

在の時には和食レストランを見つけた。いずれも

歩いて行ける距離にある。自らの食のことで恐縮

であるが、食べることは海外での滞在が長くなる

と大事である。これらの店の従業員はみな中国人

である。このため、中国語しか通じず、中国語が

全くできない小生にとっては、注文するのがやや

つらい。これらの店では、日本の文化がきちんと

（ある部分は中国流にアレンジされているが）中

国に伝わり、中国の人々に楽しんでもらっている

ようである。すばらしいことだと思う。そして、

その接客振り、店内の雰囲気は気持ちが良い。日

本のサービスと料理の質の良さが貢献していると

感じる。

〔八木晃一（やぎ・こういち）〕

1946年出生。1968年埼玉大学理工学部機械工学科卒業。

1969年に金属材料技術研究所に入所、そして2006年3月に物

質・材料研究機構材料基盤情報ステーション長を最後に定年

退職。現在は、金属材料の強度・破壊に係わるコンサルタン

トの仕事を企業でさせていただくとともに、（社）未踏科学技

術協会などでの活動を通じて仲間との交流を楽しみつつ、材

料リスク、技術伝承などの問題を考えている。また、北京科

技大学NCMSの高級顧問としてNCMS創設のアドバイスをさ

せていただいている。
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はじめに

つくば市は全国のうちでも稀に見るすばらしい

土地である。東京よりは一時間以内で、行き来す

ることが出来る。市内に関東の名峰筑波山を抱え

市の中心には、沢山の公共施設、商店などを備え、

研究学園都市として全国有数の研究施設や大学な

どがあり、美しい街路樹に囲まれた緑のまちであ

る。そのうえ米をはじめ、豊富な野菜、果樹の生

産地でもある。行楽のシーズンには多くの観光客

が押し寄せ、よそから見れば羨ましい様な所であ

る。

しかし中に入ってよくよく見れば、農業の後継

者は年々減り続け、豊富な農産物も一次産品とし

て処理することにより利益が少ない。何でもある

が、これといった独特のまちをあげての特産品と

食の文化が無いのが欠点となっている。さらに、

中心から離れた農村部は交通が不便で年に数回の

現金収入には耐えられないため、現金収入のため

大半の人達は勤め人として働いており商業施設の

集中化により今から増えてゆく老人にとって暮ら

しづらい環境になっている。

そこで豊富な自然を活かし、農業の一環として

現金収入に結びつき、高齢者にも取り組める仕事

としてつくばにしかない地域資源のチョウザメ種

苗地<フジキン>を使ってチョウザメの養殖村を作

ることです。一方で加工所を作りチョウザメの小

口による冷凍出荷を目指し、つくばにおける和食、

洋食、中華料理の食材としてつくばならではの食

文化の創設をしようとするものであります。この

プロジェクトによってつくばならではの特産品が

生まれることを心より願っております。

１．チョウザメ産業創設プロジェクトの目的

新しい産業を興すにあたっては、沢山の共鳴者

と実行者の協力が不可欠です。そのためには、目

に見える実験プロジェクトを作り具体例を示さな

ければなりません。プロジェクトでは、実際にモ

デル養殖場を作り実践を通して、参加者を増やし

てゆく。又加工場を作ることによって、製品の試

作普及の道筋を付けようと考えております。この

作業を通して、市内の事業者の組織化を図って新

しいつくばの食文化を創設仕様とするものです。

そのためにつくばを愛し、新しい産業と食文化の

ために共鳴し役に立ちたいと考えている人達の清

財を集め事業の助成をして行く為のプロジェクト

です。

２．現在の進行状況

実際の進行には既に養確技術を確立しているフ

ジキンの協力なくしては成功しません。幸いにし

て、フジキンの全面的なバックアップで圃場計画

は順調に進んでおります。飼育の実行者の確定も

し、実行者の土地提供により筑波山麓の美しい国

松山際にまもなく実験圃場が姿を現します。私達

の目的はこの地区に賛同者の飼育現場を増やして

いくことです。勿論つくば内で取り組もうとして

いる人達には、積極的に協力してゆくつもりです。

現在市や商工会のご理解も得て両者よりのバック

アップも心強く思っているところです。

３．今後の課題加工と販売

飼育に関してはフジキンの協カによって、その

チョウザメ産業創設プロジェクト
つくば特有の食文化を創設しよう

代表理事 酒 井　幸 宏

つくばからの発信
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ノウハウを忠実に実行してゆけば、何の心配もあ

りませんが、加工と販売に関しては、今からの間

題です。現在の進行状況は、茨城県工業技術セン

ターと茨城県水産試験場利用加工部の協力によっ

て、チヨウザメの持つ特徴の分析、加工保存の技

術の確立に手を付けた段階です。加工と販売には

段階的に初期の雌雄判別時のオスの食肉の加工保

存と販売ネットの作成。

副産物の利用処理ですが、皮の部分については

利用が確立しております。その他の部分骨に関し

ては、から揚げによるカルシウム食品の製造。特

に最近の大発見と言ってもよいと考えられるの

は、頭の部分に大量にあるゼラチンがスープとし

て、すっぽんの十倍も美味であり、尚且つすっぽ

んにある生臭さも無く、スープとして加工、少量

パック販売すれば、商業用としてのみならず家庭

用としても、販売普及できるのではないかと期待

されていることです。最後には待望のキャビアで

すが、七年後には最大のキャビアが生産されるわ

けです。これを少量の缶詰としてつくば特産のみ

やげ物としても販売でき、現在最高級食材として

輸入に頼っているものが国産品として使用されま

す。

４．最後に

最近の世情は功利主義に満ち満ちているといっ

ても良い状況です。官民挙げて儲ける事が良いこ

とだといった状況にあります。しかし世の中そん

なに捨てたものではありません。このプロジェク

トは、つくばの将来を真剣に考えている市民運動

家の藤原哲氏の情熱と、つくばの農業の将来を心

配し、どうすればよりよい自立した農業と自然保

護に貢献できるかを考えている農家の飯島朗氏の

熱意と、それを伝え聞いた市民と他の都市の住民

の合作です。現時点でこのプロジェクトに賛同し

参加して尊い資金を提供してくださった方は既に

二十名を超えて、初期投資の全額を賄える状況に

あります。実験圃場が完成し放魚が行われれば、

プロジェクト推進のための協カ者がどんどん生ま

れてくると思います。今既に参加を表明し申し込

みを受けつつある方も十名ほどいます。今飯島氏

は副産物の魚の糞の肥料としての価値の実験にも

取り組もうとしています。これが実証出来れば化

学肥料による土地の劣化防止にも繋がります。

私の願いは、この清い志の塊が必ず成果を挙げ

将来美しいつくばの街と特産品、食文化を創設す

ることです。微力ながら出来るだけの協力と支援

を続けてまいります。最後に支援者の今後の新た

なる参加を願って筆を置きます。

支援者申し込み受付は別紙会員募集のご案内

〔酒井幸宏（さかい・ゆきひろ）〕

昭和8年生まれ、土浦市出身。石岡一商農業科。東京農大を

経て昭和31年日活株式会杜ホテル部入杜営業主任。昭和39年

西独ハンブルク市オートパークホテル支配人。昭和41年有限

会杜大幸設立（飲食店の経営）代表取締役就任。昭和46年株

式会杜ピーターパン設立代表取締役就任。平成18年文化庁長

官表彰。食生活文化に貢献により天皇陛下主催の園遊会に招

待される。

現在<株>ピーターパン会長。（財）食生活文化財団副理事長。

茨城県剣道連盟杖道部会長。

自在庵道場庵主。チョウザメ産業創設プロジェクト発起人代

表。

会員募集のご案内
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１．はじめに

これまで筑波研究学園都市を主な拠点として活

動してきた(財)総合科学研究機構（以下「CROSS」

と略）が、今年4月から茨城県内の東海村にもその

活動を拡大するため、いばらき量子ビーム研究セ

ンター内に「東海事業センター」（Tokai Project

Office of CROSS）を開設した。東海村は我が国の

原子力研究開発のメッカとして半世紀以上の歴史

を持つており、原子力機構JAEAと高エネ機構

KEKが8年掛けて共同建設してきた世界最高性能

を誇る大強度陽子加速器施設J-PARCが昨年完成

し、いよいよその利用の時期に入って新たな時代

を迎えている。J-PARC全体像は、永宮J-PARCセ

ンター長によって本誌「CROSS つくば」に掲載さ

れている。
1)

原子力研究には、原子核反応で生じる (1) 熱を利

用するエネルギーとしての原子力の研究と、(2)  2

次粒子を利用する量子ビームの研究に大別される。

原子炉で言えば、前者が発電用原子炉、後者が研

究用原子炉である。後者の2次粒子としての代表が

「中性子」であるが、中性子爆弾という言葉やJCO

臨界事故等で悪役としてのイメージが強い。しか

し、医療分野で医者が完全に管理して使用すれば

麻薬が何物にも代えられない特効薬となるように、

中性子も安全に制御して利用すれば他の手段では

得られない貴重な情報をもたらしてくれることが、

基礎的な学術研究から応用研究、さらに産業・医

療利用ですでに実証されている。これまでわが国

では、主としてJAEAが所有する研究用原子炉

JRR-3の中性子を利用してきたが、このたび完成し

たJ-PARCの加速器による核破砕反応で発生する中

性子を利用することにより、これまでより格段に

進んだ研究や産業利用の道が拓けることになり世

界の注目を集めている。

CROSS東海事業センターでは、このような状況

を踏まえて今年度は中性子利用研究の現状と将来

について、研究動向のみならず研究体制や支援体

制を含めたシステム全体としての大型研究施設の

在り方の企画調査を行っている。まだ発足して4カ

月なので、今回は怖いイメージが付きまとう「中

性子がなぜ役立つのか？」に力点を置いて紹介し

たい。

２．中性子の果たす役割

（１）「探索子」としての利用

中性子は粒子であるとともに波の性質を持ち、

水面上の波が杭などにぶつかってその後ろに“水

の波紋”を生じるのと同じように（図1上）、物質

中の原子によって散乱・回折して“中性子の波紋”

を作る（図1下）。その水の波紋を解析して、杭の

位置と太さを知ることが出来るように、中性子の

波紋を解析して原子の位置と種類、さらにその運

動状態を知ることができる。このような手段を

「中性子回折あるいは中性子散乱、時には中性子回

折・散乱」と呼ぶ。すなわち、中性子ビームは物

質の内部構造を探る「探索子（プローブ）」として

利用される。この時きれいな解析しやすい波紋が

できるためには、プローブの波（水面の波、中性

子）の波長と調べたい散乱体の距離（それぞれ杭

の距離m、原子間距離nm）が同じオーダーである

ことが望ましい。この原理はX線回折や電子線回折

と同じであるが、中性子は原子核に力を及ぼして

東海からの発信

役立つ中性子
－大強度中性子ビームの利用－

(財) 総合科学研究機構 副理事長・東海事業センター長 藤 井　保 彦
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散乱するので（核散乱）、Ｘ線では見えにくい水素

などの軽元素の検出能力に優れており、さらに水

素と重水素などの同位元素も明瞭に識別できる特

徴がある(図2上)。従って、水素を多く含むタンパ

ク質、酵素などの生体分子、高分子などのソフト

マター
2) 
の研究に不可欠な実験手段となっている。

図1 （上）水の波（波長m）が杭に当たって波紋を生じる様子
図1 （下）中性子の波（波長nm）が原子に当たって波紋を生じる様子

図2 （上）リチウムイオン電池材料の結晶構造を、（L）X線と（R）中性子線回折で観たもの［神山氏（KEK）提供］．
X線では重い原子（Mn）が明瞭に見える一方、中性子では軽い原子（Li, O）の位置を特定できる．
（下）噴水の玩具の内部を、（L）X線と（R）中性子線イメージング（実際には動画）で観たもの［松林氏（JAEA）
提供］．X線では電池、ポンプ、ビス等の金属類が明瞭に可視化できる一方、中性子では噴き出している水の様子を
捉えることができる．カバーのプラスチック中の水素によって中性子は吸収される一方、X線ではほとんど透過し
ている様子も見て取れる．
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中性子は、また最小の磁石の性質を持っているの

