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調 査 報 告

産学官共同を推進する西欧プラスチ ック加工の研究状況
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プラスチ ック工学の研究 といえば, これ まで ともする

ラスチ ック加工研究機関を設立 したのに始 まる｡現在は

と新機能,高強度材料の材料開発 に重点が置かれ,加工

ア‑へ ン工科大学の付属研究所 となっている｡I
KVの所

技術の研究 は現場サイ ドの経験やノウハ ウにまかされる

長 は,スポンサー協会の会長 と同時に,ア‑へ ン工科大

傾向が強かった. とりわけ,プラスチ ックの歴史の浅い

学機械工学科教授 をも兼務す る統括責任者である｡その

日本では,加工技術 の重要性認識が浅 く,字間的な研究

強大な指導力の もとに産学共同が強力に推進 されている｡

対象 として取 り挙 げ られに くい経緯 も指摘 される.プラ

数々の国際的賞の受賞が物語 るとお り,名実 ともに世界

スチ ック業者 を一段低 く見 る ｢
士農工商 プラスチック｣

のプラスチ ック加工研究 の中心 といえる実績 と陣容 を

とい う言葉が今で も語 り草 になっているのほ, この こと

400
m2
の面積 に,約 7
0
人の
誇 っている. ビル 3棟,延べ4

を象徴的に物語 っていよう.一方,ひ とたび欧米に目を

研究スタッフ,約2
0
0
人の学生,事務･
研究職 を含む約6
0

転ずると,プラスチ ックの多様な機能,優れた成形性,

人の職員がお り, (1)押出し ｡2次加工, (2)射出成形,

複合性,接合性等 を最大限に引 き出す上で,その成形 ･

(3)圧縮 ･発泡成形 と強化技術 , (4)
材料工学の各研究

加工技術がいかに重要であるかが,いち早 く認識 されて

グループ と,管理,教育 ･訓練,工場の各セクションに

きた.そこでは,新材料開発 に引 き続 く新加工技術の開

配属 されている.

発 という切迫 した実用 レベルの研究課題 を,産学官共同

9
86
年1
0月31日,I
KVを訪ねた.K'
86の準
旅行前半の1

体制 にて積極的に推進 しているのに改 めて驚かされる.

備 に忙 しい時期 にもかかわ らず,面識 もな く実績の乏 し

日本では,プラスチ ック加工の研究 において産学官の研

い著者の訪問希望 を暖か く受 け入れて くださった ことは,

究体制,お よび相互の協力体制が大幅に遅れていること

まことに望外の喜びであった｡起伏の多い, こじんまり

を率直 に認 めざるをえないであろう.

とした古都ア‑ヘ ン. その街並に沿 って,期待 に胸 を膨

こうした中で,著者 はプラスチ ック加工 をこれか らの
研究分野 と位置づけ, これ まで日本の研究状況調査なら

KVは,
らませなが ら,地図 と住所 を片手に捜 し当てたI
どうして こんな ところに と思 うほ ど住宅街 の ど真 申に

びに研究の準備 を進めて きた｡ しか し本格的な研究 に着

86
展示用の新型
ひっそ りと建 っていた. ときまさに,K'

手する前に,是非一度,欧州 における実状 を自分の目で

射出成形機 を搬出中の場面 に出 くわした.ポルダー博士

見て くることの必要性 を痛感 していた｡その矢先に,辛

か らI
KVの組織 と運営についての説明 を聞いた.そして

いにして この度,世界最大のプラスチ ック ･ゴム見本市

複合材料の成形,熱成形,溶接部門の各研究スタッフか

K'
86の開催 に合 わせて西欧の調査旅行 の機会 を得 るこ
とができた.訪問国は西 ドイツを中心 に,イギ リス,オ
ランダ,スイス, フランスの各国で,約 3週間の滞在期
間中に大学 ･国立研究機関,関連企業,見本市の見学 ･
視察 を行 い,非常 に貴重な体験 を得 させていただいた.
以下 で は これ らの うち, とりわ け鮮烈 な印象 を残 した

