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テーマ設定の審美眼が、

研究開発を実用化へ繋げる

まず、樋回研究室ではどのような研究をされていたのでしようか?

樋口俊郎 (以下 :樋口):私 の研究は、「いかにものを巧妙に動かし操

作するか」というところから始まっています。アクチュエータ、磁気軸

受、精密位置決め、自動機械、ロボットなど、「メカトロニクス」といわ

れる分野で役立つ新技術の開発を産学連携で推し進めてきました。

1992年度から1996年度にかけては、東京大学のほか、兼務で財団

法人神奈川科学技術アカデミー(KAST)来でも研究プロジェクトを行

いました。※現在、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

KASTでは5年間で10億円という潤沢な研究費を活用し、さまざまな

優れた研究成果を得ることができました。それらの成果は、超精密

加工機や切片自動作製装置などとして製品化されています。

当時の樋口研究室はどのような様子でしたでしょうか?

博 費莱 (以下 :博):ま ず、研究室当時について思い起こされるのは、

樋口先生がとても厳しかつたことです。現在の穏やかなお人柄から

は考えられませんが、当時は研究に集中していても、先生が後ろを通

るだけで寒気がして察知できたくらいです(笑 )。 また、印象に残って

いるのは、国際色豊かな研究員の中で過ごす環境がとても刺激的

だったことです。樋口先生が午後5時半に退室された後、ひとつの

テーブルを国んで学生同士の弁論会が開かれました。「君の研究は

ここがおかしい」「私ならこうする」と、ドクタークラスの十数名が全く

違った角度から発言し、毎日激論が飛び交ったものです。

徐 世傑 氏

有限会社メカノトランスフォーマ代表取締役

博 賓菜 氏

筑波精工株式会社代表取締役社長工学博士

●

4軸超精密加工機

KASTの潤沢な研究費を活用し、研究

プロジェクトで構想し、東芝機械株式

会社に製作依頼した実験装置。

今日の超精密加工機の原型の一つ

となり、スマートフォン向けレンズの

金型の加工などに利用されている。 勤
●加工例

50μ m厚振動子(SUS304製 )

パルスレーザー加熱による振動実験用
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近年、国内でも「ベンチャーエコシステムをいかにし

ベンチヤーをどのように大学から育てていくべきか…

数々の産学連携実績や研究開発型ベンチャーを輩出

の門下生として当時の技術を事業化させ、成長を続

フォライ)氏および有限会社メカノトランスフォーマー代表取締役社長

3者対談により、そのヒントを探っていく。
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なつた。いよいよ変革期に突入

樋口俊郎 氏
東京大学名誉教授 工学博士、

理化学研究所客員主管研究員、

筑波精工株式会社 社外取締役、

THKプ レシジヨン株式会社 社外取締役

世傑 (チー・ジィ―キィアット)氏の

樋回研究室

代表取締役社長博 費莱 (ポー・
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国籍や価値観の違うさまざまな学生たちと意見交換をする中で成長

でき、とてもいい経験をさせてもらいました。

博さんは、なぜ樋口研究室へ ?

樋口 :博くんは山梨大学で修士課程を終え、1997年 に私の研究室

に博士課程の院生として入って来ました。山梨大学での彼の指導教

官は牧野洋先生で、SCARA型ロボットの考案者として世界的に有名

な方です。

博 :山 梨大学ではロボットの研究をしていました。ロボットの義手の

指先に使う静電モーターに興味があり、修士号取得後は静電モー

ターの研究で名の通った樋口研究室の門を叩きました。ところが、研

究室に入った後、静電モーターではなく静電浮上の研究にしなさい

といきなり言われまして・ (笑 )。 方向転換した結果、良い道に進め

たと思っています。

樋口 :博くんが来た頃は、静電モーターの主要な研究はKASTで既に

行なわれており、博士課程で取り組むには遅かったんですよ。静電

モーターの研究で博士号は取れても、あまリパッとしなかったのでは

ないかと思います。それより、半導体製造やFPD製造などの産業界

への応用が期待できる静電浮上の方が面白いよと提案しました。他

の人がやっていないテーマに取り組むことが、博士論文研究では重

要なのです。お陰で博士論文書くの楽チンやったやろ?(笑 )