で、物質の磁石の性質（磁性）を調べたり（磁気

散乱；1994年ノーベル物理学賞受賞者シャル博士

（米国）の業績）
3)
、最近では高密度磁気記録材料や

磁気ヘッド開発にも利用されている。さらに中性

子散乱に用いるnmオーダーの波長を持つ中性子の

エネルギーは、物質中の原子の運動エネルギーと

同程度なので（格子振動、拡散など）、散乱前後で

エネルギーのやり取りのある非弾性散乱測定によ

り物質中の原子の動きを精密に知ることが出来る

（共同受賞者ブロックハウス博士（カナダ）の業

績）
3)
。このような原子の動きを知ることは、物質

の性質（例えば高温超伝導）発現機構解明の鍵を

与えてくれるので、特に基礎研究では重要である。

中性子は、その語源のように電気的に中性なので

物質中に深く進入して内部の情報を得ることが出

来る（高い透過性）。この性質と中性子回折法を利

用して、大型構造物である自動車エンジン、航空

機タービン、金属パイプなどの内部歪みの評価を

行うことが出来る（残留応力測定）。一方、中性子

を用いて人体のＸ線レントゲン写真のように、物

体の内部のコントラストを明瞭に撮影することが

できる（中性子ラジオグラフィー）。この場合も中

性子は水素に特有の働きをして大きな吸収を受け

るので、特に水のイメージを捉えるのに適してい

る（図2下）。これにトモグラフィーを併用すれば、

パイプ中の二層流の挙動、植物の根の生育、木材

や種子中の水分分布、燃料電池中の水の挙動など

を非破壊で３次元的に可視化できるので、近年急

速に需要が高まっている。

（２）「分析子」、「作用子」としての利用

中性子は、レーザーやイオンビームのように物

質を加工する能力はないが、特定の原子の原子核

と直接反応する。この性質を利用して反応後に出

てくるガンマー線を検出し、元素分析を行うこと

が出来る（即発ガンマー線分析、放射化分析）。こ

の「分析子」の性質がppm-ppbの極微量元素分析

に利用されており、蛍光X線分析が重元素に敏感で

あるのに対して、中性子は軽元素に高い検出能力

を持つ。一方、中性子が原子核と直接反応した後、

その原子核が他の元素に変換することがある（核

変換）。この「作用子」としての代表例は、自然存

在比約3%のシリコン
30
Siが中性子と反応してリン

31
Pに換わるもので、92%存在する

28
Si中に不純物P

を均一に混入（ドーピング）することができる。

原子炉を用いた不純物半導体製造法としてかなり

以前から知られ、最近のインバーター製造に代表

される大口径、高品位半導体の必要性から、この

シリコンドーピングはますます注目されている。

３．中性子ビームの発生源

シャル、ブロックハウス両博士の1940-50年代

図3 稼働中、計画中の世界の主な中性子源（○原子炉、●加速器）



の初期の中性子回折・散乱実験は、研究用原子炉

を利用して行われたものである。日本では1960年

代に建設されたJRR-2, JRR-3（ともに10MW、原

研 東 海 ）、 K U R（ 5 M W、 京 大 原 子 炉 、

http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/）の研究用原子炉が、中

性子利用実験の道を拓いた。そして高度化した実

験に対応するために1980年代後半に改造された現

在の J R R - 3 （ 2 0 MW、冷中性子源設置、

http://sangaku.jaea.go.jp/3-facility/04-facility/11-jrr3-

1.html）によって、中性子利用研究分野で先行して

いた欧米先進国に追いつき世界第一線に躍り出た。

一方、1960年代半ばには、東北大核理研におい

て加速器で発生した中性子による中性子散乱実験

が世界に先駆けて成功した。そのパイオニア的実

績は、KEK（現高エネルギー加速器研究機構）に

1980年設置された世界初の加速器中性子源専用施

設KENS（陽子ビーム出力3kW）に引き継がれた。

その後欧米ではKENSを上回る性能の加速器中性

子施設を相次いで建設し、特に I S I S施設

（160kW、英国ラザフォードアップルトン研究所、

http://www.isis.stfc.ac.uk/index.html）は長らく世界

最高性能を誇り、パイオニアである我が国は後塵

を拝してきた。しかし、2001年に原研とKEKの共

同事業として大強度陽子加速器プロジェクト J-

PARC（Japan Proton Accelerator Research Complex、

http://j-parc.jp）がスタートし、昨年2009年に完成

した。このプロジェクトの中核的実験施設である

物質・生命科学実験施設MLF（永宮氏記事図1参

照）
1) 
の中の中性子実験施設JSNS（Japan Spallation

Neutron Source）は、ISISを大きく上回る1MWの出

力の大強度中性子発生を誇り、米国オークリッジ

国立研究所で稼働中のSNS施設（1.4MW、2006年

完成、http:// neutrons.ornl.gov/）とともに世界最高

レベルの性能を有する。

加速器からの中性子は時間的にパルス状に飛来

し、広いエネルギー範囲をカバーする一方、原子

炉からの中性子は時間的に定常的であり、両者を

実験目的に応じて使い分けるのが最先端の中性子

利用方法である。例えれば、前者が投網によって

広い範囲の魚を狙う一方、後者は個々の魚の個性

に応じた一本釣り漁法とも言える。事実、欧米で

は両中性子源を戦略的に配置し、ナノテクやバイ

オの研究を総合的に推進する政策を推進している。

図3に世界の稼働中と計画中（下線）の両中性子源

を示す。我が国においては上述のように、原子炉

中性子源JRR-3と加速器中性子源JSNSが、JAEA

の同一敷地内にわずか800m離れて併設されること

になるので、その先端的な利用に世界中の注目が

集まっている。

４．中性子ビームライン

原子炉や加速器で発生した中性子をどのように
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図4 J-PARC/MLF物質・生命科学実験施設のフロアレイアウト



ユーザーが測りたい試料まで導いて実験をするか

を、一番身近なJSNS/J-PARCを例に説明する。図

４は物質・生命科学実験施設のフロアレイアウト

を示す。図の右上から3GeVのエネルギーを持つ陽

子（プロトン；光速の97%の速度）が入射して中

央にある液体水銀のターゲット（中性子源）に当

たって核破砕反応により大量の中性子を発生させ

る。発生した中性子はそのままではエネルギーが

高過ぎて、物質・生命科学実験には適さないので

（波長が短過ぎる）、中性子源に隣接して設置して

いる20Kに冷却した液体水素の減速材で最適なス

ペクトルに整えられる。そして中性子ビームは内

部に輸送効率を上げるために開発された各種の光

学素子を内蔵した輸送管を通して各測定装置まで

導かれる。この中性子輸送管と測定装置を一体と

してビームラインと呼んでいる。このビームライ

ンは第1実験ホールに12本、反対側の第2実験ホー

ルに11本設置できる。図5は実際に建設されている

第1実験ホール内のビームラインである（図4中に

写真の撮影方向を示す）。ビームラインは全部で23

本設置可能であるが、現在18本が予算化されてお

り12本が稼働中である。同じものは一つもなく一

つ一つが異なる実験目的に最適化した世界最先端

の計測装置であり、自動車でいえばF1レベルの車

である。従って、普通免許証しか持たないユーザ

ーのために専門レーサーによる充実した利用支援

が欠かせない。

なお、J-PARCの中性子利用に興味ある方のため

に、筆者らによる紹介記事を文献
4～5) 
に挙げておく。

５．Small Science at Large Facility

一つ一つの中性子散乱実験は、比較的少人数の

研究グループで実施することができる意味でsmall

scienceと言うことができる。しかし、その実験の

ためにはlarge facilityである原子炉や大型の加速

器を必要とする。かつては中性子散乱実験だけが、

Small Science at Large Facilityであったが、今で

は放射光実験もその仲間入りをし、中性子コミュ

ニティの大きさを遥かに凌いでいる。smal l

scienceに対してlarge scienceもあり、それは数百

人規模のグループが共通の目的である未知の素粒

子発見を目指す高エネルギー物理実験に代表され

るものであり、small facilityは一研究室で維持管

理運転できる小規模の実験設備のことを言う。

Small Science at Large Facilityは、“料理”に譬え

ることが出来る（図6）。すなわち、原子炉や加速

器は“調理用ガスコンロ”、ビームを利用する実験

装置（ビームライン）は“調理器具”であり、そ

れぞれのプロが世界最先端技術を駆使して考案し

ている。それらで実験する対象の試料は“食材”

であり、食材作りのプロには事欠かない。これら

を知り尽くして実験する研究者は一流の“料理人”
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図5 J-PARC/MLF物質・生命科学実験施設第1実験ホールの現状（図4参
照）．右奥の円筒状容器の中心が中性子源で、そこから放射状に中性子輸
送管が各装置まで延びている（第1、2実験ホールにそれぞれ12，11本）．



であり、食材を知り尽くして最大の味を引き出す

料理を考え、最適な調理器具と火加減によって

“垂涎の一皿”が出来上がる。どれが欠けていても

一流の料理は作れない。ましてやガスコンロの火

力や調理器具の不足、料理人の腕の悪さのために、

持ち込まれた一流の食材を台無しにしてしまって

は取り返しが付かない。逆に一流のガスコンロや

調理器具を持ちながら、眼が利かない料理人が三

流の食材を料理してまずい料理を作ったのでは、

笑われ者になってしまう。一流の食材を作るプロ

が、珍しいものができたらすぐ新しい料理作りの

一流料理人を擁する施設に連絡してくるようにな

ればシメタものである。これらは中性子や放射光

などの大型設備を持つ施設側が常に心すべきこと

であろう。
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図6 中性子や放射光実験のように線源として大型加速器や原子炉等を必要とする研究（“Small Science at Large

Facility”と呼ぶ）は、料理に譬えることができる．
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第１世代原発から第２世代への連結　

「トリウム原子力」の検討を私たちは強く要求

してきている。しかし、それは「ウラン原子力」

の全否定を意味するものではない。現行の「ウラ

ン原子力」（第１世代、図１の○A ）は大前提であ
る。それを前提としながら、第１世代の次に連結

（link）してゆくべき第２世代の原子力として

「トリウム原子力」を想定しているのだ。（図１の

○A ＋○D 、もしくは○A ＋○Ｅ ）。これに対して、現
在、この国の原子力行政当局は、「トリウム原子

力」をまったく視野に入れていない。

彼らは同じ「ウラン原子力」の世界のなかだけ

しかみていない。そのなかだけで第１世代から第

２世代へと展開してゆこうとしている。しかも、

それが行き詰まっている。高速増殖炉が（原型炉）

「もんじゅ」は6000億円もの巨費を投入しておき

ながら、14年昔に故障したまま、立ち往生して

きた。稼働を始めて半年後の故障であった。これ

が図１の○B の現況なのである。ただ立ち往生し
ているだけではない。よしんば「もんじゅ」（系）

の炉がうまく稼働できたとしても、この○B で示
した発電系では発電コストが無茶苦茶に高くな

る。

豊田正敏博士（東電・元原子力本部長、副社長、

日本原燃・元社長）の試算では、この「○B 発電
系」全体での発電コストは現行の「○A 発電系」
の３倍～４倍も高くなる。

しかも、「○B 発電系」によって、プルトニウム
（原爆材料）の増殖を目ざすという目標は、核兵

器廃絶の理念にも逆行するものだ。核拡散に資す

つくばへの手紙

「ウラン原子力」から

「トリウム原子力」へ ②

科学ジャーナリスト 飯 沼　和 正

図１ ウラン原子力からトリウム原子力への移・転換
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るものだ。

