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【お問い合せ先】（公財）京都産業21 事業推進部 市場開拓グループ TEL：075-315-8590  FAX：075-323-5211
E-mail：market@ki21.jp

上海代表処だより　Vol.11

2012年度に入り、上海では上海商城（上海マート）に
常設展示の京都館を開館し、上海久光百貨店、成都伊勢丹
百貨店では京都コーナーをオープンすることが出来まし
た。また、京都物産展も天津、瀋陽、上海などで開催し、
着実に京都商品と京都の高級なイメージの定着が進みつつ
あります。
展示会関係では、6月に
工芸礼品展示会、8月に上
海ギフトショー、9月には
「日中ものづくり商談会」
（P7で紹介）などが開催
され、それぞれの出展者
の皆様への協力を通して
今後の中国展開への手応えを掴みつつありました。
ところが、9月11日に日本政府が尖閣列島の国有地化
を発表すると、中国側が非常に厳しい対応をとり、中国各
地でこれまでの反日運動時よりも激しいデモが実施されま
した。日本からの訪問延期や、展示会など各種イベントが
中止になるなど、今後の活動に大きな支障が出そうな雲行
きとなってしまいました。日本国内では、デモの中でも激
しい行動をしている場面が繰り返し放映されたようで、と
ても街中を歩けない状態と想定された方も多いようです。

しかし中国は大きな国で、都市も非常に多くあり、その
内の100都市、デモの参加者も数万人という規模ですか
ら、全国津々浦々でテレビ放映のような場面が起きた訳で
はありません。9月18日は満州事変が勃発した日であり、
日本人は言動に注意しなければならない時期に当たりま
す。従ってこの日が最もデモの規模が大きくなりました
が、19日からはデモも禁止され、平常に戻す努力がなさ

れています。この時期は、中秋節、そして中華人民共和国
の誕生日である10月1日の国慶節を祝うため、中国にと
って最も大切な時期にあたりますから、いつまでも混乱が
続くのは避けたいという意向も働いているのは当然です。
今年は日中国交回復40周年にあたり、日中関係にとっ
ても大事な節目だったのですが、この機会を更なる友好促
進ではなく、後退させてしまった事は誠に残念です。国同
士のお付き合いも相互の事情をよく理解し、交流を促進し
て行く事が大切である事を物語っています。

代表処のこれからの活動はどうするとよいでしょうか。
１．�中国とは、特に京都にとっては1200年来の交流があ
る相手であり、21世紀は中国、アジアの時代になる
事は確実です。日中関係は今後も発展、拡大すると推
察され、相互に重要度は増して行くでしょう。
２．�こうした時期にこそ、領土問題は国の外交にしっかり
対応してもらい、京都府、京都産業21、京都商工会
議所など地方自治体、民間が「経済」、「文化」、「人」
の交流促進を一層計ればよいと思います。

今後も引き続き、京都ブランドの浸透と、京都自動設備
支援ネットワーク（チーム京都）としての活動展開を活発
化させて行き、より大きな成果に繋がるよう、継続的に
様々なアクションをとって進めたいと思います。

幅広く、多くの情報を収集し、より客観的な判断を各社、
各自が実施し、真相を見極めた上で適切な方策を実施して
行きましょう。加油！（がんばろう！）

（レポート：藤原�二郎））

最近の日中関係と上海代表処の活動への影響

〈上海常設展開館〉
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「平成 24 年度 京都府高等学校ロボット大会」を開催

「平成24年度 京都府高等学校ロボット大会」を開催
去る９月１５日、京都府立工業高等学校（福知山市石原）において、今年で１７回目を迎える京都府
高等学校ロボット大会を共催で開催しました。当財団は本大会の助成などを通じて、ものづくりの担
い手育成を支援しています。

【お問い合せ先】（公財）京都産業21 連携推進部産学公・ベンチャー支援グループ
TEL：075-315-9425 FAX：075-314-4720
E-mail：sangaku@ki21.jp

この大会は、京都府内の公立高校（工業科）の生徒が、技術とアイデアを生かして手作りで製作
したロボットによる競技大会で、京都府公立高等学校長会工業科部会（会長�田中邦明�府立工業高
等学校校長）の主催により毎年開催されているものです。

今年の競技のテーマは、全国大会の開催地である岡山県にあやかり「桃太郎が日本を元気に！」。
これは、昔話で登場する桃太郎（リモコン型ロボット）と、きび団子をもらい家来になった犬・猿・
キジ（自立型ロボット）が力を合わせて鬼を退治するというものです。競技者は桃太郎ロボットを
操縦しながら鬼に見立てた空き缶を指定の場所に積み上げ、ボス鬼のペットボトルを指
定の箱に収納して得点を重ねていきます。さらに、自動で動く家来ロボットが集めた鬼
退治アイテムを一番上に積むことでボーナス得点が得られます。

当日は、京都府内の工業系高校4校から計11チームが参加しました。3分間という短
い競技時間の中で、各チームとも創意工夫に富んだ自慢のロボットで競技に臨みました。
決勝戦はミスの許されない緊張感が張り詰めるなかでハイレベルな戦いに。鬼の空き缶
が高く積み上がると会場は拍手と歓声に沸きました。

製作に携わった生徒たち、参加された皆さんには、ものづくりの楽しさ、難しさ、チー
ムプレイの重要性などを体験する、またとない機会になったことと思います。

優　勝　市立洛陽工業高等学校「10万馬力」号
準優勝　府立工業高等学校「ドッコイセ福知山」号
第３位　市立洛陽工業高等学校「20万馬力」号
敢闘賞　府立田辺高等学校「楔（くさび）」号

上位2チームを含む代表4チームは、11月10日・11日に岡山県で開催される全国
大会に進みます。▲優勝チーム「10万馬力」号
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下請取引適正化推進月間

11月は下請取引適正化推進月間です。親事業者と下請事業者との取引（下請取引）については、「下請代金支払遅延等防止
法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者（発注者）の義務や禁止行為などのルールが定められています。
例えば、下請単価を一方的に引き下げたりすることや、発注書面を交付しないなどもルール違反として禁止されています。
財団では相談窓口として下記のとおり「下請かけこみ寺」を開設しています。

47都道府県（61会場）において、親事業者
の下請取引担当者等を対象に、下請法及び下請
振興法の趣旨・内容を周知徹底するための講習
会を開催します。京都会場は以下のとおりです。

京都会場

平成24年11月19日（月）�13：30～ 16：30
メルパルク京都５階会議室Ａ
京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676番13

申込み及び問い合わせ先

大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎第1号館　近畿経済産業局�
産業部�中小企業課�下請取引適正化推進室
TEL　06�(6966)�6037
FAX　06�(6966)�6083
※詳細は近畿経済産業局のホームページをご覧ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/

「平成２4年度下請取引
適正化推進講習会の
開催のお知らせ」

平成24年度下請取引適正化推進月間キャンペーン標語

―　下請法　知って守って　企業のモラル　―

下請かけこみ寺では、企業間の取引に関するトラブル・苦情相
談等に、下請法や中小企業の取引問題に知見を有する専門相談
員が親身になって耳を傾け、適切なアドバイス等を行っていま
す。専門相談員が必要と判断すれば弁護士による無料相談も受
けられます。
秘密厳守・相談料無料ですので、取引上で困ったときはお気軽
にご相談ください。
また、下記の場所で月1回巡回相談も行っています。