博 :は い、とても助けていただきました。

樋口 :大学の先生にとって一番大事な仕事は、「研究テーマを探すこ

と」です。とくに東京大学には出来のいい学生が来るので、研究テー

マを与えてきちんと指導し、彼らがポイントを掴めれば、先生の代わ

りに研究を進めてくれるわけです。「私の研究室は学生の自主性に

任せ、研究テーマも学生が探すようにします」と言う先生がいます

が、それは大きな間違いです。そんな簡単に良い研究テーマを学生

が見つけることができるのであれば、大学の先生は不要です。

大学での研究をどのように実用化へと繋げていつたのでしようか?

樋口 :私 の研究室で進める研究は、具体的なアプリケーションがない

ところから始めるものがほとんどでした。「こういうことが将来必要

になりそうだ」と来来のニーズを予想して研究していたのです。この

とき、テーマがあまりに具体的だとその問題解決だけで終わってしま

うし、逆に未知の夢のテーマを設定すると、文科省から研究費は取

れてもすぐには実用化できないものになります,狙うべきはちょうど

その間、企業が手を出さないキリキリのところてす。そして、実用化で

きそうな段階まて研究が進むと、全国の企業にダイレクトメールを出

し、マスコミも集めて'一 緒にやりませんか?_と こちらからアプロー

チしていきました=こ れらとは別に、企業との共同研究の中から生ま

れたテーマも多くあります=徐くんの場合かこの例です。

徐 世僕 .以下 |■ 1私 は松江工業高等専門学校を卒業して東京大学

に2年生から入学しました=樋 口研究室に入ってすぐに圧電素子の

フロジェクトメンバーに加わり、当時研究室に在籍していた矢野

(現 :有限会社メカノトランスフォーマ取締役会長)と事業を立ち上

げ、かれこれ20年近く圧電素子の研究を続けています。

樋口 1徐 くんは在学中にすごい貢献をしました。お米の選別機で有名

な株式会社サタケとの共同研究を進める中で、お米を選別する際に

多数のノスルからの空気流で異物を吹き飛ばしていることを知り、

空気圧弁の駆動に圧電素子を用いることで高速応答のものが作れ

る可能性を提案・実証しました。それからずっとサタケとの共同研究

は続き、製品化に成功しています。

徐 :学生の頃は、圧電素子の研究がどこまで花開くかわかっていませ

んでしたが、現在は生み出した技術をどのように世の中の需要に結

び付けられるか、世の中に貢献できるか、ということをより考えるよ

うになりました
=

ピエゾ式エジェクタバルプ

(メカノトランスフォーマ)

選別機で不良品を除去するための空気

噴射装置 (エ ジェクタ)の一部。

徐氏が東京大学工学部3年生の当時から、

株式会社サタケと共同研究開始。

●エジェクタノズル

空気を整流して

不良品に噴射

0エジェクタバルブ

← 弁を開閉し空気を調節

エジェクタマニホールド

圧縮空気が

貯められている容器

↑

エジェクタ基板

アヽルフの開閉を指示

組織切片自動作製装置 (樋口研究室 )

組織切片自動作製装置 AS-410M

株式会社大日本精機
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組織切片 自動作製装置

AS-410Mは 従来手作業

で行われているパラフイン

包埋ブロックの薄切作業

を自動化した装置です。
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静電力で、フィルムとパラフイン包埋された試料表面を吸着させた状態で切片を薄く削りとる。

接着剤 (粘着剤)を 使わないので切片を汚さないのが特徴。
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これからの IT市場、

アジアで戦うベンチャーを育てる

偉さんの研究は現在どのような事業に活かされているのでしょうか?