これに比べると「トリウム」核燃料は原理的に

プルトニウムを産生しない。それでいて実利性に

も優れている（安全性もより改善される。経済性

も一段と良くなる）。「トリウム」は原子力基本法

（1955年制定）の第１章にも明記されている核燃

料である。それがまったく検討の対象にもなって

いない。これは誠に珍妙な話ではないか？

「もんじゅ」（プルトニウム増殖型）は断念を　

では、「第２世代の原子力」は何故、必要なの

か？第１世代の原発、「○A ウラン燃料―軽水炉―
…」発電系だけではダメなのか？

この「○A 発電系」だけでは、ウラン
燃料を炉のなかで“燃やす”と必ず、

プルトニウムが発生する。このプルト

ニウムは核燃料でもあると同時に、原

爆材料でもある。その上、ある種の液

体金属（例・ナトリウム）のなかで上

手に燃やすと、このプルトニウムとい

う核燃料は、わずかではあるが、自己

増殖してくれる。この自己増殖性をう

まく利用することによって、核燃料の

自給体制が出来る。海外資源に頼らな

くてもすむ“準国産”の原子力体制が

出来る…かもしれぬのである。これが

50年の昔、原子力発電の草創期には大

きな夢であった。しかも当時、ウラン鉱床は世界

的に乏しかった。だから、原子力発電の普及、拡

大に伴なってウラン核燃料の供給不足が懸念され

た。プルトニウム増殖炉○B の開発は、ウラン資
源の乏しい国ほど切望した。そして、英、独、仏、

日本の順に技術開発に着手。巨額を注ぎつぎ込ん

だ。そして、ほぼこの順に挫折して行った。

しかし、問題は原子炉（増殖炉）の技術的難点

だけではないのである。この○B という発電方式
がよしんば技術的に完成の域に到達し得たとして

も、この「○B 発電系」全体の発電コストは○A 方
式に比べて相当に（３倍～４倍）高くなりそうな

のだ。そのような見通しがはっ

きりとしてきた。その上、50

年昔には、深刻に懸念されてい

たウラン燃料の供給不足がこの

50年間、現実には一度もなか

ったのである。ウラン鉱床が、

この間に、新しく、世界各地で

続々と発見されたからだ。目下

の見通しはでは、今後100年間

も充分足りる―ということにな

っている。だから、わが国でも

「もんじゅ」開発の緊急性は

“ナクナッタ”と田中俊一氏

（原子力委・前委員長代理）は

明言している。（同委メールマ
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ガジン 09年６月26日）。

つまり、プルトニウム増殖炉を開発する

社会的要請は消え失せた、といってよい。

（にもかかわらず、文科省予算・2010年度

では原型炉「もんじゅ」開発再開に400億

円弱がすでについている。これは、行政刷

新会議で少なくとも“相当削減して”しか

るべき課題だ）。

第２世代として

「○Cプル・サーマル系」の登場　
一方、わが国では（世界でも）第１世代

の原発として、「○A 」方式がすでに（過去
50年にわたって）定着、実働している。

現在、54基の発電炉（軽水炉）が稼働。

日本全体の電力供給の約４分の１（26％）

は、これでまかなっている。また使用ズミ

燃料の再処理施設（青森県六ケ所村など）

も完成。稼働開始を待っている。これらは

図１の「○A 」の範囲内での話だ。
ところが、この「○A 発電系」では、使

用ズミ燃料の再処理の結果として、プルト

ニウム（原爆材料）が必ず産生する。ウラ

ン燃料を軽水炉で燃やすとウランの一部が

必ずプルトニウムに“化ける”。発電炉の

稼働年数がふえ、炉の増設が進むにつれて、

このプルトニウムの蓄積（“在庫量”）はどんどん

ふえてゆく。原発は確かに、ＣＯ2を発生しない。

しかし、発電のあと始末工程から発生するプルト

ニウム（最も格好な原爆材料）の“ヤマ”はどう

してくれるのか？つまり、核拡散をどうやって防

止するのか？核兵器廃絶を目ざすという理念を掲

げるのであれば社会からすべからくプルトニウム

を減少、消滅させてゆかねばならない。脱プルト

ニウム化、を目ざさねばなるまい。「○B プルトニ
ウム増殖」ではなくプルトニウム「消滅」を目的

として、新しく登場してきたのが「○C プル・サ
ーマル発電系」だ。この発電系では、新型炉（液

体金属炉）は使わない。在来型の軽水炉を用いる。

そしてプルトニウムとウランとの混合燃料を燃や

す。燃やしたあとの使用ズミ燃料は再処理する。

（従って再処理施設も必要になる）。この「○C 」
の場合は新型炉の開発はやらずに在来型の軽水炉

を用いるのでその開発費は節約できる。他方、こ

の混合燃料（ウラン＋プルトニウム）ではプルト

ニウムは燃えて消滅、減量化する。他方ウランの

方はプルトニウムに変換して、その増量化に寄与

してしまう。この減量分と増量分との差し引きで、

減量分の方が大であるために、燃料全体としての

プルトニウムの減量が達成できるのである。ここ

までの試みは、日本でもすでに始まっている。

09年11月には営業運転が始まっている（佐賀

県・玄海原発３号機、九州電力）。
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豊田提言：“プル・サーマルのトリウム燃料

化－「○D」”
この「○C プル・サーマル発電系」に対して、

豊田博士は「○D プル・サーマル発電のトリウム
燃料化」を提言する。つまり「○C 」発電系の混
合燃料である「ウラン＋プルトニウム」を「トリ

ウム＋プルトニウム」に代替させるのである。そ

の場合、トリウム燃料は軽水炉で燃してもプルト

ニウムには変換しない。この点がウラン燃料との

大きな違いである。このことの故に「トリウム＋

プルトニウム」の混合燃料の方が「○C 」発電系
の混合燃料よりもプルトニウム消滅の度合いがよ

り大きくなる。つまり、“脱プルトニウム化”が

促進される。

これが「○D 」系が「○C 」系に勝る第１点であ
る。これは“プルトニウム（原爆材料）増殖”で

はない。核兵器廃絶の理念にもより大きく合致し

た概念（コンセプト）である。しかも、単なる理

念だけに畄まるのではなく、こちらの方が実利性

にも優っている。

すなわち経済性、安全性、ひいては社会の受容

性にも勝っている。というのは、トリウム化した

混合燃料「トリウム＋プルトニウム」の方が

「○C 系」の混合燃料（ウラン＋プルトニウム）よ
りも軽水炉のなかで長時間、燃える。格段に長く

燃える。これが経済性（発電コスト）を良くして

くれる。燃料が炉のなかでより長時間燃えるとい

うことは“灰”の量も少なくする。また燃えかす

燃料そのものが少なくなる。これは使用ズミ燃料

のあと処理工程を格段に楽にしてくれる。それは、

ただ“灰の量”だけの問題ではない。“灰の質”

にもかかわってくる。

核燃料の“燃えカス”はすべて放射性を伴って

いる。この“燃えカス”の放射性が「○D 」系
（トリウム系）は「○C 」系（ウラン系）よりも弱
いのである。したがって、使用ズミ燃料のあと仕

末（処理）工程が「○D 」系はずっと楽になる。
現在、完成している六ケ所村（青森県）の再処理

施設（約2.2兆円）のような巨費を投入すること

がない。いわゆる「直接処分（Ｏnce-through方

式）」でもって、あと仕末がやれそうなのである。

さらに付け加えておかねばならぬのは天然資源

として、トリウム鉱石（モナズ石）はウラン鉱石

の３～４倍、豊かに賦存していること。資源供給

が枯渇する懸念が、ほとんどナイ。しかも、これ

は未利用資源である。したがって値段も安い。豊

田博士は以上のような数々の理由から、「○C 」系
を「○D 」系に代替えさせるべきと力説するのであ
る。核兵器廃絶の理念にも合致し、実利性も大で

ある。しかも巨額の開発投資を要しない―からだ。

＋
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他方、核兵器廃絶の理念には逆行し、その上、

経済性（発電コスト）が３倍以上も悪くなりそう

な「プルトニウム増殖炉」の開発（再開）には、

目下、2010年度、約400億円が投入されようと

している。これに対して「○D 」（トリウム）発電
系の開発は多分、「10億円」以下の資金ですむと

みられる。（註：「○D 」発電系の提案は豊田氏の
みではない。米国・上院議会では２人の議員によ

って法案が用意されている）。

「トリウム熔融塩炉・発電系―○Ｅ」米海軍が
「10億ドル」予算化、開発始まる

図１に示した○A 、○B 、○C 、 ○D ―のすべての
が発電系では核燃料は固体型である。核燃料の粉

末をペレット状に固体化し、それを金属製の（円

筒状の）サヤのなかに積み重ねてゆく。核燃料は

およそ、このような固体形状だ。これを薪の束の

ようにして原子炉（核反応炉）のなかに並べてゆ

く。

これらに対して「○Ｅ トリウム熔融塩炉・発電
系」（P40の図6参照）は完全に別の概念（コンセ

プト）である。核燃料そのものが固体型ではなく、

液体型である。フッ素系の化合物を高温で液体状

態にし、これを溶媒にする。一方、核燃料（ウラ

ンやプルトニウム）もフッ素系化合物とした上で、

これを溶質として前述の溶媒（「フリーベ」と呼

ぶ溶媒）のなかに溶かし込む。そして、ある特定

のタイプの原子炉のなかで核反応を起こさせる。

この混合液体（熔融塩、透明でサラサラ状の液体）

を炉の内から外へと循環させて、核反応熱をとり

出す。そして蒸気タービンを回す。そこでは発電

系全体が化学装置的であって液体処理方式であ

る。対するに○A 、○B 、○C 、○D ―の発電系はい
ずれも機械装置的であり、固体反応方式である。

トリウム燃料を扱う原発技術としてはこの○Ｅ
が最も優れた概念（コンセプト）だとみなされて

いる。事実、米海軍はこの液体炉の開発に2010

年予算で「10億ドル」（約900億円）を承認。す

でに着手している。恐らく潜水艦用のエンジン

（舶用炉）が最初の目標と想定される。（歴史的に

も現用の軽水炉＝「○A 」系＝は50年の昔、最初
は、潜水艦の舶用炉として開発されたものだっ

た）。また米国ではＯak Ｒidge 国立原子力研究

所（テネシー州）において、1960～65年にかけ

て熔融塩炉の開発がかなり本格的に進められた。

ただし、それはウラン―プルトニウム燃料を利用

したもので、トリウム燃料は用いられていない。

この概念（コンセプト）をトリウム燃料に置き換

え、発電炉システムの方向に展開させたのが日本

では古川和男博士（旧原研・主任研究員、東海

大・元教授）だった。彼は400億円程度の開発費

でもって小型の実証プラントが作れると提唱。た

だし、その支援は未だ得られていない。トリウム

は原子力基本法（1955年制定）にも第１章で明

記されている核燃料である。しかし日本における

取り組みは世界に比べて「余りにも退嬰的すぎる

…」（山脇道夫、山名元）と日本原子力学会誌

（05年12月）は報じている。

〔飯沼和正（いいぬま・かずまさ）〕

1932年生まれ。朝日新聞記者として原子力などを担当。

1970年独立。77年「トリウム・サイクルの検討を」などを発

表。「活エネルギー政策研究会」代表。著書「模倣から創造へ」

など15冊。横浜市在住
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（財）茨城県科学技術振興財団つくばサイエン