●久御山町商工会（第３火曜日）
●ガレリヤ・かめおか（第３木曜日）
●丹後・知恵のものづくりパーク（第４火曜日）
●北部産業技術支援センター・綾部（第４水曜日）

お問い合わせ先
（公財）京都産業21　市場開拓グループ内　下請かけこみ寺担当
TEL:075-315-8590　�FAX:075-323-5211
E-mail:kakekomi@ki21.jp

「下請かけこみ寺」

１１月は下請取引適正化推進月間です
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設備貸与制度

設備投資なら、財団の割賦販売･リース
平成24年度　制度改正が行われました。

設備貸与（割賦販売・リース）制度　〈小規模企業者等設備貸与制度〉

〈小規模企業者等設備導入緊急支援事業費補助金〉
■助 成 内 容	 助成対象期間中の割賦損料の1/2
	 助成対象期間中のリース料の2.5％

（助成金の交付申請をしていただく必要があります。〆切：未定）
■助 成 対 象 期 間 	 平成24年4月1日～平成25年3月31日
■助成金お支払時期	 平成25年3月末予定（助成対象期間中の最後の割賦料・リース料の入金確認後となります。）

区　　分 割賦販売 リース
対 象 企 業 原則、従業員20人以下（ただし、商業・サービス業等は、5名以下）の企業ですが、最大50名以下の方も利用可能です。

**個人創業1ヶ月前・会社設立2ヶ月前～創業5年未満の企業者（創業者）も対象です。
対 象 設 備 機械設備等（中古の機械設備及び土地、建物、構築物、賃貸借用設備等は対象外）
対象設備の金額 100万円～ 8,000万円／年度まで利用可能です。（消費税込み）
割 賦 機 関 及 び
リ ー ス 期 間

7年以内（償却期間）
（ただし、法定耐用年数以内）

3 ～ 7年
（法定耐用年数に応じて）

割賦損料率及び
月額リース料率

年２．５０％
（設備価格の10％の保証金が契約時に必要です）

3年２．９９０％　4年２．２９６％　5年１．８６８％
6年１．５９２％　7年１．３９０％

連 帯 保 証 人 原則1名（法人企業の場合は代表者、個人事業の場合は申込者本人以外の方）でお申し込みできます。

企業の方が必要な設備を導入する際、財団がご希望の設備をメーカーやディーラーから購入し、
その設備を長期かつ低利で「割賦販売」または「リース」する制度です。
【ご利用のメリットと導入効果】
●信用保証協会の保証枠外でご利用できます。
●金融機関借入枠外でご利用できます。
→　運転資金やその他の資金調達に余裕ができます。
●割賦損料率・リース料率は固定
→　安心して長期事業計画が立てられます。先行投資の調達手段として有効です。

●設備投資の際は、是非一度お問い合わせください。●

割賦・リース
契約締結 割賦・

リース料返済 設備選定

売買契約締結

設備代金支払

設備納入

設備販売業者財　団

企　業

法改正に基づき、公益財団法人京都産業21が実施する「設備貸与（割賦販売・リース）制度」の制度改正がおこなわれ、
よりご利用して頂きやすくなりました。

主な改正点は4つ、①設備貸与上限額の拡大。（6,000万円から8,000万円へ拡大） ②事業実績が1年未満の創業者
の利用条件｢商工会議所、商工会、商工会連合会の経営支援員による経営指導を6 ヶ月以上うけていること｣の撤廃。
③リース期間の設定方法の変更。 ④従業員規模20名超50名以下の事業者の金融機関からの借入
金残高が「3億円以下」から「4.2億円以下」へ引き上げ。（但し、日本政策金融公庫国民生活事業・住
宅金融支援機構・信用金庫・信用組合からの借入金は除く）

さらに、前年度に引き続き、利息の1/2の助成の実施を決定！（平成24年度の1年分）



 2012. 11 Management & Technology for Creative Kyoto 12 

設備貸与企業紹介

設備貸与企業紹介

お問い合せ先 （公財）京都産業21 事業推進部 設備導入支援グループ TEL：075-315-8591  FAX：075-323-5211
E-mail：setubi@ki21.jp

お客様
の　声

安心・安全・健康を追求した
「京丹後フルーツガーリック」が好評

有限会社�創造工房
代表取締役　早川�雅映�氏
所在地●京都府京丹後市網野町浅茂川1808
ＴＥＬ●0772-79-2020
ＦＡＸ●0772-79-2021
業　種●フルーツガーリックの製造・販売

●フルーツのような味と食感の黒にんにく
当社は1991（平成3）年から、「地域おこし・人づくりに貢献し、
丹後から21世紀を切り拓く」ことを念頭に多様な事業を手がけて
きましたが、2009（平成21）年、京丹後の農業活性化につながり、
また、安心・安全・健康という市場ニーズに応える新事業として考
えたのが、にんにくを熟成発酵させて作る黒にんにくの製造・販
売です。にんにくは「体温を上げる」「免疫力を高める」など体によ
く、他に代わるものがない素材であることが決め手になりました。
にんにくを60数℃の加温状態に1カ月置くと、微生物が働いて
固体発酵が起こり、熟成が始まって真っ黒になります。これが黒
にんにくといわれるもので、においが少なく、味がまろやかです。
農業は初めてでしたが、地元農家の指導を得てにんにくの栽培か
ら始め、京都府下で初めて、近畿農政局、近畿経済産業局、近畿
運輸局の「農商工等連携認定事業計画」の認定を受けて手造りで
熟成ラインを整え、平成22年春、初めての黒にんにくが完成。「京
丹後フルーツガーリック」と名付けたのは、甘味と酸味が混在し
た柔らかなフルーツのような食感と、滋養強壮のイメージが強い
にんにくを女性消費者にも好まれる商品にと考えてのことです。

●スペインのトップシェフに認められて波及
まだ試作段階ともいえる商品でしたが、「アグリフードEXPO東

京」に出展したところ、非常に好評で驚きました。そこで、農林
水産省の補助金を得て設備を増強し、2年間作り続けてきました。
その間、専門家のアドバイスでスペインの食の展示会に何度

か出展したところ、当地のトップシェフの方々から高い評価を
得ました。今年の7月には、（独）中小企業基盤整備機構の「中小
企業海外展開支援出資事業」に採択されて、スペインへ市場調査、
販路開拓に出向いたところ、三ッ星レストランを含む複数のレ
ストランと商談が即成立しました。スペインから火がついた評
価が日本に逆波及し、銀座や京都の料理店で使われたり、料理
評論家の服部幸應先生が取り寄せサイトに載せてくださったり、
伊勢丹・大丸などの百貨店でも販売されるようになっています。

●3つの機械を導入し、商品ラインナップを拡大
今夏、京都産業21の設備貸与制度を利用し、熟成ラインの拡

大と品質向上のための設備、二次加工商品を製造するための真
空ニーダー、高性能カッターミキサーの3機を新たに導入。今ま
で以上に熟成環境を整え、フルーツガーリックを使ったソースや
ドレッシング等の二次加工商品を作るのに活用しています。
今後はこれらの機械をさらに活用して、フルーツガーリック関

連商品の開発に力を入れていきます。そのまま食べても、料理の
食材としてもおいしく、体にいい「フルーツガーリック」。しっかり
とした濃厚な味だけに、サプリメントのように摂り過ぎる心配もあ
りません。その魅力をもっと多くの人に知っていただきたいと思
います。