樋口 :博くんが大学で研究に取り組んだ静電浮上技術は、現在筑波

精工株式会社で、静電チャックの技術として活かされています。もと

もとは「対象物に触らない」という概念からスタートした静電浮上の

研究が、今は全く逆で「うまく吸着 (接触)さ せる」ためのものに使わ

れている。このように、続けてきたことが思わぬところで花ひらくの

が研究の面白さですね。

博 :学生時代に静電浮上ハンドリングを実現するために、静電界の

合理化設計に関する研究をしていました。その基礎を筑波精工株式

会社に持ち込み、社員が一丸となって開発を進めた結果、現在の

キャリア型静電チヤックを実現し、特許を保有することもできました。

学生時代にしつかりとした基礎を築けたのは、KASTと東京大学本郷

キヤンパスでそれぞれ1年半過ごした間に、最高の設備環境と人間

環境に恵まれたおかげです。また、当時はまだ理論レベルだった技術

を信じ、筑波精工株式会社での商品化を強く推進した初代社長 坂井

氏のチャレンジ精神なしには成し得ませんでした。この精神は、今で

もSuppOrterを はじめとする当社商品に息づいていると思います。

樋口 :彼の会社は、半導体や液晶を製造する大手企業と仕事をして

いるので、どんどん鍛えられている。これから本当に伸びると思いま

す。2018年 にTOKYO PRO Marketへ株式上場をしたことにより

さらに注目されていますしね。

樋口 1半導体をはじめとするIT関連のビジネスは、今後も伸びていく

と思います。そして、その製造の中心となる中国や台湾などアジァ

全体でビジネスを捉えたときに、博くんと徐くんは中国語、マレー語、

英語ができる。これは大きな財産だと思います。そして日本人の気持

ちもよくわかりますしね。もう日本人の心の方が多いかもしれないね。

一方、私の研究室を出た日本人の卒業生のうち、彼らのように研究

開発型ベンチャーをつくって仕事をしている人はいないんですよ。

これは残念なことです。

偉 :日 本人の心は今ざ割ぐらいあると思います。

研究開発型ベンチャーで事業をやっていくのは決して楽ではありま

せん。むしろすごく辛いです。技術は良くて当たり前。その上で、信頼

を得る何らかの巡り会いが必要です。とくにIT関連の分野は状況が

常にスピーデイーに移り変わる業界なので、市場のニーズと事業成

長のタイミングが2年ずれるともうやつていけません。技術が良いか

らといって成功する確率は1割もないと思います。

樋口:彼の会社は本当に危ないときもありましたからね。綱渡りみた

いな場面も見ています。

博 :でも現在は、苦労もありますが最高に楽しいです。

徐 :そうですね。決して楽な道ではありませんが、いつか笑えるような

日が来ると思い頑張つています。学生の頃も、卒業した後も、樋口先

生にはずっと相談に乗ってもらつているので、とても感謝しています。

西大井のアパートの一室で小さく始めた事業でしたが、今少しずつ

新しい景色が見えてきました。

樋口:おそらく2～3年前なら、このように事業1展開していなかったでしょう

ね。やっと彼らが今まで苦労して蓄積してきたものが花開いてきたんだ

と感じています。ということで、もしかしたらまだ記事にするには早いん

じゃないかな?(笑)あと2年ぐらいしたら・一番‐良いタイミンク
｀
が来るかもし

れませんね。その時はまた状況が変化してきていると思いますよ。

博 :2年後の成果を予測して今取材したということに価値があるん

じゃないですか?(笑 )

樋口 :早くからもう目をつけていたと。そういうことですね。(笑 )

2人と話していると気持ちがウキウキするんですよ。心配していた時

期もありましたが、これからがきっと面白いですよ。

勇気ある資金分配が、

日本の研究を前進させる

―国内の研究開発型ベンチヤーの育成にあたり、現在どのような課

題があると思われますか?