ス・アカデミー（通称SAT：Science Academy of

Tsukuba）は、本年11月16日に設立10周年を迎え

ます。

そこで、今年は、７月23日（金）に筑波大学長

山田信博先生をお招きしてSAT10周年記念SATフ

ォーラム及びSAT10周年記念パーティーを、12月

24日（金）～25日（土）にSAT10周年記念TXテ

クノロジー・ショーケースを、それぞれつくば国

際会議場で開催するなど、様々な記念行事を開催

します。

10周年を迎えるに当たり、写真を中心として

SAT10年間の歴史を簡単に振り返ってみたいと思

います。

１　設立経緯

SAT会長（2009（平成21）年７月24日までは

理事長）でもある江崎玲於奈先生を館長にお迎え

し、1999（平成11）年６月１日につくば国際会議

場が開館しました。その開館記念イベントとして

同年11月17日～19日に開催された国際会議「サイ

エンス・フロンティアつくば(SFT)999」の最終日

に「つくば宣言」が発表され、SATの設立が採択

されました。

その結果、翌2000（平成12）年11月16日に、

同年ノーベル化学賞を受賞した白川英樹先生らに

よる設立記念講演会と設立総会が開催され、異分

野の研究者間の交流、科学に興味と楽しみを感じ

る若者の育成や市民の拡大などを目的としたSAT

が誕生しました。

２　実施事業

SATでは、つくば国際会議場に会員が自由に交

流できる部屋を２室（サロン・レオ）確保し、多

くの科学者・技術者の交流を進めてきた他、多様

な事業を実施しています。主な事業を紹介します。

①　継続事業

○ SATフォーラム（様々な専門分野の研究

を促進するため、著名人を招いて実施して

いるフォーラム。ノーベル賞受賞者の野依

良治、小柴昌俊、小林誠各氏等を招いて開

経済・ビジネス

SATの10年間を振り返って

（財）茨城県科学技術振興財団　つくばサイエンス・アカデミー

事務局長　野 上 周

SAT10周年記念SATフォーラム

設立記念講演会
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催している。）

○ テクノロジー･ショーケース（科学・技術

の成果を産業に活かし、企業との交流を促

進するため開催。ポスター発表とポスター

発表者による１分間のインデクシングを中

心に行われている。）

○ 江崎玲於奈賞授賞式・受賞記念講演会

（関彰商事（株）様協賛により、毎年ナノテ

クノロジー分野で活躍している優秀な研究

者を表彰し、記念講演会を行っている。）

②　過去に実施していた事業

○ ランチョンセミナー（６年間、昼食時に

開催していたセミナー）

○ サイエンスカフェ（学校や公民館などを

会場として、２年間実施したセミナー）

③　最近開始した事業

○ SAT「つくばスタイル交流会」（サイエン

スとアートを組み合わせた情報発信を行う

とともに、科学・技術の普及啓発を図る事

業。2007（平成19）年度から５回開催。）

○ 賛助会員交流会（賛助会員間の交流を図

るとともに、大学・国立研究所等の研究者

等と交流を図る事業。2008（平成20）年度

から４回開催。）

３　最近の出来事

SATは、運営基盤の安定化を図るため、2009年

度から（財）茨城県科学技術振興財団と統合しま

した。

そして、2009年度には、海外の優れた研究者等

を招いて、外国語による講演を行う第１回国際講

演会（講師：ノーベル博物館長　スヴァンテ・リ

ンドクヴィスト氏）を開催したり、自然科学系の

部活動を熱心に行っている高校の部活動において、

指導者登録済みのSAT会員による特別指導を行う

自然科学部員特別指導事業を開始しました。

また、最近は賛助会員企業を中心とした技術者

との交流や会員に関する広報の充実に力を入れて

います。

例えば、前述の賛助会員交流会のほか、会員相

互の交流を深めることを目的に、事務局が賛助会

員の事業所を訪問し、事業内容や技術開発の内容

についてお伺いしたものを、「事務局だより」（メ

ルマガ）、SATホームページ、会報などを通じて紹

介していく賛助会員訪問を2008年度から開始し、

現在26企業を訪問しています。

さらに、７月１日から、SATホームページに

「会員リンク集」を掲載したほか、８月１日からは

トップページにおいて会員の最近の動静をお伝え

第６回江崎玲於奈賞授賞式 第３回賛助会員交流会

ショーケース2010
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する「会員情報コーナー」の掲載を始めました。

そして、今年度から、イベント開催時に、賛助会

員のちらし、パンフレット、試供品等を参加者に

お配りする「賛助会員広報コーナー」の設置を開

始したところです。

４　SATの課題と今後

SATは、（財）茨城県科学技術振興財団と統合し、

運営基盤は安定してきましたが、会員の高齢化な

どに伴い500名を数えた個人会員は300名を切り、

100を超えていた賛助会員数も市町村合併に伴う自

治体会員の大幅減少などにより60あまりに減少し

てきています。

今後経営基盤を安定化させ、事業を円滑に実施

するためにも、若手研究者などを発掘して個人会

員を増加させることや、民間企業を中心として賛

助会員数を増やすことが必要になってきていると

思われます。

また、会員の皆様のご意見を取り入れながら、

新しい企画にもどんどん取り組んでいく所存です。

５　会員になるには

SATに入会しますと、開催する各種事業へ参加

できますし、会報やメルマガを受け取れます。ま

た、つくば国際会議場４階にあるサロン・レオを

無料で使用することができます。

ぜひご入会ください。

なお、入会ご希望の方は、入会申込書をお送り

しますので、下記事務局にご一報ください。

また、年会費・事務局は、以下のとおりです。

(1) 年会費

① 一般会員　　　　　５，０００円

② 学生会員　　　　　３，０００円

③ 賛助会員　　　　５０，０００円（１口）

(2) 事務局

（財）茨城県科学技術振興財団

つくばサイエンス・アカデミー　事務局

〒305-0032 つくば市竹園2-20-3

つくば国際会議場内

TEL：029-861-1206

FAX：029-861-1209

E-mail：academy@epochal.or.jp

ＵＲＬ http://www.science-academy.jp/

〔野上　周（のがみ・しゅう）〕

1966年茨城県久慈郡水府村（現常陸太田市）生まれ。茨城県

立太田第一高等学校、慶應義塾大学文学部史学科を卒業後、

1989年茨城県教育委員会に採用。その後、茨城県教育庁企画広

報室（現総務課）、茨城県保健福祉部厚生総務課等を経て2009

年より現職。

第５回SATつくばスタイル交流会

賛助会員訪問

第１回国際講演会
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経済・ビジネス

１．はじめに　

日本製品が世界中でもてはやされ、日本の製造

技術ほど強いものは無いとうらやましがられた時

代もありました。しかし、斬新なアイデアやシス

テム構成力等で先を行く先進国や、技術レベルを

急速に高めつつある新興国に追いつき追い越さ

れ、日本製品の地盤沈下は進むばかりです。『研

究開発から優れた成果を生み出し迅速に産業へ移

転するには、産学官連携が重要』と指摘されて久

しいですが、未だ十分とは言えません。支援機関

も、新たな視点から支援事業に取組むよう迫られ

ている状況です。

２．ハードとソフトの企業支援　

（株）つくば研究支援センター（TCI）は、文

字通りの“研究開発”から産業振興にいたる広範

な領域で、産学官連携とベンチャー・中小企業支

援に係わる様々な事業を行っていますが、経営の

柱は『レンタルラボ・レンタルオフィス』、『貸会

議室』といったスペース提供事業です。物理的な

スペース提供に加え、インキュベーションマネー

ジャーやコーディネータによる日常的フォローア

ップ、税理士／社会保険労務士／弁理士等の専門

家による無料相談会や、産総研／筑波大と連携し

たベンチャー技術発表会等の開催、ビッグサイト

等で開催される大規模イベントへの出展支援

等々、ソフト面での支援にも力を入れています。

『創業、新事業進出の際に、迅速かつ適切なサー

ビスを提供し、筑波研究学園都市を我が国有数の

新産業・新事業創出の拠点にするとともに、地域

経済の発展に貢献する』という経営理念から、景

気や企業の業績に敏感に反応するというより、若

干長い目で見て育てるという考えで運営していま

す。しかしリーマンショックに続く景気後退の影

響を受け、昨年度決算時と比べ入居率／貸し室利

用率ともに低下しており、様々な対応が必要とさ

れているのも事実です。まずは、お客様へのPR

とニーズ把握が重要と考え、関係企業を訪ね、

TCIの事業をご説明するとともにお客様のニー

ズ・ご要望をお聞きする等の取組みを強化してい

るところです。

３．新たな事業展開

3-1 国際展開

従来事業の継続だけでなく新たな試みも始めて

います。一つは国際展開への支援です。中小企業

の中には海外進出したいが、人材不足、商習慣の

違いに関する知識・経験不足などで手がつけられ

ないところが沢山あります。そこで、海外企業と

のビジネス展開を目指し、各地域の産業集積を海

外に紹介・PRしようと考えています。つくば市

は先端技術の集積を活かした街作りを目指し“ロ

ボットの街つくば”を標榜しています。TCIは、

茨城県やつくば市等からなる茨城県圏央道沿線地

域産業・交流活性化協議会の事務局として、つく

ばを含む圏央道沿線地域への企業誘致、産業集積

を推進する必要があります。そこで、つくば周辺

に立地し、海外進出に強い意欲を持つロボット・

IT関連ベンチャーを選び、米国ラスベガスで開催

されるCES（国際家電見本市）で共同出展・デモ

する計画です（関東経済産業局の地域産業集積海

外展開支援事業）。JETROとも連携し、出展を商

先端技術から産業集積への支援を目指して
－研究開発・産業振興支援－

（株）つくば研究支援センター常務取締役 一 條　久 夫
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談につなげられるよういろいろと検討を重ねてい

ます。本事業に関連して圏央道沿線地域に先端産

業を集積させるには、それを担う人材の育成も重

要と考え、ロボットやバイオの人材育成講座も開

催しています（茨城県圏央道沿線地域産業活性化

人材育成事業）。昨年度の『ロボット人材養成講

座』には定員を超える希望者が集まり、土曜の午

後3.5時間、5回にわたる講座に熱心に取り組む様

子は、ロボット技術・産業への関心の高さを示す

良い事例となりました。

3-2 新成長分野

二つ目は成長産業への進出支援です。去る6月

28日に、いばらき成長産業振興協議会の設立総

会が水戸・三の丸ホテルで開かれました。

企業の関心が高く中小企業の進出を期待する成長

分野（国の成長戦略とも整合する4分野（次世代

自動車、環境・新エネルギー、健康・医療機器、

食品））に県内中小企業の進出を促すため、県内

の企業や大学・公的研究機関、産業支援機関等が

参集し、情報を共有しつつ、ビジネス創出へ向け

た様々な活動を行おうというものです（茨城県の

戦略分野関連産業推進事業）。それぞれの成長分

野毎に研究会を設け、産業動向、技術課題、公的

支援策等に係わる情報・意見交換、工場見学等に

よる理解増進を図りつつ、大手企業とのマッチン

グ、更にはビジネスへと発展するよう計画してお

り、地域産業の活性化につなげたいと考えていま

す。

3-3 オープン・イノベーション

TCIでは、様々な形で、産業ニーズと技術シー

ズのお見合いを企画・開催してきましたが、今後、

オープン・イノベーションに向けた“ニーズ公開

型”のマッチングを増やそうと考えています。こ

れまでは、ベンチャー等の技術シーズを発表して、

興味を持つ大手企業と面談する形が中心でした。

例えば、三井物産（株）と共催のビジネスマッチ

ングでは、対象分野を絞り、独自技術を持つベン

チャーや研究機関が技術シーズの発表・デモを行

います。三井物産（株）の呼びかけに応じて参加

した大手企業は、関心あるベンチャー・研究機関

と面談し、後日の商談につなげるという形です。

昨年度は、ロボット関連のベンチャー5社と公的

研究機関の２グループがプレゼン・デモし、面談

も活発に行われました。生活支援ロボットへの関

心が高く、約140の大手企業が参加されました。

一方、大阪ガス（株）／京都リサーチパーク（株）

と共催のマッチングでは、大阪ガス（株）が必要

としている70弱にのぼる技術課題について詳細

な説明を行い、参加企業側は、課題を解決しうる

独自技術を提案するという形式です。これらの提

案のうち、一次スクリーニングを通った提案につ

いてマッチングが行われることになります。正に

オープン・イノベーションに向けたマッチングの

好例と言えるでしょう。

４．産学連携の促進　

この他、経済産業省の委託事業の管理法人とし

て、地域の研究開発プロジェクト（PJ）の管理運

営（PJ全体の進捗・予算管理等）を行っています。

大学や研究機関の研究成果を産業界に紹介し相互

に交流するセミナーなどとともに、産学官連携を

促進する上で重要な事業です。今年度は、経産省

の戦略的基盤技術高度化支援事業に新たに採択さ

れた5件（「3次元画像認識による自動錠剤識別機

と錠剤識別技術の開発」、「Ultra-Android：マル

チコア対応組込みソフトウェア・プラットフォー

ムの研究開発」、「半導体製造装置における故障予

兆検知組込みソフトウェアの開発」、「ピコ秒グリ

いばらき成長産業振興協議会設立総会
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ーンレーザーを用いた無熱切削加工技術の研究開