I
KV訪問 とK'
8
6
視察 を中心に報告 したい｡
1.アー‑ ン工科大学プラスチ ック加工研究所 (
l
KV)

I
KV (
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ar
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t
ung)は,実用
的研究な らびに実務訓練機関の必要性 を認識 した産業界
が出資 して,1
9
50
年代初 めスポンサー協会 を組織 し,プ
*
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ら,ほ ぼ丸一 日がか りで研究 内容 の熱心な紹介 を受 けた。
。
戦時中の建物 を改造 した とい う別棟設備 も含 め,事 務
材料部門を除 くIKVの 全体 を案内 していただ いた。そ こ
には,真 新 しい大型実験設備,何 か ら何 までそろった検
査 。試験設備, ど こに行 つて も目に とび込 んで くる多勢

が に16号館 までの常設展示場があ り,さ らに仮設 ・屋外
を含 める と約30の展示場がある計算 になる。概略 として
1〜 6号 館 に材料 と製品, 7〜 10号館 にプラスチ ック加
工周辺機器 。装置,11〜 14号館 に射 出成形機関連,14号
館 に押 出 し 。イ ンフレー シ ョン関連,16号 館 に金型 ,各

の熱心 な研究 スタ ッフ,そ して何 よ りも系統的 に整理 さ
れた広範 な分野の研究 テー マ と成果が並んで いた.予 想

種試験装置 が割 り当て られて いた。

以上の スケール に驚嘆 させ られる。

会場 を視察 し,や お ら説明員 をつか まえては種々雑多な

IKVの システムにつ いて尋ねた。IKVを 支 える豊富 な
一
研究資金 は,ア ーヘ ンエ科大 か らわずか 割出資 され る

情報 を収集 した。会場の余 りの広 さと混雑ぶ り,出 展の
バ リエー シ ョンの豊富 さに目を回 した ものの,疲 れ も忘

だけで,大 半 はスポ ンサ ー協会 と国関係 お よび関連諸団

れ嬉々 としなが ら会場 を駆 け巡 る毎 日が続 いた。 じつ く
り見 る と一 日にせ いぜい 3号 館 まで。幸か不幸か,プ ラ

体 か ら出資 されて いる。 さらにほ とん どの機械 は企業か
ら無償で提供 されてい る との ことだ つた。 アーヘ ンエ 科
ー
大 か ら多数 の学生が きて研究 スタ ッフの下でグル プ研
究 がなされ る.彼 らは卒業後 graduate engineerとな り,
一 部 は会社 に,一 部 が次の研究 スタ ッフとして残 り,新
たに研究資金 と学生 を集 めて 自らが研究 グルー プ を組織
す る。 そ して 4〜 5年 の後 に各 スタ ッフは研究 レポー ト
をまとめ,セ ミナー,学 会,出 版物 etcの 形で成果 を世
に還元す る。 これ らの うち優 れた研究 に対 しては博士号
の授与 も行 われ,そ の数 は毎年 10人 ぐらいにのぼつてい
る とい う。 こ うした システムが,常 に若い研 究者 を擁 し
て組織 に活力 を生 み出す と共 に,産 業界 か らの厳 しい要

著者 は先端技術動向の調査 を目的 として,延 べ 5日 間

スチ ック 。ゴム関連 の見本市 はK'86が初 めて。実 に新鮮
なイ ンパ ク トをK熔6は与 えて くれた。 この視察 が 日本で
は得がた い貴重 な体験 であつた ことに気 づいたのは,帰
国直後 のJP86(東 京晴海, 9会 場)を 見 た ときだ つた。
世界 六大見本市 に数 えられ るJP86は,規 模 の上 ではK'86
の 1/3〜 1/4.射 出成形関連 が随分幅 をきかせ,材 料 ・
製品展示 の貧弱 さは寂 しい限 りであ つた。 プラスチ ック
加 工 の大 きな流れ と広 が りの中 で,射 出成 形 が プ ラス
チ ック加工の一手法 であることを,ご く自然 に感 じさせ
るほ ど,お よそプラスチ ック加 工 に属す るすべ ての材料
と機械 が ,こ のK毬6には展示 されていた。そしてKЮ 6の
キャッチ フレー ズ,No l for Plastic tt Rubber,Presen‐