熟成された「京丹後フルーツガーリック」 エキス「黒の極味」とお酢「黒の酵酢」
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防犯カメラセキュリティシステムの専業メーカーとして、防犯・監視機器の企画開発・設計・組立・
販売・施行・保守を行い、５・７年のフルメンテナンスリースやその後のサポートとしてフルメンテ
ナンスレンタルを提供する株式会社ケービデバイスの高杉政一 代表取締役にお話を伺いました。

防犯カメラセキュリティシステムに安心のフルメンテナンスリース・レンタルを付加
株式会社 ケービデバイス

製品としてはカメラ、
記録装置、モニターを
含む周辺機器（電源装
置、フィクサー&ホル
ダー、シーケンシャル
スイッチャー/映像分配
器など）を扱っていま
す。売上でいえば、前
期は全体で9億円を越えたところです。
犯罪件数は減る傾向にありますが、凶悪犯罪の報道などに

より「体感治安」が悪化しているため、一般家庭を含め販売台
数は増えています。法人との取引が多く、金融機関をはじめ、
官庁、ビル、学校、病院、商店街、マンション、コンビニ・ディ
スカウントショップ等々に需要があります。
当社の商品は大きく分けて、海外の供給元（主に韓国・台湾）

からOEM供給を受けているものと、独自に企画・開発し、国
内で設計・製造後当社でアセンブリー（組み立て）・検査をする
商品とがあります。昔は100パーセント海外調達商品で、
供給元の仕様そのままで使っていましたが、今は独自商品の
比率が上昇しています。さらに、海外調達商品でも、いくつ
かの仕様の中からソフト面も含めて当社仕様に変更しても
らっています。
大学卒業後、鍵メーカー、出入り管理の会社などセキュリ

ティ畑で経験を積んだ私が54歳の時に創立した会社で、ま
だ12年目を迎えたところです。設立4年後にはISO�9001
の、2010年にはISO�14001の認定を取得しています。ま
た、個人情報保護の社会的責務を重視し、JISQ�15001規
格に則ったプライバシーマークの認定も2007年に取得して
います。

商品のクオリティ、信頼性の向上
当社は、規格商品として海外からユニットを買い、自社
で組み立てて自社ブランドで売るというファブレスメー
カーです。輸入先メーカーの試験のみで検証もなかったこ
とが原因の失敗経験を経て、自社の商品スペックの裏付け
は自社で持たなければいけないと、現在では必ず当社責任
で検査をしています。その際、京都府中小企業技術センター
様にもご協力いただいています。また、お客様に高い品質
の商品を提供するために、自社商品については全品検査を
実施しています。コストと時間がかかりますが、リスク回
避と信頼のためには欠かすわけにはいきません。またこう
いう過程を通じて自らの要求も高まり、取扱商品も供給
メーカーも変わってきています。
防犯・監視機器は“売り切り”ではいけない商品だと考え

ています。録画装置のハードディスクドライブは24時間
稼働しており、また、メーカー保証も1年の消耗品である
ため、定期的にチェックしていないと、万が一止まってい
てもわかりません。いざというときに録画・確認ができる
状態を保たなければなりません。そのメンテナンスサービ
スを当社が提供する仕組みを考えました。

サービスを付加したリース物件�～あんしん保証パック～
フルメンテナンスというサービスを付加したリース物件
である商品を提供し始めたのが3年前です。それが5年と
7年の「あんしん保証パックα」です。リース会社と提携し、
機器と工事とフルメンテナンスを一括でリースする仕組み
で、おそらく日本で初めての提案です。ヒントは創立当初、
経費を切り詰めるために社用車で利用していた車のリース
でした。最大の特徴は、契約期間中の交換部品の費用や工
事実費が生じないフルメンテナンスです。導入後の運用期
間中、安心してご利用いただけます。

リユースの哲学から生まれたリース契約後のレンタル契約プラン
お客様からの「7年からあとにフルメンテナンスはでき
ないのか？」の声をきっかけに、まだ使える機器をあるが
ままにもう一度使うリユースをリース後に適用することを
企画しました。それが「グリーンエコプランα」です。「あん
しん保証パック7」の場合、7年のリース後に、まず最低1
年のレンタル、それ以降は１ヶ月ごとの自動更新で対応し、
最終的に機器が劣化して使用できなくなれば契約終了して
分別廃棄にするという仕組みです。お客様のご都合に合わ
せ、機器の買い替えや「あんしん保証パックα」の再契約へ
の検討期間（６ヶ月）も設けています。実質、最短でも8年、
フルメンテナンス保証があるわけです。この仕組のヒント
は「ビール瓶」です。スクラップ＆ビルドのリサイクルは少

ボックスカメラ
KBH-24JS

ドームカメラ
KBC-24J

デジタルビデオレコーダー
SHR-616A
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京都発！我が社の強み

し違うのでは？と考えていたところ、空瓶を回収・洗浄し
て再利用するビール瓶のリユースがヒントになりました。
お客様にとっては「あんしん保証パックα」と比べ約半分
と安価に継続利用が可能になります。リースの場合、所有
権はリース会社にあり、壊れたら必ず修理して元に戻さな
ければなりません。レンタルでは当社が契約者に機器の使
用権を付与しているかたちから、不具合が出た時、同じス
ペックの商品と交換することもできます。お客様のコスト
と環境負荷両方を軽減できる大きなメリットがあります。
実際にこのレンタル契約が始まるのは2年後からです
が、この仕組みも当社が初めてで、これにより2011年、
京都市より、持続的な成長が期待される元気な会社や革新
的な企業を評価する制度である「オスカー認定」をいただき
ました。

市場と成長の鍵
映像市場約1400億円の市場規模の中、日本での防犯カ
メラの設置台数は200万台強～300万台と言われていま
すが、イギリスにおける約500万台から見て、まだまだ
需要があると見込んでいます。
大手家電メーカーを含むカメラメーカー各社と競合して
いますが、価格競争を追求するのではなく、他社との差別
化をどのようにしていくかがキーポイントであり、そのた
めの「サービス体制の強化」を図っています。

ものづくりメーカーの生きる道と我が社の強み
安くモノを買って、壊れれば捨ててまた買えばいいじゃ
ないかという使い捨ての風潮があります。高価なモノを提
供して、壊れたらまた新しいのを買ってくださいという姿
勢より、信頼性・耐久性の高い機器を提供しサービスを付
加して、壊れて使えなくなるまで長く使ってもらおうとい
うポリシーを選択する方が日本メーカーの生き残れる道だ
と考えます。お客様からも、その方が安心だというメッセー
ジをもらうようになってきています。

今後の事業展望
サービス、工事、営業各部門の専門化による充実のため、
数年後にはサービス部門を別会社にします。
また、世界最先端の技術を駆使してアセンブリーし、新
しい商品を出すというのが当社の今の流れですが、研究開
発と協力工場を元に商品を作り上げる仕組みを作り、セ
キュリティ分野で自らが最先端技術を提供できる会社にし
ていきたいと考えています。そうしてコア技術、特許製品
を持ち、まずは、産学協同を追求し、何らかのコラボレー
ションを展開していきたいですね。

DATA
株式会社　ケービデバイス
代表取締役　高杉�政一�氏

所 在 地　〒600-8076　京都市下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町
　　　　　465-2　たかくらビル301
電　　話　075-354-3372
設 立　2000年11月
資 本 金　1億円
従 業 員　59名
事業内容　�防犯・監視機器の企画開発・設計・組立・販売・施行・

保守
Ｕ Ｒ Ｌ� http://www.kbdevice.com/

【お問い合せ先】 京都府中小企業技術センター
企画連携課　情報・デザイン担当

TEL：075-315-9506  FAX：075-315-9497
E-mail：design@mtc.pref.kyoto.lg.jp
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環境セミナー