発」、「金型成形プラスチックマイクロ流路型チッ

プの加工精度向上による実用的なバイオアッセイ

システムの開発」）、及び昨年度から継続している

地域イノベーション創出研究開発事業1件（「先端

的画像処理技術を用いた新しい牛の分娩管理シス

テムの開発」）の計6件のPJを推進しています。

５．むすび　

従来の事業に加え、本年度からの新たな試みが

真の“産業振興”につながるよう不断の努力を続

けるつもりです。皆様の一層のご指導ご支援をお

願い致します。

〔一條久夫（いちじょう・ひさお）〕

1946年千葉県生まれ。1974年通産省工技院繊維高分子材

料研究所入所（高分子材料による生体触媒の固定化／感熱性

高分子の調整・利用等の研究に従事）、1993年工技院研究所

の再編により物質工学工業技術研究所勤務（企画室長等）、

2001年工技院研究所の独法化により産業技術総合研究所勤務

（四国センター所長等）、2009年つくば研究支援センター入社、

現在に至る。

つくばビジネスマッチング会におけるデモ風景
（三井物産（株）と共催
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１．「サービス化」に向かう生活と経済

日本が高度経済成長期にあった頃，私たちは，

大きな家に住み，大きなクルマに乗り，高価な物

を買うことができる高級な生活を目指して働いた

ものだった。今，多くの人々は，素晴らしい音楽

を聴く，家族や友人と旅行に行く，市民健康マラ

ソンを走る，郊外での野菜作りするというような

「思い出に残る体験」が生活の質を高めると思っ

ている。また，少子高齢化社会の中で，医療・介

護施設や保育所の充実が叫ばれている。社会経済

の構造は大きく変わり，今や第3次産業（サービ

ス産業）が，国内総生産においても就労者人口に

おいても，7割を超すに至った。伝統的なモノ作

り企業でも，単に製品を市場に送り出すにとどま

らず，顧客における製品の使われ方をモニターし、

顧客満足度を観察することで、新しい付加価値や

需要を探っている。生活・産業・社会の重点が

「モノ」から「サービス」に移ってきたのである。

このような「サービス化」は先進国で顕著に見ら

れるのみならず，発展途上国においても急速に進

行している。ここで，「経済のサービス化」とは，

「経済においてサービスの占めるウェイトが拡大

する傾向。単にサービス産業を中心とした第3次

産業の就業比率や総生産の割合の高まりを意味す

るのではなく，第1次産業や第2次産業も含めた

経済全体において，知識・情報・サービス型にシ

フトする傾向を意味する」（有斐閣経済辞典）。

２．サービスサイエンスの発端

工業社会では，いろいろなモノを作る技術を研

究する工学が役に立った。製造物の種類に応じて，

機械工学，電気工学，計算機工学，情報・通信工

学，化学工学，原子力工学などが発達し，大学の

工学部や企業における製品の開発，製造（モノ作

り）技術の革新・カイゼンにより，モノの機能・

品質・生産性は極限にまで向上してきた。これに

対して，サービスは「勘と経験」「結果オーライ」

で行われ，技能の継承・発展も個人的努力に任さ

れて，科学的アプローチは未発達である。そして

（特に，我が国のサービス産業について）生産性

が低いと言われている。製造業においては，部品

展開に基づく製品の原価計算法や品質管理技法が

確立されているのに対して，サービスでは，生産

性の測定や算出法さえ明確ではない。社会経済の

重点がサービスに移った今，サービスの生産性向

上とイノベーションの方法を科学的に研究し，そ

の知識と技術を身に付けた人材を育成すること

が，国の経済的発展に不可欠であるとの認識が広

まりつつある。これを目的として，数年前から

「サービスサイエンス（科学）」，「サービス工学」

などと呼ばれる分野の研究と人材育成を目指す動

きが多くの国で始まった。

多様な業態に渡りヒトの感性に関わるサービス

の科学的研究には，従来の経営学や経済学のみな

らず，数理科学・情報科学・意思決定の科学・産

業工学・心理学・法学等を含む多くの学問分野の

融合が必要と言われている。そして，広い分野に

わたる基礎知識と，特定の分野における専門知識

を兼ね備えたいわゆる「Ｔ字型人材」「π字型人

材」の育成が求められている。

経済・ビジネス

サービス分野の人材育成

筑波大学大学院システム情報工学研究科　教授 高 木　 英 明
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３．筑波大学での取り組み

今日の産業界は情報化とサービス化が広く深く

進んで社会基盤化し，製品市場とサービス市場に

は，マスとしての顧客ではなく，提供者と「個客」

との間の双方向コミュニケーションに基づく産業

構造の再構築が叫ばれている。人を対象とするサ

ービスにおいては，顧客が生産プロセスと価値創

造に深く関与することから，サービスの生産性向

上やイノベーションのためには，顧客意識の的確

な把握と管理が不可欠である。このような社会の

要請に応えるために，筑波大学では，数理科学・

情報科学・経営学等の教員を擁する大学院システ

ム情報工学研究科社会システム・マネジメント専

攻を中心として，2006年度に顧客満足に焦点を

当てた「サービス・イノベーション」研究教育プ

ロジェクト・チームを結成し，同年度に授業科目

「サービス科学：理論と実践」を開設し，以来，

学内外の競争的研究資金を獲得して活動を継続し

てきた。2007～9年度には，文部科学省「産学連

携による実践型人材育成事業」として「顧客志向

ビジネス・イノベーションのためのサービス科学

に基づく高度専門職業人育成プログラムの開発」

プロジェクトを実施した。このプロジェクトの目

標は，経営・政策科学専攻MBAコースにおいて，

顧客志向のサービスに関する学際的科学知識とデ

ータ分析能力を有し，新しいビジネスモデルの創

出ができる人材育成のための教育モデルを開発す

ることであった。続いて，2009～10年度に経済

産業省「産業技術人材育成支援事業（サービス工

学人材分野）」として「大学院生と企業の実務者

等が一堂に学ぶサービス進化システムを先導する

人材の育成」を受託し，地域のサービス企業を対

象とする実務者向け「サービスカイゼン研修コー

ス」を開講中である。

４．サービスカイゼン研修コース

「サービスカイゼン研修コース」は，サービス

業において5年以上の実務経験もしくはそれに相

当する経験を持つ地域の実務者有志が，科学的・

工学的アプローチによるサービスカイゼンのため

の知識とスキルを習得し，自社の経営に活用する

ことを目的としている。受講者は，①顧客・従業

員の満足度に基づき「価値の最大化」を目指す

「効果性のサイエンス」②経営資源の最適活用に

より「コストの最小化」を目指す「効率性のサイ

エンス」③効果性と効率性を戦略的に束ねる「統

合のアート」、という3つのコースを順に受講し，

受講者自身の企業を想定したカイゼン提案を行

う。この実務者向けコースと並行して， MBAコ

ースの大学院生29人が修士論文に代わる「特定

課題研究」として，4つの協力組織（大曽根タク

シー株式会社，株式会社ホテルグランド東雲，株

式会社プラザマアム（土浦市の高齢者介護施設），

筑波大学附属病院）についての事例研究を行って

いる。大学院生もサービスカイゼン研修コースに

参加し、実務者と一堂に会して学んでいる（図1）。

研修コースの運営（受講者管理，会場設営，広

報等）には，株式会社エマージングテクノロジー

ズが当たり，受講者の確保やサービス分野での起

業支援には，株式会社つくば研究支援センターと

水戸信用金庫の協力を得ている。これらの会社が

筑波大学とともに本事業のコンソーシアムを構成

する。

研修会場は，2009年度はつくば国際会議場，

2010年度は筑波大学春日キャンパスである。

講師陣は筑波大学及び他大学の教員約30人か

ら成る。2009年12月15日に開講式を行った。

2010年1月から7月までの「効果性」「効率性」

「統合」クラスには，それぞれ6回の授業があり，

サービスカイゼン研修コースで，「効果性のサイエンス」

について講義する岡田幸彦筑波大学大学院講師
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１回の授業時間は90分で，合計18回27時間のコー

スである。詳細は受講者用ウェブサイト

http://www.service-kaizen.net/を見られたい。

社会人の受講登録者は56人（2010年7月現在）で，

茨城はじめ千葉・東京から，ホテル，病院，介護

施設，小売業，その他多様なサービス業種から参

加されている。2010年8月からは，各企業におい

て，顧客調査・従業員調査を本格的に実施し，そ

の結果の統計的分析・整理・可視化を通して，現

実業務のカイゼン提案に向けた多くの「気づき」

を発見する。カイゼン提案会兼修了式を12月3日に

開催する。このとき，コースの受講者・講師・一

般参加者の前で，優れたカイゼン提案を企業数社

が発表し，討論会を行う。また，コース修了の受

講者に修了証を授与する。さらに，2011年2月ま

で，受講者の所属先において実施されたカイゼン

提案の定着状況，収益性への貢献，顧客・従業員

によるカイゼンの評価などを，定量的・定性的に

計測する。カイゼン成果のうち公開可能なものを

まとめ，本事業によるカイゼン成果報告書として

冊子を制作して，事業を終了する予定である。

５．サービスカイゼン事例（中間報告）

「サービスカイゼン研修コース」を受講し，そ

の結果を自社で活用されている受講者の声を紹介

する。

（１）大曽根タクシー株式会社

タクシーという業種に限らず，サービス業の営

業は顧客のニーズにどう応えるかが，会社の経営

を左右するところとなる。勘や経験に頼っていた

分野でデータを基に定量的に分析し，需要の波に

合わせた効率の良い，そして質の高いサービスを

提供することが，成熟社会で会社が生き残る分か

れ目であろう。弊社では，これまで集積してきた

膨大なGPS-AVM配車システムのデータを情報処

理と統計学の手法により分析・「見える化」する

ことで，サービスカイゼンのヒントを発見したい。

例えば，お客さまのご利用が集中する曜日や時間

帯の傾向を把握することによって，乗務員の運用

にメリハリをつけることが可能となってくる。こ

の取り組みがケース・スタディとなり，業界全体

での顧客満足と経営効率の向上につながることを

望む。【大曽根タクシー株式会社取締役社長・塚

本一也】

2009年
11～12月

2010年
1～3月 

2010年 
4～5月 

2010年
6～7月 

2010年
8～11月 

2010年
12月～ 
2011年 
2月 

学生 
（4グループ）

実務者

図１．サービスカイゼン研修コース

サービスカイゼン研修コースで，「効率性のサイエンス」

について講義する吉瀬章子筑波大学大学院教授



（２）寺島薬局株式会社

茨城県を中心に120店舗のドラッグストアをチ

ェーン展開する弊社は，地域に根ざした企業とし

て，よりカイゼンすべきサービスを求めて受講し

ている。弊社の従業員が考える「お客様の満足」

と，お客様が感じられる「寺島薬局への満足」と

の一致あるいは乖離について，「効果性のサイエ

ンス」コースにおいて，実際に従業員26名お客

様53名にアンケートを取り，Excelによる統計分

析の手法を利用してその問題点の顕在化に成功し

た。これまで経験に頼りがちであった「サービ

ス＝無形性」を，SERVQUALの理論に基づいて

「数値化＝有形性」に転換できたことは，私たち

にとって画期的なことであった。私たちはサービ

スカイゼンの3コースで出会えた経験豊富な講師

陣に深く感謝し，私たちの目標とする「お客様に

身近な企業」へ，さらに近づくことを約束する。

【寺島薬局株式会社営業本部・小沼健一／グロー

ウェルホールディングス株式会社物流システム

部・鈴木将之】

（３）株式会社つくばサービス

財団法人筑波メディカルセンターにおいて営利

目的事業を請負っている株式会社筑波サービスで

は，病院内売店でスタッフが率先して顧客と向き

合うためには「どのように・何が必要か」を探求

するヒントを求めて，本コースを受講している。

研修では，サービスの満足度について顧客とスタ

ッフに対して同じ質問を行うことでカイゼンを発

見する統計調査の方法や，勤務ローテーション作

成のためのExcelソルバーの使用法などを学ん

だ。これらの手法を弊社の営業・管理に適用し，

統計調査の結果を受けてカイゼンした病院内売店

での地元特産品の販売は，顧客から好評を得てい

る。また，Excelソルバーにより，家庭と業務の

バランスを考慮したスタッフの勤務ローテーショ

ンを構築することができた。今後も，顧客やスタ

ッフのために科学的手法を継続的に活用し，更な

るサービスカイゼンを目指したい。【株式会社筑

波サービス事務部・秋山晋一】

〔高木英明（たかぎ・ひであき）〕

昭和25年3月兵庫県に生まれる。昭和49年4月から平成5年

9月まで，日本アイ・ビー・エム株式会社勤務。昭和58年カ

リフォルニア大学Ph．D．（計算機科学）。平成5年10月筑波

大学社会工学系教授，平成14年4月筑波大学副学長（研究担

当），平成16年4月より現職。平成16年10月NPO法人つむぎ

つくばを設立し代表。筑波大学産学連携会会長補佐。専門は，

情報通信ネットワーク，応用確率過程，待ち行列論，サービ

ス科学。
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サービスカイゼン研修コースで，

大学院生と一緒に学ぶ企業の実務者
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１、「アクアワールド・大洗」とは？