望 に応 えうる質の高 い研究 と効率的な研究速度 の維持,
産業界側 か らみた合理的な人材育成 と研究成果の円滑 。

とお り,単 に完成 された商品ばか りで
tiAg the Futureの

迅速 な普及 を保証 して いるかにみ えた.し か し,一 方で
研究部門 では,パ ー マ ネ ン トといわれ る職員が所長 を含

な く,自 動化,シ ステム化,高 精度化,効 率化,小 型化,
高機能化 を追求 した思 い切 つた未来指向型 の機械,シ ス

めて実質わずか 2人 と聞かされて驚 ろいた。長期基礎研

テムが競 つて展示 されていた。 その間隙 を縫 うように,
ー
エ機
日本 で はお 目にかかれないような全 くユニ クなカロ

究 の継続発展 と,学 問研究 における人 材育成の面 では間
題 を残す もの とも思われた。停年直前のメ ングス所長 の
後任 は一体誰 なのか, こ れが所内で もっぱ らの関心事だ
とそのスタ ッフ氏 はつ け加 えて くれた。
IKV訪 間 で残念だ ったのは,K'86出 展のため,射 出成

械群 が,わ れわれを十分 に魅 了 して くれたのである。
白地 にグ リー ンのIKV文 字 マー クを付 した機械が ,会
場 内の ところど ころに散見 された。こ れ らはIKVと の共
同研究開発 による機械 であることを明示す る。 ここで も,

形の スタ ッフ と設備が そつ くり会場のデ ュ ッセル ドル フ
に移動 して留守であつた ことだ。 ボルダー博 士が,こ の

IKVの ス タ ッフが説明員 として活躍 していた。IKVは K'
86に 自らの ブー スを持 ち,ロ ボ ッ トによるフレキシブル

続 きはK熔6会場 にて説明 しようと約束 されたので,K86
へ の期待 はいやが上 に も高 まるばか りだ つた。持 ちきれ

射 出成形 セ ンター,お よびプラスチ ック加工用 のCIMの

ないほ どの関連 パ ンフレッ ト,出 版物類 を抱 えなが ら,
少 なか らぬ興奮 を覚 えてIKVの 門 を出れば,そ こには も
う秋色 に彩 られたアーヘ ンが 夕暮れの中 にひっそ りとた
たずんで いた。
2.第 10回国際 プラステ ック ・ゴム見本市 K'86
1986年11月 6日 〜13日,西 ドイツのデ ュ ッセル ドル フ
にて開催 されたK毬6は ,プ ラスチ ック ・ゴムに関す る原
料 。加工機械 。成形品 。付属機械 が展示 された世界最大
規模 の国際見本市 で,今 回は40ヶ国,1700社 が参カロし,
20万人 を越 える入場者 で連 日会場 はにぎわ つた。約50万
2
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究

と国立機関 との違 いはあるものの,Rapraは 170人,KRI
は120人規模 の研究機関で,プ ラスチック加工,材 料物
性,各 種試験 。検査 に関する委託研究 と情報サー ビスを
主な業務 としている。国外企業か らも多 くの委託 を受け
入れていると聞 く。
翻 って日本の大学,国 公立研究機関では,IKVは 別格
としても,Rapraや KRIに 匹敵するプラスチック加工の
総合的研究組織 は見当た らない。そればか りか,産 業界
ヽア
やＯＺＯｃ●Ｏｃ輌