環境セミナー（平成24年7月27日開催）
「化学物質規制の最新動向」

「化審法と海外化学品規制に関して」
株式会社住化分析センター
理事�化学品安全事業部長�伊藤�功�氏
・�わが国の化学物質に関す
る法令は約50法令あり
ます。化学物質を管理す
る主な法令としては、毒
物及び劇物取締法（毒劇
法）、労働安全衛生法（安
衛法）、化学物質の審査
及び製造等の規制に関する法律（化審法）等がありま
す。
・�化審法は化学物質が環境を経由して人の健康や環境
に影響することに留意した事前登録制度です。
・�化審法において、新規化学物質を製造又は輸入する
ものは事前に届出が必要です。
・�通常申請には、分解度試験、蓄積性評価、スクリー
ニング毒性試験（Ames試験、染色体異常試験、28
日反復投与毒性試験）、生体影響性試験（藻類生長阻
害試験、ミジンコ遊泳阻害試験、魚類急性毒性試験）
を行います。

以上のほか、化審法内容及び各種試験内容並びに各
国（EU、米国、中国等）の化学物質規制等について、
大変多くの情報を詳しく御講演いただきました。

「製品化学物質規制に対するNECの取り組み」
日本電気株式会社
CSR・環境推進本部�本部長�堀ノ内�力�氏
・�NEC製品に求められるREACH
規則上の主な責務は、第7条�成
形品中の物質の登録および届出
の義務、第33条�成形品中の物
質に関する情報伝達の義務です。
・�当社におけるREACH規則への
対応のポイントは次のとおりで
す。

＊情報書式の統一により作業効率の改善
＊最新の含有情報を速やかに入手する仕組みの構築
＊迅速な製品中のSVHC（認可対象候補物質）含有管理
・当社のREACH規則対応方針は次のとおりです。
＊�REACH対応のための調達品の化学物質含有調査
を実施
＊�調査シートはJAMP（アーティクルマネージメン
ト推進協議会）の提唱するシートを活用
＊�情報収集及び情報開示はJAMP-IT（JAMPが構築
した情報流通サービス）を活用
＊�調査結果はNEC-REACHシステムにデータベース
化し、欧州NECと情報共有しREACHコンプライ
アンスを果たす。

・�NEC-REACHシステム［製品含有化学物質管理］で、
各事業部での重複調査を避けるため、全社1つに統
合したデータベースで管理しています。

以上のほか、NECグループ環境経営、グローバル製
品化学物質規制（欧州RoHS指令、REACH規則）の動
向等をわかりやすく御講演いただきました。

【お問い合せ先】 京都府中小企業技術センター
基盤技術課　化学・環境担当

TEL：075-315-8633  FAX：075-315-9497
E-mail：kiban@mtc.pref.kyoto.lg.jp

欧州を中心に化学物質規制が強化されてきており、国内でもその対応が不可欠となってきて
います。そこで、化学物質規制の最新動向と対応策及びメーカーでの取り組みに関するセミナー
を開催しましたので、その概略を紹介します。
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企画連携課から

●はじめに
　企画連携課は、企画・連携担当と情報・デザイン担当の二つの担当があります。企画・連携担当では京都企業のもの
づくり技術の向上や、京都経済の時代を担う新産業・新事業の創出を目的として「企業連携技術開発支援事業」を進め
ています。
　情報・デザイン担当では、デザイン・映像関連技術の相談・研究、「メルマガ」「ホームページ」等による各種の情報発
信をしています。

●企業連携技術開発支援事業
　この事業は、企業が新たな製品開発等で生じた技術課題の解決を図るた
め企業の技術者とセンターの職員が協働で取り組むものです。
　事業が採択されるとサポートする職員がつき、当センターの保有する基盤
技術や評価技術の支援、外部との連携支援等をうけられます。また、当セン
ター１Fにある企業連携技術開発支援室を利用し、企業の技術者とセンター
職員との会議や簡単な実験をすることができます。（依頼試験・機器貸付が
必要な場合は、手数料・貸付料が必要です）

　平成23年度の主な取り組み実績は以下のとおりです。
　　・「次世代スキャナ技術とＬＥＤ技術の融合による環境対応型バーチャル・ウィンドウの開発」
　　　（ニューリー（株）、　星和電機（株））（写真）
　　・「粉体処理プラズマ技術を用いた新材料の開発」（�（株）魁半導体、（株）京都タカオシン）
　　・「再生医療用機器評価システムの開発」（堤総研（株）、（株）ウミヒラ）
　ご利用について、いつでも申請が可能です。まずはご相談ください。

●情報・デザイン担当
　「デザインについて知りたい」「戦略的にデザインを使いたい」
などデザインを導入するときの不安や疑問～戦略的に情報・デ
ザインを活用するために必要なポイントなどについてアドバイス
をします。
　デザイン事務所のデザインワークを発表する場を提供し、デ
ザイナーと企業との出会い・交流の場を設け、マッチングを推進
することにより、中小企業のものづくり技術力の向上を目的とし
たデザインワークの展示事業を行っています。（写真右は昨年度
の様子）
　「自社でPRビデオ、動画を作りたい」「低予算でDVDビデオ
の作成がしたい」など映像コンテンツ制作についての相談・支援を行っています。
　さらに情報誌（当誌）、ホームページ、メールマガジンにより、当センターはもとより京都府や(公財)京都産業２１、京
都商工会議所、京都工業会、KRPなどが行う講演会・セミナーや助成金など旬の情報をタイムリーにお届けしています。
　簡単に企画連携課の主な業務を紹介しました。
　お悩みのキーワードが「企業連携」「デザイン」でなくてもお気軽にご相談ください。

【お問い合せ先】 京都府中小企業技術センター
企画連携課

企画・連携担当 TEL：075-315-8635
情報・デザイン担当 TEL：075-315-9506
 ＦＡＸ：075-315-9497
E-mail：kikaku@mtc.pref.kyoto.lg.jp

企画連携課の業務を紹介します
企画連携課長　谷口修一
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研究報告

計装化シャルピー試験機を用いた炭素鋼等に対する
材料物性の簡易評価法の開発 坂之上悦典、服部悟、三田好明

1�はじめに
製品設計においては、材料の弾性域を越えた降伏強度（σY）
が目安とされることが多いです。計装化シャルピー衝撃試験に
おいては、材料が破壊に至るまでの荷重-変位曲線を得ることが
できるため、計測対象素材が脆性的か延性的かをグラフ形状に
より判断できます。そこで、一試料で衝撃荷重に対する荷重-変
位量曲線が得られる計装化シャルピー衝撃試験の特性を生か
し、簡便に降伏応力σYに近い弾性限を推定する手法について
検討しました。

2�実験方法
用いた試料は当センターにて相談事例の多いFC250、
FCD700、S45C-0、SCM435-0の４種です。計装化シャ
ルピー衝撃試験機は㈱米倉製作所製�CHARPAC�50Ｊを使用
しました。

3�試験結果および考察
計測データの一例を図１に示します。試験機ハンマーと試験
片との衝撃衝突によるハンマーの振動と考えられる一定周期の
うねりを除いた波形を各種計測結果に調整データとして記し、
各波形の調整データについて5次の近似曲線を用い検討を行い
ました。

0
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3000

0 0.25 0.5 0.75

変位量(mm)

荷
重
（
N
)