樋口:近年は、研究開発型ベンチャーの育成システムを構築しようと

いう動きが活発になつています。その際に、資金をどう分配するか、

研究テーマをどう設定するか、研究開発型ベンチヤーヘの補助体制

をどう考えるかなどさまざまな検討項目がありますが、的外れな施

策も多いと感じます。研究開発型ベンチャー育成の経験豊富な私が

活用されていないのは不思議でなりません。たとえば産学連携のこと

を考えたら、まずは大学教員の特許取得状況を調べるべきです。産学

連携をやつているふりではなく、本当に勝負している先生の成果は必ず

特許に反映されていますから。極論ですが、私が文部科学省の大臣

になつたら、半分の予算で2倍の成果が出せると思いますよ。

…具体的な解決策は何でしょうか?

樋口:簡単に基礎研究とか応用研究という言葉を使いますが、そのよ

うな分類の仕方が間違つていると思います。研究には基礎も応用も

ありません。今、日本の研究政策で一番良くないところは、重点研究

ばかりに資金が集中し過ぎていることです。重点研究は誰が見ても

重要だとわかるのだから、放つておいても進みます。さらに資金を注

ぎ込む必要はないわけです。ノーベル賞を受賞した人たちの研究の

多くは、当初は注目されなかった課題の発掘から始まつています。

重点研究から除外されている多様な新しい芽を育てることができな

い現在の仕組みからは、ノーベル賞は生まれないと思います。

研究の出発点では、多額の研究費を必要としません。1億円を1課題

に与えるよりも、50課題に200万円を配分する方が、大学の研究に

は適しているのではないでしょうか。

SuppOrter rCarrier― type Electrostatic Chuckl

(筑波精工株式会社)

SuppOrterに極薄Waferを 電界

吸着後、内部に蓄電した電界のみ

で、無給電で半永久の吸着力を保

持します。waた rの 割れの保護と、

裏面の加工処理を実現します。

筑波精工製

SuplDOrter

(0 5mll厚 )

半導体メーカの
極薄50μmWafer
(加工中割れ易い)



今後の方向性について
樋口先生の今後の企業や研究機関との関わり合い、

活動の方向性を教えてください。

樋口:今は、幾つかの企業の技術顧間をして研究開発に協力してい

ます。ものの見方の多様性やアイデアでは、まだまだ若いもんには負

けないと自負しています。大学やKASTなどの恵まれた研究環境で

培われた知見と開発した技術を次の世代に伝えていきたいと思って

います。私の研究室から生まれた企業は、筑波精工、メカノトランス

フォーマの他に、ナノコントロール (現THKプ レシジョン)と青電舎が

あります。

事業内容や会社の組織は異なりますが、世界中で使われる可能性が

ある新製品がいくつか出てきていますので、それぞれの今後の発展

を大いに楽しみにしています。もうしばらくは、これらを助け、産みの

親の責任を果たしていきたいと思います。

筑波精工株式会社
1985年    目」業 (坂井社長 )

1995年 度～1999年 度 博氏に奨学金供与

2001年   」STよ り樋口 博氏が共同出願した

特許の専用実施権を受領

2002年    静電チャック設計開始

2004年    博氏入社 取締役技術部長 就任

2005年    樋口氏 社外取締役 就任

2011年    博氏 代表取締役 就任

2018年   TOKYO PRO Market上 場

技術提供 出資

入 社

販路開拓

共同研究

支 援

入社

有限会社 メカノトランスフォーマ
創業者の矢野氏 樋口研究室在籍

徐氏と共同研究

創業 (当 時社名 1有 限会社電子精機 )