も足並みがそろっていない。 プラスチック加工を中心 に
据えた国内学会 も確立 されていない。何 よりも大学での
研究者の絶対数が,他 加工分野 に比べ圧倒的に少な く,
そのため継続的な人材育成にも困難を極めている。 こう
Ｎ

０一∽ ︒ｃＯＯ
Ш

した厳 しい環境が,逆 に浮 き彫 りにされてきた。今回の
調査旅行は,研 究動向調査を第一 に掲げていたが,実 は
日本 と欧州の こうした違いは一体何 に根ざしているのか,
どうした ら日本の研究状況が変革 されるのかを,繰 り返

図 l K'86見

本 市会場 の概 略

実演 を行 つた.こ れ らは,IKVの 描 く未来 のプラスチッ
ク加エ システムである.前 述ボルダー博士の説明 に耳を
傾 けなが ら,レ ボルバ式 自動型交換 システム,特 殊機能
ロボ ットに基づ く多種部品の成形組立 自動化 システムの
動 きにしばし見入っていた。 こうした システムが世 の中
に広が る日も近 いのだろうか。
IKVの 例 に限 らず,こ れはと思 う技術が産学共同の成
果 に裏 うちされている例 を多 く見かけた。 また,そ の共
同形態 についても,射出成形 におけるPVT制 御技術のよ
うな重要技術 では,競合 5,6社 が参加 して共同プロジェ
ク トを推進 しているとい う。過当競争にあえぐ日本 では,
なかなか想像できない話である。総 じて欧州各社の合理
性,開 放性,国 際性 をまざまざと見せつけられたK'86で
あった といえよう。
3.本 調査旅行 を終えて

し厳 しく問われ続けた旅行 となった。それほど日本 との
差は奇異な現象 と映るのである.
もともとプラスチ ック加工の分野は,加 工技術が材料
固有の特性 に大 きく依存 し, また材料そのものが本質的
に混合物 で標準化 されに くい,な どの困難な前提 を抱え
ている.材 料開発 の歴史その ものが比較的浅 く,現 在な
お,そ れまでのデータ蓄積 を一気 に塗 り替 えるような新
材料の開発 も続 いている進行段階である。材料 と機械 。
プロセス制御の境界領域的色彩が強いプラスチック加工
技術 のみが,材 料の種別 を乗 り越 えた普遍的な技術体系
を築 き上げるには,今 しばらくの時が必要 といえよう。
過渡期にある今,こ の分野で産学共同が是非必要 となる
ことの由縁 もここにある.
今回の旅行を とおして,(1)地 道な基礎研究の蓄積 と
(2)基礎技術 の開発研究 の必要性 に加 え,閉 鎖性の残る
産業界,学 協会の中で (3)開放的な産学共同体制の推進
と(4)公 開 された情報交換の場および手段の育成,そ し
て(5)教育 。訓1練・人材育成 に対する大学の担 うべ き役
割,(6)国 際交流の重要性 を自覚できた ことが,個 々の

本調査旅行 では,こ のほかイギリス,Rapra Ltdの ワ
トキンソン博士の もとを訪れ,イ ギリスにおけるプラス
チック加工研究の状況について,お よびデータベース作

研究動向調査の成果 にも増 して,一 層大 きな収穫であっ
た といえるであろう。

成 に関す る有益な討論 を行 つた。オランダでのプラス
チック加工研究の要であるTNOの プラスチック・ゴム研
射出成
究所KRIで は,ター ンナウ ト博士のもとを訪ねた。

の援助の もとに行われたものである.非 常 に有意義な調
査旅行の機会を与えて くださつた奨励会の皆様 に心から

形および複合材料の成形に関する議論 をし, この分野の
研究状況 についてさまざまな御教示をいただいた。民間

本調査旅行は,生 産技術研究奨励会の三好研究助成金

感謝の意 を表 します。

(1987年 3月 31日 受理 )