計測データ

調整データ

図1　計装化シャルピー衝撃試験による荷重－変位関係（材質：FC250）

衝撃試験片(板厚10mm)を中央部に集中荷重を受ける両端支
持はりと考え、同一変位を与える平滑材（板厚8mm=10mm－
2mm（ノッチ深さ））の集中荷重と比較し、その荷重比を形状係
数としました。また、シャルピー衝撃試験において、荷重は短
時間で作用するが、材種によりその作用時間は異なり、より長
い時間のハンマーの作用を受けるものは、時間あたりの衝撃荷
重を緩和していることになります。この点を考慮して、衝撃に
伴う同一変位を与える増加仮想荷重と実際の荷重との比を衝撃
係数としました。
シャルピー試験片のノッチ底からのき裂発生、伝ぱを考えた
場合、1）荷重が加わることで、ノッチ底近傍で弾性限まで変形、
２）荷重増加に伴い、ノッチ底では塑性変形が始まり、塑性変
形域の外側では弾性限まで変形が増大、３）塑性限を越えたノッ
チ底からき裂が発生、伝ぱが始まる、以上の現象が順次起こる

と考えられます。2）の塑性変形がローカルに発生する点および、
3）のき裂発生位置については、き裂開口部変位の急変点である
と考えられます。そこで、荷重-変位曲線について、２次微分、
３次微分をとり、傾きの変化を表す点について検討をしました。
２次微分が0となる近傍では傾きの傾向が変化し符号が変わり
ます。これは、変形モードが変化する点と考えられこの点にお
ける変位を塑性限（P0）としました。塑性限を与える変位以下で
弾性限を与える変位については、傾きの変化をあわす２次微分
の変曲点が直接の変化点（E0）であると考えられます。一方、弾
性域においては変位に対する変化の割合が一定もしくは一様に
変化すると考えられるのに対し、塑性域では変位に対する変化
の割合は、引張試験時における荷重-変位曲線が一様でなく、ま
た一定範囲の弾性域に対し塑性域が増加するため、2次微分は
複雑に変化します。この点に注目して2次微分において変位開
始時における接線と、塑性限における接線との交点を弾性限
（E1）としました。以上の仮定（一例を図２に示す）により得られ
た弾性限、塑性限、形状係数、衝撃係数およびこれらに基づく
計算弾性応力限と引張試験により得られた弾性応力限（FC250
に関しては素材特性より0.1%耐力を採用）、シャルピー衝撃値
を表1に示します。表より、計算弾性応力限は測定弾性応力限
と良好な一致を得ました。

図2　変位の2次微分曲線からの弾性限および塑性限の推定

表1　衝撃試験波形より計算される弾性限と引張試験より測定された弾性限の比較

【お問い合せ先】 京都府中小企業技術センター
基盤技術課　材料・機能評価担当

TEL：075-315-8633  FAX：075-315-9497
E-mail：kiban@mtc.pref.kyoto.lg.jp
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京都発明協会行事のお知らせ

京都発明協会行事のお知らせ（11～12月）
京都発明協会は、中小企業の知的財産の創造・保護・活用の促進を目的に、無料相談事業、講
習会、セミナーなどの事業を中心に、中小企業の支援を行っています。
�〔特許等取得活用支援事業〕「知財総合支援窓口」（近畿経済産業局委託事業）�
★知財支援アドバイザーによる無料相談
日　　　時：毎週　月曜日～金曜日(休日、祝日を除く)　事前予約制です。
場　　　所：京都発明協会�相談室(京都リサーチパーク内�京都府産業支援センター２階)
相談時間帯：9：30～ 12：00�＆�13：00～ 16：30
「知財総合支援窓口」では、支援担当（知財支援アドバイザー）が中小企業等の抱える知的財産に関する悩みや課題をワンストップ
で解決できる支援を無料で行います。
京都発明協会迄お申し込み下さい。電話：075-326-0066又は075-315-8686

★知財専門家（弁理士）担当予定表
相談日 担当弁理士（敬称略） 相談日 担当弁理士（敬称略）

月 日（曜日） （13：30～ 16：30） 月 日（曜日） （13：30～ 16：30）

11月

1日(木) 大坪　隆司

12月

3日(月) 河野　広明(こうの)
5日(月) 大西　雅直 4日(火) 佐野　禎哉
6日(火) 奥村　公敏 5日(水) 西村　竜平
7日(水) 上村　喜永 6日(木) 福本　將彦
8日(木) 河野　　修(かわの) 10日(月) 間宮　武雄
12日(月) 久留　　徹 11日(火) 大坪　隆司
13日(火) 河野　広明(こうの) 12日(水) 大西　雅直
14日(水) 佐野　禎哉 13日(木) 奥村　公敏
15日(木) 西村　竜平 17日(月) 上村　喜永
19日(月) 福本　將彦 18日(火) 河野　　修(かわの)
20日(火) 間宮　武雄 19日(水) 久留　　徹
21日(水) 大坪　隆司 20日(木) 河野　広明(こうの)
22日(木) 大西　雅直 25日(火) 佐野　禎哉
26日(月) 奥村　公敏 26日(水) 西村　竜平
27日(火) 上村　喜永 27日(木) 福本　將彦
28日(水) 河野　　修(かわの)
29日(木) 久留　　徹

場　　　所：京都発明協会�相談室(京都リサーチパーク内�京都府産業支援センター２階)� ※担当は変更になる場合があります。

知財総合支援窓口においてその場で解決することが困難な場合には、知財支援アドバイザーが相談内容に応じて知財専門家（弁理士）
を選定し、共同で課題解決を支援します。
知財専門家（弁理士）による相談は知財支援アドバイザーとの相談の上開催いたしますので、前日（閉館日を除く）の１６：００までにご連
絡下さい。（相談時間は３０分以内とさせて頂きます。）電話：０７５－３２６－００６６又は０７５－３１５－８６８６
★連携機関ご協力による出張窓口無料相談会

日　時 場����������所 担当（敬称略）
11月16日(金)
13：30～ 16：30

宇治市産業振興センター　申込み：�TEL�0774-39-9444
住所：宇治市大久保町西端1番地の25

弁理士　　　　　　　　河野　　修
知財支援アドバイザー　中野　　剛

12月14日(金)
13：30～ 16：30

福知山商工会議所　申込み：�TEL�0773-22-2108
住所：福知山市字中ノ27

弁理士　　　　　　　　佐野　禎哉
知財支援アドバイザー　福本　　徹

知財支援アドバイザーが弁理士と共に、府内の商工会議所・商工会等で出張無料相談会を開催します。お近くの方は是非ご利用下さい。
事前予約がない場合、無料出張窓口相談会は開催されませんので、前日（閉館日を除く）の15：00までにお申し込み下さい。（相談
時間は30分以内とさせて頂きます。）

�〔京都府知的財産総合サポートセンター事業〕�
★相談員による無料“特許等の相談”
日　　　時：毎週　金曜日(休日、祝日を除く)　事前予約制です。
場　　　所：京都発明協会�相談室(京都リサーチパーク内�京都府産業支援センター２階)
相談時間帯：9：30～ 12：00�&�13：00～ 16：30
企業知財OB相談員が皆様の特許、実用新案、意匠、商標に関するご質問にお答えします。
相談のご予約は、電話：075-315-8686迄「発明相談」とお申し出下さい。
★京都府「知恵の経営」評価委員会