アクアワールド茨城県大洗水族館（以下、「ア

クアワールド・大洗」という）は「財団法人いば

らき文化振興財団」が茨城県から都市公園法に基

づいて管理運営を任されておりますが、第一世代

が昭和27年に、第二世代が45年に、そして現在

の第３世代「アクアワールド・大洗」が平成14

年３月21日からと、初代から数えては59年目に

入っております。

現在は、総水量5,100トン、飼育生物580種類

で68,000尾という規模からしても、年間120万人

という平均入館者数からしても、日本の約100館

中第７位から８位という好成績を維持し、営業利

益も例年２億円以上と、県の外郭団体の中ではず

ば抜けて優良であります。さる７月28日には、

アクアワールド・大洗になって８年ちょっとで

1,000万人を達成しました。もちろん、県内の公

的屋内施設の中ではナンバーワンの集客施設で

す。県や大洗町に対する地域活性化貢献度は非常

に大きいものがあります。

それはいろんな指標に現れておりまして、毎月

取っている来館者アンケートによりますと、入館

者の約70％は常にリピーターであります。これ

は他館と比べても、高い数値でありまして、当館

が「飽きさせない水族館」「いつ行っても面白い

水族館」「いつも新しい発見や驚きがある」と思

われている証拠です。

こういう状況はアクアワールド・大洗になって

から続いておりますので、北関東道路や高速割引

制度などの外的環境のお陰だけではなく、根本的

に、建設の基本コンセプトの優秀さや職員たちの

営業努力の成果だと自負しております。

基本コンセプトは、茨城の海を再現することと

自然・世界の海と地球環境であります。

古来から「常世の国」と言われてきた本県の海

は、暖流と寒流の本流がぶつかり合う日本一の漁

場です。そこからとれた魚を集めた大水槽（写真

１）は、１万尾の鰯の大群と鮫が舞い泳ぐ躍動感

にあふれ、圧巻です。さらに、57種類の鮫を集

めた鮫水槽と7～10尾が遊泳するマンボウ水槽は

日本一です。

職員たちは連日、県内外のＰＲに駆け回ってい

ます。また、臨時職員を含む全員にマナー教育を

徹底し、お客さんの好評を得ております。

因みに他館との比較で考えてみますと、ダント

ツ日本一の「美
ちゅ

ら海」（沖縄県）は別格（国営で

あり、沖縄観光のメッカとして組み込まれている

という有利な条件下で、年間300万人前後）であ

りますが、「葛西臨海」（東京）や「八景島」（横

経済・ビジネス

お客様の目線を持ち、

世界に開かれた水族館へ！

アクアワールド茨城県大洗水族館長　河 原 井　忠 男

写真１　出会いの海大水槽



浜）は、巨大都市の眼前にあり、また、遊園地な

どを併設しておりますが、アクアワールド・大洗

はこれらに次ぐ入館者数です。規模はやや小さく

なりますが、東京のど真ん中にある「エプソン品

川」や「サンシャイン国際」（池袋）よりは、ア

クアワールド・大洗の方が入館者数が上回ってお

ります。

こう見てきますと、300万人という中規模県の

中の、１万８千人の小都市大洗町にある我が館が

120万人を入れているというのは、かなり自慢で

きることだと思います。

２、課題は何か？

順調に見える当館でありますが、課題も多くあ

ります。

問題の第一は、入館者数が横ばいであるという

ことです。

当館はリニューアル９年目に入りました。普通

の水族館は古くなるにしたがって入館者が減って

いくと言われますが、私はそうは思いません。建

物や機器は古くなっても、生物たちや職員たちは

「生きている」からです。魚達やイルカ達は常に

生き生きとしていますし、職員達も心がけ次第で

そうなるはずです。また、生物達も職員も、常に

「新人」が補充されます。考えてみれば、「生命」

を扱う水族館は「生命」によって支えられている

のです。職員達の努力、創意工夫によって、ハー

ドの劣化を跳ね除けることはできると思います。

ところが、20年度末から北関東道路が東北道

に直結し、栃木県や埼玉県からのお客さんが一時

激増するという「有利な条件」ができても、当館

のその後の伸びは見られず、結局、21年度の入

館者は20年度とほぼ同じという結果でした。

日本全体の大不況という大きな要因の中で殆ど

の館が大幅に減少している中では健闘したとは言

えるものの、近隣の競争相手の「アクアマリンふ

くしま」や「鴨川シーワールド」が若干にしろ伸

びていること、近隣の競合施設の「ひたちなか海

浜公園」や「かみね動物園」が大幅増となってい

ることなどを考えると、我が館の展示や営業の努

力が足りないとしか思えません。

ただし、この競争相手四者が、近年新しい施設

をオープンさせている点は、当館のハンディとし

て考えてもらわねば、公平な評価にはなりません。

第二は、国際化時代への対応が迫られているとい

うことです。

茨城県は近年、つくばエクスプレス新線や沿線

の街づくり、北関東高速道の整備など、県の努力

によるインフラ整備が進展すると共に、県内外国

人の数が増大してきたため、当館も多分化共生時

代に対応した営業が期待されています。

このことは、３月に開港した茨城空港によって

いっそう重要なこととなってまいりました。お客

様は、遠く関西や、韓国、中国、そして今後はお

そらく、欧米からも見込まれる時代に入ったので

す。いわば、アクアワールドはグローバル化の時

代に突入したのです。アクアワールドは、茨城県

と周囲の栃木や埼玉、千葉あたりを照準に、「小

さく、まじめに」やっていればよい時代ではなく

なってきたのです。

３、課題にどう答えるか？＝世界に開かれた

水族館を目ざして

第一に、アクアワールドが「いつ来ても、不思

議、驚き、発見があって面白い」と感じさせるよ

うにすることです。リピーター率70％を80％に

高めることを目指して努力することです。

これは、新しい魚や海獣を入れたりすることだ

けではありません。むしろ、すでにある生物をど

う見せるかの工夫をすることの方が重要です。多

くの水族館は、水槽にいる魚の名前と学名、生息

海域を書いた表示をするだけで済ませています。

しかし、水族館の中は、性転換をする魚、お腹

から幼魚として出産する魚、受精卵を生まれるま

で口にくわえて守る魚、土にもぐって眠る魚、ヒ

ゲで餌を探す魚、歯や皮膚に共生する魚、など等、

不思議だらけです。それをお客さんに楽しく伝え

られる展示を工夫すること、飼養の専門家も研究

を重ねて常に新しい「不思議」を発見し、お客さ

んに伝えていく努力をすることです。

また、水槽の見せ方の工夫も必要です。装置や

光を効果的に使って、生物をより動的に見せる
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（＝魅せる）工夫が必要です。

私は職員、特に魚やイルカの担当者たちに、

「お客さんの目線で考えなさい」と指示していま

す。専門家の視点だけで考えていては、「面白く

ない水族館」になってしまうからです。お客さん

が入らなければ経営は成り立ちません。経営体で

ある以上、専門職員の能力はお客さんの増加に役

立たなければ意味がありません。

水族館は生涯学習施設、社会教育施設とされて

います。しかも当館は県立であり、公益財団が経

営しています。

しかし、経営的にかなり大きな成果を上げなけ

れば、これからの水族館は運営できなくなるでし

ょう。それは時代の要請です。設立母体の県の財

政が悪化しているので、県からの支援は期待でき

ないからだけでなく、指定管理者制度の登場によ

って、当館がその対象になる可能性もなきにしも

あらず、と思うからです。

たしかに今、当館は好成績を上げています。し

かし、県民の税金を投入して作られたその金額を

原価償却したとすると、決して好成績とはいえな

くなります。したがって、もっと低コストで運営

できるという経営者が現れれば、指定管理者制度

の導入もありえるのです。

もっとも、当館の様に優良な水族館を指定管理

に持っていくことには、私は反対です。コスト節

減の観点だけで運営しようとすれば、職員の意欲

を削ぎ、調査や研究は疎かになり、飼育技術のレ

ベルは下がり、生物死滅や設備の破損などの事故

の可能性は増え、学校教育支援活動や生涯学習活

動、海獣保護などの公的活動はしなくなり、県民

にとって魅力のない水族館になっていくであろう

と考えます。

しかしながら私は、職員に対し、「アクアワー

ルド・大洗」は県民の税金で建設されており、減

価償却をしないで済むという有利な立場を再認識

し、民間のコスト意識に学ぶこと、現状に甘んじ

ないで民間をしのぐ展示と営業の努力をすること

を求めています。当面は、年間120万人を再達成

し、新江ノ島水族館を追い抜くことを求めていま

す。職員のいっそうの意識変革と努力によって、

年間130万人を達成することも可能だと考えてい

ます。

第二に国際化時代への対応です。

一つは、当館のＰＲ言語を多言語化すること。

既に、今年４月までに、リーフレットやホームペ

ージの４ヶ国語（日英中韓）化を完了させました。

現在は、館内の案内板や水槽の表示などの多言語

化に着手しています。多言語による音声ガイドシ

ステムも考えています。

二つには、職員の多言語能力を高めること。こ

の５月からは、全職員を対象に、ハングル後の研

修を開始しました。簡単な応接やガイドは職員で

できるようにしたいと考えています。７月28日

に春秋航空が就航したことから、来年度は中国語

の研修も考えています。

三つには、海外館との連携の強化です。当館は

今年２月25日に、韓国最大の釜山の民間水族館

「釜山アクアリウム」と姉妹館協定を締結（写真

２）しました。これは、茨城空港の開港に伴い外

国との交流人口の拡大が見込まれたため、アクア

ワールドも海外館との連携を強化しようという狙

いでしたが、同時に、県の意向も受けて、ソウル

便を就航させた韓国のアシアナ航空の釜山便開設

を後押しようというものでした。

残念ながら釜山便開設はまだですが、釜山アク

アリウムとの連携は着実に進展し、締結時に魚類

の交換を行い、６月には一般県民からなる訪問団

を派遣したほか、この９月から10月にかけては

釜山側を紹介する「交流企画展」を開催します。
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写真２　韓国最大の釜山の民間水族館