徐氏 入社

徐氏 代表取締役 就任

2000年

2002年
2005年
2012年

販路開拓支援

事業計画支援

販路開拓支援

樋口研究室

東京大学大学院工学系研究科

精密工学専攻

先端メカトロニクス研究室

樋 口 俊 郎 教 授    _
1978年 東京大学生産技術研究所 _

助教授 就任      ~
1991年 東京大学工学部 教授 就任

2015年 定年退職

東京大学名誉教授

^マレーシア出身↓先輩1後輩

徐 世傑 研究員

博 責莱 研究員

=~2000年1  2005年
研究室所属

修士課程修了

卜
~1997年

1  2000年
研究室所属

博士課程修了

株式会社青電舎
2008年 ,ST大学発ベンチャー創出推進を経て設立

かながわサイエンスパーク

財団法人神奈川科学技術アカデミー
現 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

1992年度～1996年 度

1,諏 口「極限メカトロニクス」ブロジェクト

1997年 度～1998年 度

先進メカトロニクス開発チームとして企業から

研究費を得て研究を推進

ブロジェクトリーダー 樋口氏、研究補助員 博氏
※株式会社ケイエスピー内日社長も当時は隣室で研究

内田「超磁性材」ブロジェクト(1990年度～1993年度)

KSP投資事業有限責任組合
(株式会社ケイエスピーが運営するフアンド)

2015年        KSP4号 フアンドより出資

● 事業計画

KSPビジネスイノベーションスクール

事業承継相談

● 販路開拓

商談会、ビジネスマッチング

展示会 (ネ ブコン、セミコン他 )

株式会社ケイエスピー

担当
・
飯沼

担当 1栗 田

担当 :水 野

プロフィール

樋 口 俊 郎 氏 HIGUCHI Toshiro 博 費莱 氏 POH Fowla:

1950年 2月 26日生まれ

東京大学名誉教授工学博士

理化学研究所客員主管研究員

筑波精工株式会社社外取締役

THKプレシジョン株式会社社外取締役

1969年 10月 9日生まれマレーシア出身

筑波精工株式会社 代表取締役社長 工学博士

略歴 1997年 4月

2000年 3月

2001年 4月

2004年 10月

2011年 9月

東京大学大学院工学系研究科

精密機械工学専攻博士課程入学

東京大学大学院工学系研究科

精密機械工学専攻博士課程 修了

三洋シリコン電子株式会社 入社

(筑波精工株式会社坂井社長の会社)

略歴 1977年 3月 東京大学大学院工学系研究博士課程修了工学博士

1978年 4月 東京大学生産技術研究所助教授就任

1991年 11月 東京大学工学部教授就任

1992年 4月 財団法人神奈川科学技術アカデミー樋□

「極限メカトロニクス」プロジェクトリーダー兼務

2005年 4月 筑波精工株式会社社外取締役就任

2015年 3月 東京大学大学院工学系研究科

精密工学専攻教授 定年退職

1985年  二作機械技術振興賞(論文賞〕

1989年及び1990年

精密工学会賞

1991年  日本国ボット学会技術賞

1998年  日本MH協会下地賞

1999年  日本国ボット学会論文賞

1999年  lEEE、 lES最優秀論文賞

2000年  lEEE、 IAS論文賞

2001年  砥粒加工学会論文賞

2001年  lEEE、 VR2001最 優秀論文賞など

受賞 ff; EH E c'u. sze Keat

1976年 8月 21日生まれマレーシア出身

有限会社メカノトランスフォーマ 代表取締役

2000年 4月 東京大学工学部システム創成学科

(旧精密機械工学科)2年次として編入。

2002年 5月

今回の2社以外にも、株式会社青電舎や

株式会社ナノコントロール(現 THKプレシジヨン)を含む、

樋口研発ベンチャー4社のコア技術の確立に成功している。

ライター :松村茉莉 撮影 :大塚正明 (ロ ックアップ)

略歴

2003年 3月

2003年 4月

2005年 3月

2005年 4月

2012年 1月

2012年 8月

科学技術振興事業団(現・科学技術振興機構)

プレベンチヤープロジェクトに実験補佐として参加

有限会社電子精機 (現・メカノトランスフォーマ)創業にあたり、

研究員として参加

東京大学工学部システム創成学科(旧精密機械工学科)卒業

東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻修士課程 入学

東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻修士課程修了

有限会社電子精機 (現・有限会社メカノトランスフオーマ)入社

有限会社メカノトランスフオーマ取締役就任

有限会社メカノトランスフォーマ代表取締役就任

筑波精工株式会社入社・同社取締役技術部長就任

筑波精工株式会社代表取締役就任