開催回 開催日 問い合せ
第３回 11月9日(金) 京都府商工労働観光部　ものづくり振興課　　　電話：075-414-4851

「知恵の経営報告書」の内容を評価する評価委員会を開催いたします。

【お問い合せ先】 一般社団法人京都発明協会 TEL：075-315-8686  FAX：075-321-8374
E-mail：hatsumei@ninus.ocn.ne.jp
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京都府中小企業技術センター協力会は、会員相互の交流と情報交換の場として「Ｍ＆Ｔ講演会」
を3月26日（月）に京都府産業支援センターにおいて、協力会会員以外にも参加を呼びかけて開
催しました。今回は、トヨタ自動車株式会社パートナーロボット部長、玉置章文氏をお迎えし、

「パートナーロボットの実用化に向けて」をテーマにご講演いただきました。

パートナーロボットの実用化に向けて

1．ロボット開発の歴史とサービスロボット実用化の現状
「ロボット」という言葉は、1900年代初頭のチェコ・ス
ロバキアの作家カレル・チャペックの「ロッスム・ユニバー
サル・ロボット」という戯曲の中で生まれてきた言葉です。
チェコ語で「労働する者」という意味ですが、これがロボッ
トの語源です。このお話は人間の生活向上のためにロボッ
トが開発され、労働をさせていると、ロボットは自我に目
覚めて、人間に不満を持って攻めてくるというお話です。
1900年代初頭から1960年頃まではロボットはフィク
ションの中だけのものでした。日本では1950年代に「鉄
人28号」や「鉄腕アトム」が登場し、その後には「マジンガー
Ｚ」や「機動戦士ガンダム」のような強くてたのもしいロ
ボット出てきました。最近では「ドラえもん」のようなひょ
うきんな変わり種もいます。一方、海外では「ロボットと
人が共生する社会の問題」を提起する作品が多くありま
す。「ウォーリー」のような感傷的なロボットもいますが、
「2001年宇宙の旅」や「ターミネーター」のような、トラブ
ルや問題が起こる話が多くあります。人とロボットの共生
意識というものは、頼りになる道具・パートナーとしての
期待や親しみがある反面、人としての能力を超えた、怖い、
恐れ、冷たさという面もあります。これが現在のロボット
の普及にも影響しています。
ロボットは1980年代から産業用として、工場の中で実
用化されてきました。ISOでは「3軸以上の自由度を持つ自
動制御、プログラム可能なマニューピレーター」と定義し
ています。でも今日では、もう少し広く「高度な自動制御
より、さまざまな作業を行う機械・技術」と置き換えられる
のではないかと思っています。

2．パートナーロボットの取組情況
もともとロボットは工場の中で柵の中に隔離して使われ
ていました。それに対して、人と空間を共有するロボット
にしたいという思想から、人と共生するロボットという意
味で、パートナーロボットという名前を付けました。
私どもトヨタ自動車では2007年に「パートナーロボッ
トの実用化開発ビジョン」を発表しました。その時に「製造
ものづくりの支援」、「パーソナル移動支援」、「介護・医療の
支援」、「家事の支援」4つの領域でロボット技術を活用した
いというビジョンを発表させていただいています。
製造ものづくり支援分野での取り組みにおいて、人と一
緒に作業するというところにロボット技術を展開していま
す。ロボットには目になるセンサーがついていて基本的に
人にぶつからないように避けて動きます。当たってもけが
をしない、当たっても止まる、そういった制御によってよ
うやく人と混在するスペースで作業できるようになりまし
た。

パーソナル移動の支援の取り組みでは、自動車の延長上
の話として、よりコンパクトでパーソナルな移動の分野へ、
ロボット技術を応用することを考えております。立ち乗り
型で「ウイングレッド」、座り型は「モビロ」という製品を提
案しています。これは何がロボットかと言うと、2輪で立っ
て倒れないように制御しているところにあります。将来は
一番コンパクトな移動手段になることを期待しています。
座り型の「モビロ」という製品は悪路でも走破できるなど性
能は高いのですが、過剰に機能が付きすぎているところも
あって、今はコンセプトから開発し直しているところです。
福祉・介護の分野は大きく3つのシーンがあると思って
います。ひとつは「生活の自立支援の部分」、それから「医
療の支援部分」、そして「介護の部分」です。
自立支援のための歩行支援のロボットは2006年頃から
開発を始めました。最初のタイプは両足にロボットを装着
して、健常な動作の足の動作を不自由な足の動作にフィー
ドバックさせるというものでしたが、健康な足にまでロ
ボットを付けるため、実際は使いものにならず、大きく視
野を変えました。
2008年以降は病院と連携し医療関係の先生方と一緒に
臨床ニーズを把握しながら、実際役に立つロボットを開発
することになりました。

自立歩行アシスト
足の不自由な方をサポートす
るロボットです。足の不自由な
方の歩行は、装具というもので
足を固定しますが、足が棒のよ
うになってしまいますので、足
を回しながらでないと歩くこと
ができません。自然で安心な、
歩くのが楽しくなるようなサ
ポートをしていきたいと考えて
開発しました。足を振り出す時
にその角度をセンサーで検知し、
足がついた時に、過重を別のセ
ンサーが検知します。この2つ
のセンサーを用いて、装着され
た方がどのように歩きたいか、
その意図を推定します。それに
膝を曲げて足を振り出すという
制御をします。そして着地した
時に体重を保持します。ポイントは膝が曲がって、右と左
の歩幅が均等にできることです。旧来の装具では足が曲が
らないものですから右と左のバランスが非常に悪くなって
いました。それに対して歩行アシストロボットでは膝が曲
がりますので、バランスがとりやすくなっています。
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歩行演習アシスト
脳卒中などで、下肢の麻
痺等がおこった場合、回復
に向けてリハビリが必要で
すが、麻痺のため足が前に
出なくなります。リハビリ
しようにもなかなか足が進
みません。そこで足にロボッ
トを装着して膝が振り出せ
るようにしています。足を

振り出す時、麻痺した足では振り出すことができませんか
ら、ロボットが積極的に足を振り出してやるようサポート
します。初期は体重も支えることができませんから、ロボッ
トがそれを支えます。リハビリが進んでくると、そのサポー
トを落としていくというのが特徴です。またその情況をモ
ニターで確認することもできます。

バランス練習アシストロボット
人は加齢によってバラ
ンス感覚が悪くなりま
す。そのため、立ち乗り
型ロボットに乗って、前
にある画面を見ながら
ゲームをしながらバラン
ス練習を支援するという
ロボットです。ゲームの
中のプレイヤーを前後左
右に動かすことで、楽し
みながらバランス感覚が
養われます。高齢者の方
の体力維持だけでなく病
気の方の治療にも使える
と考えています。

移乗ケアアシスト
ベッドで寝ておられ
る方をトイレでおむつ
替えをする場合、その
介護作業は通常二人が
かりです。一人の方が
患者さんを抱えて体重
を支え、もう一人の方
がおむつを換えるなど
の作業をします。この

ようなつらい作業をアシストしたいとの考えから開発しま
した。ベッドで寝ておられる方を座る位置に置き、ロボッ
トを正面に設置します。そして患者さんは真ん中の胸パッ
ドに体重を預けます。その後、胸パッドが前にせり上って
体重を支えて移動できます。将来は家庭でも使えて、自分
で運転できるようになればもっと良いなと思っています。
当面この4つのロボットを実用化に向けて取り組んでい
きたいと思います。新しいサポートツールとしてまだまだ