「釜山アクアリウム」と姉妹館協定を締結



今後は経営ノウハウの交換や技術職員の派遣交流

なども考えています。

中国との定期航路が開設されれば、中国の水族

館とも連携関係を築きたいと考えています。

海外館との連携は、視野を広げ、ノウハウを向

上させ、刺激を与えてくれます。茨城空港と共に、

アクアワールドは、アジアから世界に向けて、行

動して行きたいと考えています。

〔河原井忠男（かわはらい・ただお）〕

1947年６月４日　水戸市木葉下町に生まれる。

水戸第一高等学校を経て東京教育大学文学部社会科学科卒業。

1970年　茨城県庁商工労働部商政課に就職、以来、税務課

（水戸県税事務所）漁政課、県南地方総合事務所。農政企画課、

商業流通課、農政企画課副参事、生涯学習課長、生活文化課

長、生活環境部次長、県南地方総合事務所長、県北地方総合

事務所長を歴任。2008年４月よりアクアワールド茨城県水族

館長。ＮＰＯ法人「エチオピアの未来の子供」理事。

趣味は、合唱、マラソン、登山、テニス、スキー、釣り、農

業など。食べ物は、ドジョウとホヤ以外は何でも好きだが、

定食万能主義。
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１．はじめに

近年、筑波山麓地域では、地域資源を活かした

地域づくり活動が注目を集めている。中でも、か

つて筑波山麓地域の中心商業地として賑わいをみ

せていた北条地区では、地元住民を中心としなが

らも、筑波大生などの外部の人々も加わって、地

域づくりが活発化している。

筆者も、筑波大生の一人として北条地区の活動

に関わり始めて3年以上経つが、その間、歴史的建

造物の活用や特産品開発、各種イベント企画運営

など、実にさまざまな経験をし、多くのことを学

んだ。また、これらの活動を通じて、地域にはま

だまだ多くの資源が眠っているということを実感

し、それが「地域に残る文化遺産の保存活用」と

いう自身の研究にもつながっている。

２．“矢中御殿”との出合い

そんな中、活動に関わって2年目に入った2008

年、「北条には、“矢中御殿”とよばれるお屋敷が

ある」というのを耳にした。なんでも、相当な資

金を投じて建てられた豪邸で、竣工当時は地域で

も有名だったが、数十年空き家となって放置され

ているとのこと。筆者自身、とても興味はあった

ものの、長い間誰も手を出せなかった状態の建物

を一学生がどうこうできるものではないと、はじ

めは思っていた。

しかし、その話を聞いて間もなく、転機が訪れ

る。矢中御殿の所有者が変わったのだ。新しい所

有者は北条地区とは全く縁のない人で、ひょんな

かたちで邸宅を購入したものの、そこに住むつも

りもない上、維持修繕するにも壊すにも多額の費

用がかかるから、どうするか戸惑っているという。

そして、もし活用する人がいて、それが地域のた

めになるなら喜んで提供するというのである。“な

んと！誰も手を出せなかった邸宅に変化が！！”

と驚いたのも束の間、さらに驚くことに、北条の

活動を通じて知り合った筆者の知人が、偶然その

所有者とも知り合いで、「地域のためにがんばって

いる若者として、この邸宅の活用にも取り組んで

みないか。興味があるなら所有者に紹介する」と

声をかけてくださったのだ。「興味あります！」。

もちろん即答だった。

その後、筆者は所有者と共に旧矢中邸を訪れた。

邸宅は鬱蒼とした樹々に埋もれるようにして建ち、

街の喧騒とは無縁のような静かな空間に包まれて

いた。邸宅の前に立っただけで、すでに不思議な

魅力を感じたが、中に入ると、より一層魅力に満

ち溢れており、筆者はすっかり虜になってしまっ

た。家具や調度品を含めて、まるでタイムスリッ

プしたかのように、昭和の生活空間がそのまま残

写真1 樹々の中に佇む旧矢中邸

街づくり

近代和風住宅「旧矢中邸」の再生と保存活用事業
～地域の文化遺産としての“矢中の杜”誕生～

NPO法人　“矢中の杜”の守り人　副理事長 井 上　美 菜 子
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っていたのである。「このままではもったいない！

これはどうにかしたい！」と、まさに一目惚れと

いうべきか、一目見て、筆者の気持ちは固まった。

文化遺産の保存活用を研究テーマに据えながら、

地域資源を活かした地域づくりに関わり、活動で

知り合った人を通じて、埋もれていた地域の文化

遺産と出合い、その保存活用を担う…このように、

いろいろな“縁”によって、筆者と旧矢中邸はつ

ながったのである。

３．旧矢中邸の歴史的背景と特徴

では、旧矢中邸とは一体どのような建物なのだ

ろうか。調査を通じて明らかになった旧矢中邸の

歴史や特徴を概説すると、以下の通りである。

旧矢中邸は北条出身の矢中龍次郎氏（以下、龍

次郎氏）によって、昭和13年から28年にかけて建

設された近代和風住宅である。龍次郎氏（1878～

1965年）は、セメント防水剤「マノール」をはじ

めとした建材の研究者であり、油脂化工社（現、

株式会社マノール）を創業した事業家でもある。

晩年に至るまで、建材の研究や発明、製品化に従

事し、昭和11年に帝国発明協会からの表彰を受け、

昭和30年に紫綬褒章を受章するなどの功績を残し

ている。

約770坪の広大な敷地内には本館（居住棟）、別

館（迎賓棟）などの建物が現存し、その周囲には

庭園が広がっている。邸宅建設の背景には、龍次

郎氏の「郷里に錦を飾る」、「永年の研究、発明成

果を適用し、木造のモデル住宅を作る」という想

いと、「皇族のような上流階級の人々でも休息でき

る迎賓空間を設える」という意図があった。その

ため、旧矢中邸は、伝統的な和風建築をベースと

した上で、龍次郎氏の研究成果が反映された独特

の構造や材料が取り入れられており、一種の実験

住宅のような性質をもっている。また、内部には、

近代に流行した和洋折衷様式を採用し、格式の高

く、豪華絢爛な意匠が随所に見られる。

さらに、邸宅内には当時の設備や調度品も多数

残っており、昭和の生活様式の遺構をそのまま残

す貴重な文化遺産ともいえる。

４．“矢中の杜”の誕生とNPO法人“矢中の杜”

の守
も

り人の設立

（１）再生の一歩は掃除から

さて、保存活用するといっても、相手は数十年

空き家になっていた邸宅である。当時のものが残

っているとはいえ、邸宅内は積年のホコリ、カビ、

クモの巣、やもりの大群、虫害などで傷み、庭園

の方はさながらジャングル。そのため、保存活用

の前に、まずは再生せねば！と掃除から始めた。

掃き掃除、拭き掃除、ゴミ出し、遺留品の整理整

頓、草刈り、土掘り…とやることは山程ある。は

じめは所有者と筆者を中心に毎週掃除を行い、随

時他の学生や地域住民にも声をかけながら、徐々

に掃除ボランティアの輪を広げていった。その結

果、掃除をはじめてから現在に至るまで、ボラン

ティアとして関わった人は50名を超える。邸宅の

規模の大きさ故、はじめは途方もない作業のよう

に思えたが、多くの人々の力によって、邸宅は輝

きを取り戻していった。

写真2 邸宅内に残る当時の調度品

写真3 迎賓棟として建てられた別館の内部
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（２）“矢中御殿”から“矢中の杜”へ

一方、掃除と同時並行して、邸宅の保存活用に

向けた体制づくりも進めていった。スタートメン

バーは所有者、学生2名（内1名は筆者の先輩で、

一緒に北条の活動を行ってきた大学院生）、前述の

知人1名の計4名。この4人で幾度となく話し合いの

場を持ち、今後の取り組みについて議論を重ねた。

その中で、邸宅の通称を新旧の所有者の名前にち

なんで“矢中の杜”とすることになった。長年眠

っていた“御殿”は、地域の文化遺産“矢中の杜”

として新たに時を刻み始めたのである。

ただ邸宅を保存するというだけでなく、本邸宅

を地域文化の伝達の場として捉え、様々なかたち

で活用することによって、地域の活性化につなげ

たい。また、矢中の杜で過ごす色々な“時間”、例

えば日常とは少し違う時間、懐かしさに浸れる時

間、新しいモノを生み出す時間などを、より多く

の人に楽しんでもらいたい。そんな想いの下、ま

ず“矢中の杜”のことを周知するため、最初の1年

間は掃除、学術的調査、地域イベントに合わせた

限定公開などを行った。

（３）NPO法人“矢中の杜”の守
も

り人

これらの経験を踏まえて、今後、邸宅の適切な

維持修繕や管理運営を行うためには、特定非営利

活動法人化が適当であると判断し、2010年に

「NPO法人“矢中の杜”の守り人」の設立に至った。

当初の有志4名に加えて、郷土史家、文化財建築専

門家、デザイナー、学生などがメンバーに加わり、

各々の専門性を活かしながら、“矢中の杜”の保存

活用に取り組んでいる。

現在の主な活動としては、月2回（第1、第3土曜

日）の邸宅見学会、月1回の月例お掃除会（第2土

曜日）、文化講座などを実施している。

５．おわりに―今後に向けて―

不思議な縁から始まった“矢中の杜”事業。試

行錯誤しながら、少しずつ体制を整えてきたが、

NPO法人としてはまだスタート地点に立ったばか

りである。ハード面では邸宅の改修、ソフト面で

は資金調達、人材確保など、取り組むべき課題は

多々ある。

しかし一方で、可能性も無限に広がっている。

柔軟な発想で未来図を描き、若者のエネルギーを

存分に発揮して、より多くの人を仲間に入れ、大

いに楽しみながら今後の活動を展開していきたい

と思う。

写真4 活動の原点は掃除

写真5 庭園の整備も重労働！

写真6 作業の楽しみの一つは皆で食べる昼食
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〔井上美菜子（いのうえ・みなこ）〕

1985年　島根県安来市生まれ

2008年　筑波大学第三学群国際総合学類卒

2010年　筑波大学大学院人間総合科学研究科博士前期課程世

界遺産専攻修了

2010年7月現在　筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後

期課程世界文化遺産学専攻在籍

2007年よりつくば市北条地区の地域づくり活動に関わり、

2010年6月に　NPO法人“矢中の杜”の守り人を設立。
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人、ひと、ヒト

「ＴＩＳＴ／ＣＲＯＳＳの“大化け”を

夢想された河本さん

学校法人筑波研究学園（TIST）

財団法人総合科学研究機構（CROSS）各理事長 西 谷　隆 義

河本さんとの面識を得たのは、昭和54年春のこ

とであったと思う。それから30年余、多面にわた

りご指導を頂いた。河本さんは、建設省地理調査

所に入られた後、昭和39年に、科学技術庁に移ら

れ、昭和40年代前半には首都圏整備委員会に出向

し、筑波研究学園都市の基本構想作成に関係され

たと聞いている。そして昭和50年代始めに筑波に

赴任され、科学技術庁研究交流センター所長を経

て、筑波研究コンソーシアム常務理事、ロレアル

アーツアンドサイエンス・ファンデーション代表、

立命館大学客員教授などをつとめられた。その河

本さんが、本年１月に逝去された。ここで、河本

さんに感謝を込めて憶い出を振り返ってみたい。

河本さんが、筑波の研究交流センターに赴任さ

れたのは、履歴書を見ると昭和53年２月とある。

この頃は、「つくばでの科学万博開催」が話題とな

り始めたときであった。そして、このプロジェク

トへの関係市町村の取組み度合いが、科学技術庁

などの所管官庁では大きな関心事であった。その

中でも土浦市は、常磐線を使っての万博会場への

アクセス問題を抱えていただけに注目された。

そうした動きの中で、土浦市議会議員の一行が

現地調査のため、筑波研究学園都市を訪れた。そ

して、筑波交流センターに来たところ所長の河本

さんが「土浦市の現市長は教育界出身で、科学博

覧会開催の波及効果の何たるかを理解できないよ

うで、将来への夢が感じられない。

聞くところによると、箱根という人物がいて、

数年前に汚職で退陣したらしいが、能力があるら

しい。その人を再度引張り出して、土浦の活性化

を図ってはどうか」といった話をしたという（私

は、出席した市議から間接的に聞かされた）。この

当時、「箱根復権」という問題は土浦市民の間でも

大きな関心事であっただけに、訪れた市議一行は

大いに刺激を受け励まされた気分にさせられたよ

うであった。

この話は、現職の“役人発言”として新聞等で

も取り上げられ大きな反響を呼んだ。そして、科

学技術庁の本庁でも“河本発言”は問題となった

らしい後々、河本さんの話によれば、事務次官室

に呼ばれ、「辞職勧告」までは言われなかったが、

それに近い「厳重注意」を受けたという）。その河

本発言の影響かどうかは別として、土浦市では箱

根宏氏が再生し、科学万博時の市長をとつめるこ

ととなった。

ここに紹介した話はほんの一例で、その後の

「つくば」では随所で“河本節”は大きな注目を集

め、いつとはなしに、河本さんは、「ミスターつく

ば」といれるようになった。

私が、河本さんと特別親しく接するようになっ

たのは、昭和58年に茨城県議会議員になってから

である。「筑波科学万博を記念して、私立大学を創

設しよう！」という声が学園関係者から出された

のを契機にしてであった。この運動の提唱者の代

表は、環境庁国立公害研究所（現在の国立環境研）

の所長をつとめておられた近藤次郎先生であった。

そのもとに、筑波大学の福田信之学長、高エネル

ギー物理学研究所の西川哲治所長、建築研究所の

竹林寛研究調整官（次長）、そして、研究交流セン

ターの河本哲三所長らが名を列ねていた。私は、

県会議員であると同時に、私立学校に関係してい

た関係から、学校設立についての企画立案の相談
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を受けた。最初は、第３者としての協力者的立場