認知されていませんので、そういったものをしっかりと提
案していかなければと思っています。

3．実用化に向けた課題と対応
ロボットの実用化に向けて、技術的観点ではまだお客様
のニーズに対応しきれていない現状があります。実用化に
向けて、徹底的に行動観察し、検証と改善をしっかり行う
ことが重要だと考えております。要素技術も課題が多くあ
ります。人が何気なくやっている動作や作業がロボットに
は難しいことがあります。ロボット技術だけでなく、人間
の研究などを幅広く、いろいろな科学を境目なく取り込ん
でいかないと使えるロボットはできないかと思っていま
す。遠隔での操縦など、つながる技術との連携も必要です。
安全・信頼性の検証にもまだまだ課題があります。今まで
にない製品ですので検証の手法がまだありません。そう
いった基準づくりも重要です。
事業的観点からはコストパフォーマンスがまだまだで
す。提供する付加価値が見えづらいものですので、つくる
側がしっかり提案し、認知させる必要があります。自動車、
民生用品からの部品流用も必要だと思います。ロボットの
受入環境も未整備です。社会制度面、規制環境の整備をしっ
かりしていく必要があります。安全の基準と規制緩和を
セットでやっていかなければなりません。
社会的信条、受け入れ意識にも課題があります。「ロボッ
トに介護されたいですか」というCMがありました。ロボッ
トの冷たい響きは、アトムや鉄人28号に親近感を持って
いるにもかかわらず、自分のことになるとやっぱり心配に
なるという事でしょう。ロボットが介護するのではない、
人が介護するのをサポートするということをしっかりお伝
えするということが重要だと思います。

4．産業としてのパートナーロボット
産業の中でロボットの完成品メーカー1社だけが開発を
行うのでは、なかなか進みませんし、お客様の幅広いニー
ズにも応えられません。完成品メーカーがプラットフォー
ムを作ったら、それを広く供給していくのもひとつの方法
だと思っています。そういったプラットフォームのアプリ
ケーションを他のメーカーさんに作ってもらうようにすれ
ば、価格も下がり、流通するのではないかと考えています。
そういったアライアンスを進めるには連携のモチベーショ
ンをどうやって作っていくのかということが重要になって
きます。競争との両立をどうするかといったことも課題で
す。

5．パートナーロボットの普及に向けて
「ロボットのいる未来の暮らし」を我々つくる側は本気で
やらなければならないと思っています。使っていただく側
も、ロボットのサポートがないとこれからの少子高齢社会
に対応できないという意識を持っていただければと考えて
おります。パートナーロボットが期待を超えてお役に立つ
ことを願っています。

【お問い合せ先】 京都府中小企業技術センター
企画連携課　情報・デザイン担当

TEL：075-315-9506  FAX：075-315-9497
E-mail：design@mtc.pref.kyoto.lg.jp
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受発注あっせん　（本情報の有効期限は12月10日までとさせていただきます）