のつもりでいたが、気が付いた時には「ミイラ取

りがミイラになる」の言葉の通り、事業の当事者

として計画推進の渦中に入りこんでいた。

そうした経緯の中で、研究機関側からの“代表

者”が必要となり、近藤先生より、高良和武先生

を紹介された。昭和60年２月のことである。高良

先生は、東京大学から高エネルギー物理学研究所

に移られ、昭和59年３月に定年退官しておられた。

そして、実務的技術者の養成には一家言をお持ち

で、最適任者であった。この時点では、河本さん

は、科学技術庁を退官され、筑波コンソーシアム

の常務理事という立場にあった。そこで、新しい

私立学校の前段階である財団法人筑波研究学園創

設準備財団が高良理事長のもとに設立され、河本

さんは理事に就任された。これを契機にして、私

立学校設立計画は一挙に現実のものとなっていっ

た。そして、昭和62年４月の学校法人筑波研究学

園（ＴＩＳＴ）開設へと大きく前進することとなる。

このＴＩＳＴ設立と並行して、現在の財団法人総

合科学研究機構（ＣＲＯＳＳ）の前進である真空科

学研究所の設立が企画され、昭和63年11月に発足

している。この研究所は、高エネ研の石丸肇教授

が中心となって事業化されたもので、産学協同に

よる試みとして各方面より注目を集めた。このＣ

ＲＯＳＳ創設にも、高良先生と河本さんは当初より

深く関与された。このような経緯のもとで、ＴＩＳ

Ｔ／ＣＲＯＳＳは誕生した。

河本さんが筑波研究コンソーシアムに移られた

のは、科学万博開催２年前の昭和58年４月のこと

であるが、そこでの河本さんの関心事は、「筑波の

持つ可能性の開拓」にあったと私には見えた。

その後、平成７年には、ロレアル・筑波センタ

ー（アーツアンドサイエンスファンド）に移られ

た。そこでは、関西学術都市などの国内ばかりで

なく、フランスをはじめとする海外にも活躍の場

を次々と広げられた。

平成20年代に入り、ＴＩＳＴもＣＲＯＳＳも、創

立20数年を迎えた。ＴＩＳＴの準備財団時代の３

年間を含めると、実に25年を越す歳月を経過し、

この間には実に様々なドラマが展開された。事業

が成功するか否かの３要素として「人の和」「天の

時」「地の利」が挙げられるが、ＴＩＳＴ／ＣＲＯＳ

Ｓの場合には、特に「人の和」に恵まれていたと

いえる。これまでの間、河本さんには様々な局面

で、常に適切な助言を頂いてきた。その全てを私

は明確に記憶している。そこで、これまでの流れ

を資料として残すため、ＴＩＳＴでは『創設20年

史』を発刊することとしたが、その中で、河本さ

んは、『近未来を夢想する』と題して、次のような

文を寄稿された。

本学と筑波国際科学技術博覧会の構想時期は重

なっていた。筆者はその頃の情景をよく覚えてい

る。もう20年も経ったのか、という思いだ。

経験則によると、「業界の旬（しゆん）は30年」、

「街の旬は70年」という。専門学校という業界は、

悪名高い旧文部省の管理行政とは少々の距離があ

るようだ。しかし、就学年令人口の減少で四年制

大学、短大等とともにこの業界は「晴のち曇」の

状態にある。本学は新設校にしては他の専門学校

より傑出した存在になった。その過程で、短大と

の戦いにも競り勝った。最近では四年制大学が専

門学校の守備領域にまで降りて来ようとしている。

それとの闘争にも今後とも屈することはあるまい。

本学の経営力はずば抜けた存在だ。“はやい”

“うまい”“やすい”の吉野家キャッチフレーズで

はないが、機を見るに敏、“朝令暮改”と疑われる

ほどの柔軟さと敏捷さを兼ね備え、何者にも恐れ

ぬ闘争心で猛進している。この経営を「率いる」

のが、西谷隆義理事長兼学校長である。

これに対抗できるのは京都にある立命館100年の

伝統を「牛耳る」川本八郎理事長ぐらいだろう。

「率いる」と「牛耳る」の違いはあっても、その手

法や考え方はよく似ている。

京都の大学には「京洛の地を離れない」という

タブーが厳存していた。それを初めて破ったのが

「川本立命館」であった。こうして滋賀県草津に科

学技術系のキャンパスが初めて立地することにな

った。18才人口の減少に対して対象をアジアの留

学生に拡げ、「立命館アジア太平洋大学」を京都盆

地からほど遠い九州別府の地に新設した。小・

中・高・大学・大学院の一貫教育を目指してエリ



ート小学校システムの新設をいち早く取り入れた。

全国区、全教育システムへの参入である。これは

先例として大いに参考になるだろう。

本学は大学なみの広いキャンパスと学生会館、

ドミトリー（寄宿舎）を持っている。つくばの研

究者やＯＢとの強い連帯もある。東アジアなど諸

国からの数千人の留学生や技術者、研究者の集ま

るのが「つくば」だ。留学生や技術者の指導ノウ

ハウやシステムがここには存在する。

やがて四年制大学、短大、専門学校という区別

がゆるくなるシームレスの時代が訪れる。向う10

年の近未来に、このような環境を活かして本学は

「筑波研究学園アジア大学システム」へと“大化け”

するかもしれない。外国人研究者のためのインタ

ーナショナルスクールを併設するのは自然の流れ

だろう。パリには「コレッジ・ド・フランス」と

いう世界一流の生涯教育システムがある。これに

ならって、世界の超一流研究者が一般の人々を対

象に講義する「コレッジ・ド・つくばシステム」

を本学がＴＸつくば駅周辺に立ち上げる夢も捨て

たものではない。 （平成19年10月記）

このＴＩＳＴの記念行事の後も、河本さんは、Ｔ

ＩＳＴ／ＣＲＯＳＳの理事会･評議員会には、元気な

姿で出席され、いつもの“河本節”を披露された。

そして、昨年10月24日、東京の学士会館で「高

良和武先生の米寿を祝う会」が開かれた。河本さ

んは、発起人の一人であったが、体調不良いうこ

とで、参加されず、河本さんの代理として、長女

の長妻敦子さんが出席された。そこで、河本さん

が自宅療養されていることをお聞きし、早速11月

25日、高良先生とご一緒に河本さんのご自宅に伺

った。すると、極めてお元気で、２時間を越える

会話に　快く応じて下さった。そこには、「民主党

政権下での科学技術政策」「つくばの今後」「ＴＩＳ

Ｔ／ＣＲＯＳＳの進む方向性｣など夢を込めての話

をされた。

それから１ヵ月半が過ぎた本年１月11日の午後、

長妻敦子さんより「父が亡くなりました。」との知

らせを受けた。余りに突然の知らせであったので

驚いたが、「肺がん」と聞いていたので、「残念で

した。やむ得なかったですね」と弔いの言葉を申

し上げた。その折、「葬儀その他は、出身地の山口

県柳井で済ませます｣とのことだった。これに対し、

「落ち着いたら改めて知らせて欲しい」との話をし

電話を切った。そして、高良和武先生をはじめＴ

ＩＳＴ／ＣＲＯＳＳの関係者や河本さんに近いと思

われる方々数人にお知らせしたのみで時の過ぎる

のを待つこととした。

４月下旬に入り、その後の事情をお聞きしたと

ころ「全ての法事も済み、一段落しました。」との

ことであった。そこで、「関係者間で“河本さんを

偲ぶ会”を開きたいとの相談をしているのだ

が・・・」とお願いし、ご了承を頂いた。こうし

た経過を経て、竹島さんを代表とする“偲ぶ会”

が企画され、７月18日、関係者多数出席のもとに

開催された。そこでは、独特のキャラクターを持

っておられた河本さんの憶い出話が披露された。

それには、河本さんのご遺族も充実したひと時を

過ごされたようであった。

ここで、河本さんが夢想されたＴＩＳＴ／ＣＲＯ

ＳＳの“大化け”について、その後の動きを述べ

ることとする。ＣＲＯＳＳは、本年４月に、東海

村の「いばらき量子ビーム研究センター」の中に

事業所を設置し、新たな産学協働事業に着手して

いる。また、ＴＩＳＴは、本年８月に発足した「新

しい大学システムの構築に関する研究会」の中核

として、実学重視の高等教育機関の設立に向けた

事業を開始した。この２つの動きは、相互に連動

しつつ、将来に向け大きな流れとなっていくと思

われる。最後に、永年にわたり河本さんから受け

たご厚情に衷心より感謝し、ご冥福を祈念しつつ

「憶い出の記」とさせて頂く。

〔西谷隆義（にしたに・たかよし）〕

昭和16年1月19日生　東北大学工学部電子工学科卒業。東

北大学電気通信研究所（情報理論部門）助手、富士通株式会

社技師、衆議院議員赤城宗徳秘書、茨城県議会議員などを務

める。

現在は、学校法人筑波研究学園理事長、財団法人総合科学研

究機構理事長、学校法人霞ヶ浦高等学校理事長代行、財団法

人アジア学生文化協会理事、社会福祉法人愛信会（土浦市・

つくば市）理事長代行、社会福祉法人聖朋福祉会（城里町）

理事、財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス

評議員、学校法人TSUKUBA Global Academy理事、株

式会社つくば研究支援センター取締役など。
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事務局から見た「CROSS Ｔ＆Ｔ」の活動記録

事 務 局

事務局報告

 5月19日　科学研究費補助金の取扱機関の指定

を受けるための申請手続きについての質問の

ため、三國 晃、箱田 正雄、的場 徹の3名が文

部科学省研究振興局学術研究助成課企画室研

究推進係を訪問し、西嶋係長、中嶋係員から

回答を頂いた。

 

 5月31日　平成22年度第１回（第50回）評議員

会をつくば研究支援センターで開催。評議員

総数（23名）出席者（８名）：浅田 順・上野 

健治・加納 正康・佐藤 勇・内藤 彰　福本 貞

義・見角 鋭二・御供 文範。委任状（10名）：

井上 正美・小木曾 友・貝沼 圭二・木村 茂

行・坂口 美代子 佐々木 尭・塩見 智和・島袋 

典子・松本 光由・村上 和雄。欠席者（５名）：

大須賀 正人・荊 華・徳丸 克己・馬場 斉・若

槻 雅男。事務局員出席者（３名）：葛綿 賢治・

箱田 正男・田邉 寛。

 

 6月30日　第１回CROSS事業部門運営会議が

CROSS会議室で開催された。出席者は、西谷 

隆義、秋田 雅之、小野 史子、木村 滋、齋藤 鐵

哉、高橋 嘉右、冨江 伸治、藤井 保彦、三國 晃、

横山 桂 、オブザーバとして、的場 徹、箱田 正

雄、葛綿 賢二、事務局からは、御供 文範、助

川 庄一が出席した。議題は、①理事会・評議員

会の報告②平成22年度の年間計画③各委員会・

研究会の事業計画④データベース管理⑤Web管

理、その他であった。

  7月26日　第1回企画委員会“ad hoc Task” 

Group打ち合わせがCROSS会議室で開催され

た。出席者は、秋田 雅之、小野 史子、木村 

滋、藤井 保彦、西谷 隆義が、事務部からは、

助川庄一が出席した。

 

  7月30日　平成22年度第1回東海事業センター運

営会議がいばらき量子ビーム研究センター

（IQBRC）で開催された。出席者は、藤井 保

彦（議長）、青木 貞雄、葛綿 賢二、西谷 隆

義、箱田 正雄、的場 徹、三國 晃、八木 晃一

であった。議題は、理事会・評議員会の報告、

平成22年度計画、共用促進法、その他であった。

【お詫びと訂正】

 CROSSつくば35号「事務局報告」の中でｐ64

（２）「産学連携事業部門」の開設準備の項目

エ、主な業務内容の①・文科省登録機関の公

募年月、・登録機関選定通知年月については公

式発表のものではありません。お詫びして訂

正いたします。
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