発注コーナー
業種
No. 発 注 品 目 加 工 内 容

地 域
資 本 金
従 業 員

必 要 設 備 数 量 金 額 希望地域 支払条件 運搬等・希望

機－1 治具配線、組立 検査用治具製作
久御山町
3000万円
80名

拡大鏡、半田付キット（レ
ンタル可） 話合い 話合い 久御山から

60分以内
月末〆
翌月末支払

継続取引希望、当社
内での内職作業も可

機－2 精密機械部品 切削加工
南区

1000万円
40名

MC、NC旋盤、NCフライス
盤他 話合い 話合い 不問

月末〆翌月
末日支払
全額現金

運搬受注側持ち、継
続取引希望

機－3 産業用機械部品 切削加工
南区

1000万円
12名

MC、旋盤、フライス盤、円
筒研削盤、平面研削盤他

多品種小ロット
（1個～300個） 話合い 不問

月末〆
翌月末日支払、10
万超手形120日

運搬受注側持ち、継
続取引希望

繊－1 婦人、紳士物布製バック 縫製
東山区
個人
1名

関連設備一式
ロット20個～、
月産数量は能力
に合わせ話合い

話合い 不問
月末〆
翌月末日支払
全額現金

運搬片持ち、継続取
引希望

繊－2 ウェディングドレス 裁断～縫製～仕上
福井県（本社中京区）
18000万円
130名

関連設備一式 10～50着／月 話合い 不問
25日〆
翌月10日支払
全額現金

運搬片持ち、内職加工先持
ち企業・特殊ミシン（メ
ローがけ）可能企業を優先

繊－3 婦人パンツ、スカート、
シャツ 裁断～縫製～仕上

南区
1000万円
12名

ミシン、アイロン等 100～500着／月 話合い 不問
20日〆
翌月15日支払
全額現金

運搬片持ち

繊－4 自動車カバー・バイクカ
バー 裁断～縫製～仕上

南区
1200万円
17名

関連設備一式 話合い 話合い 不問
月末〆
翌月末支払
全額現金

運搬片持ち、継続取
引希望

業種
No. 加 工 内 容

主 要 加 工
（ 生 産 ）
品 目

地 域
資 本 金
従 業 員

主 要 設 備 話合い 希望地域 備 考

機1
MC・汎用フライスによる精
密機械加工（アルミ、鉄、ステ
ン、チタン他）

半導体関連装置部品、包装機
等

南区
300万円
6名

立型MC3台、汎用フライス4台、CAD／CAM�
3台、汎用旋盤1台、画像測定機1台 試作品～量産品 京都・滋賀・

大阪 運搬可能

機2 切削加工・溶接加工一式（ア
ルミ・鉄・ステン・真鍮）

液晶製造装置・産業用ロボッ
ト・省力化装置等精密部品

京都市南区
500万円
21名

汎用旋盤5台、NC旋盤3台、汎用フライス3台、
MC6台、アルゴン溶接機5台他 単品～中ロット 不問

運搬可能、切削加工から
真空機器部品のアルゴ
ン溶接加工までできる。

機3 パーツ・フィーダ設計・製作、省力機器設計・制作
宇治市
個人
1名

縦型フライス、ボール盤、メタルソー、半自動
溶接、TIG溶接、コンタ、CAD、その他工作機械 話合い 不

問
自動機をパーツ・フィーダから組立・電
気配線・架台までトータルにて製作し
ますので、低コストでの製作が可能。

機4
電線・ケーブルの切断・圧着･圧接・
ピン挿入、ソレノイド加工、シール
ド処理、半田付け、布線、組立、検査

ワイヤーハーネス、ケーブ
ル、ソレノイド、電線、コネク
タ、電子機器等の組立

下京区
3000万円
80名

全自動圧着機（25台）、半自動圧着機（50台）、全
自動圧接機（15台）、半自動圧接機（30台）、アプ
リケータ（400台）、導通チェッカー（45台）他

少ロット（試作品）
～大ロット（量産

品）
不
問

経験30年。国内及び海外に十数社の協力工場を含む
生産拠点を持ち、お客様のニーズに応えるべく、スピー
ディでより低コストかつ高品質な製品を提供します。

機5
SUS・AL・SS板金・製缶、電
子制御板等一式組立製品出
荷まで

SUS・AL・SS製品、タンク槽、ボ
イラー架台等、大物、小物、設計・
製造,コンポスト型生ゴミ処理機

南丹市
1000万円
8名

ターレットパンチプレス、シャー各種、ベンダー各
種、Tig・Migアーク溶接機各5台以上、2．8tクレー
ン2基、1t3基、フォークリフト2．5t2台、その他

話合い 不問 2T車、4T車輌、継続取引
希望、単発可

機6
MC，汎用フライスによる精
密機械加工（アルミ、鉄、ステ
ンレス）

半導体関連装置部品、包装機
等、FA自動機

南区
1000万円
30名

三次元測定器、MC、NC旋盤、NCフライス盤、
汎用フライス盤、CAD他 試作品～量産品 京都・滋賀・

大阪 運搬可能、短納期対応可

機7 切削加工 産業用機械部品
伏見区
個人
2名

NC立フライス、旋盤5～9尺、フライス盤＃1
～2、平面研削盤等 話合い 不問 継続取引希望

機8 プレス加工（抜き、曲げ、絞
り、タップ）

自動車部品、機械部品、工芸
品、園芸品等小物部品

福知山市
300万円
8名

機械プレス15T～100T（各種） 話合い 不問
NCロール、クレードル
によるコイルからの加
工も可

機9 精密切削加工（アルミ、鉄、ス
テンレス、真鍮、樹脂） 各種機械部品

南区
1000万円
18名

MC、NC旋盤、NC複合旋盤　20台 話合い 不問
丸・角・複合切削加工、10
個～1000個ロットまで
対応します。

機10 ユニバーサル基板(手組基板）、ケース・BOX加工組立配線、装
置間ケーブル製作、プリント基板修正改造

伏見区
個人
1名

組立・加工・配線用工具、チェッカー他 単品試作品～小
ロット 京都府内

経験33年。性能・ノイズ対策を
考えた組立、短納期に対応、各
種電子応用機器組立経験豊富

機11 産業用基板組立、制御盤組立、ハーネス、ケーブル加工
宇治市
300万
5名

静止型ディップ槽・エアーコンプレッサー・エ
アー圧着機・ホットマーカー・電子機器工具一
式

話合い 京都・滋賀・
大阪

継続取引希望、フォーク
リフト有り

機12 プラスチックの成型･加工
真空成型トレー、インジェク
ションカップ・トレー等ブ
ロー成型ボトル等

伏見区
1000万
19名

真空成型機、射出成型機、中空成型機、オイル
プレス機 話合い 京都・大阪・

滋賀
金型設計、小ロット対応
可

機13 切削加工(丸物）、穴明けTP 自動車部品、一般産業部品
伏見区
個人
3名

NC旋盤、単能機、ボール盤、ホーニング盤 話合い 近畿地区

機14 振動バレル、回転バレル加工、
穴明け加工、汎用旋盤加工 鋼材全般の切断

精華町
1000万円
8名

超硬丸鋸切断機10台、ハイス丸鋸切断機1台、
帯鋸切断機7台 話合い 運搬可能、単品可能、継

続取引希望

機15
MC，NC，汎用フライスによ
る精密機械加工（アルミ、鉄､
銅、ステン他）

半導体装置、包装機、医療器、
産業用機械部品

南区
300万円
5名

立型MC2台、立型NC3台、汎用フライス5台、
CAD／CAM1台、自動コンターマシン2台 試作品～量産品 京都・滋賀・

大阪 運搬可能、継続取引希望

機16 超硬、セラミック、焼入鋼等、
丸、角研磨加工一式

半導体装置部品、産業用機械
部品

南区
個人
1名

NCフライス1台、NC平面研削盤2台、NCプロ
ファイル研削盤3台、銀、ロー付他 話合い 不問 単品、試作、修理、部品加

工大歓迎

機17 精密機械加工前の真空気密溶接
久御山町
個人
1名

アルゴン溶接機1台、半自動溶接機1台、アー
ク溶接機、クレーン1T以内1台、歪み取り用プ
レス1台

話合い 不問 単発取引可

機18 精密寸法測定 プラスチック成形品、プレス
部品、プリント基板等

宇治市
6000万円
110名

三次元測定機（ラインレーザー搭載機あり）、
画像測定機、測定顕微鏡、表面粗さ形状測定
機、その他測定機、CAD等

話合い 不問
3DCADとのカラー段階
評価モデリング対応可、
CAD2D⇔3D作成

受注コーナー
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機19 MC、NCによる切削加工 産業用機械部品、精密機械部
品

亀岡市
1,000万円
12名

NC、MC縦型、横型、大型5軸制御マシニング 試作品～量産品 不問

機20 NC旋盤、マシニングによる
精密機械加工

産業用機械部品、半導体関連
装置部品、自動車関連部品

伏見区
1,000万円
11名

NC旋盤6台、マシニング2台、フライス盤、旋
盤多数 話合い 不問 継続取引希望、多品種少

量生産～大量生産まで

機21
溶接加工一式（アルミ、鉄、ス
テン）板金ハンダ付、けロー
付け

洗浄用カゴ、バスケット、ステン網
（400メッシュまで）加工修理ステン
レスタンク、ステンレススクリュー

城陽市
個人
4名

旋盤、シャーリング、ロールベンダー、アイア
ンワーカ、スポット溶接機、80tブレーキ、コー
ナシャー

話合い 京都府南部

機22
コイル巻き、コイルブロック
仕上、LEDパネルの販売・加
工

小型トランス全般
南区
500万
3名

自動ツイスト巻線機2台、自動巻線機8台 話合い 京都近辺 短納期対応

機23 切削加工、複合加工 大型五面加工、精密部品加
工、鋳造品加工

南区
3000万
20名

五面加工機、マシニングセンター、NC複合旋
盤 話合い 不問 継続取引希望

機24 超硬合金円筒形状の研磨加
工、ラップ加工

冷間鍛圧造用超硬合金パン
チ、超硬円筒形状部品

八幡市
300万円
6名

CNCプロファイル、円筒研削盤2台、平面研削
盤、細穴放電、形状測定機、CNC旋盤

単品試作品、小
ロット 不問

鏡面ラップ加工に定評
あります。品質・納期・価
格に自信あります。

機25 板金加工（切断・曲げ・穴抜
き）

パネル、シャーシ、ブラケッ
ト等

中京区
個人
1名

シャーリング、プレスブレーキ、セットプレス
等 話合い 京都市近郊 短納期、試作大歓迎。継

続取引希望

機26 円筒研削加工、円筒鏡面超精
密加工

産業用機械部品、自動車用円
筒研削

八幡市
個人
1名

円筒研削盤1台、汎用旋盤1台、ナノ研削盤1台 単品～大ロット 不問 直円度0.15μm、面粗度
0．0093μm

機27 各種制御機器の組立、ビス
締、ハンダ付等 各種制御機器用端子台

伏見区
1000万円
13名

自動ネジ締め7台、ベルトコンベア1台、コン
プレッサー（20hp)1台、電動ドライバー30台 話合い 京都、大阪、

滋賀

機28 サンドブラスト加工 ガラス製品、工芸品、商品の
彫刻加工

大山崎町
1000万円
2名

特装ブラスト彫刻装置、マーキングブラス
ター 話合い 不問 単品、試作、小ロット可

機29 電子部品の検査、組立（半田付け）
南丹市
300万円
9名

スポット溶接機、半田槽、拡大鏡、恒温槽、乾燥
炉、放熱板かしめ機、絶縁抵抗測定器、コンプ
レッサー、耐圧用治具

話合い 関西

機30
LED照明器具製造に関する
加工、組立、検査（全光束、照
変、電流・電圧等）

LED照明器具
久御山町
3000万円
70名

積分球（全光束検査装置、全長2mまで可）
電流・電圧測定器照度計
各種NC制御加工機

翌月末
現金払い希望 関西

LED照明器具の製造から検
査までの多様なご要望にス
ピーディに対応致します。

機31 手作業による組立、配線
各種制御盤（動力盤、低圧盤、
その他）・ハーネス、ケーブル
加工

南区
300万円

半田付キット、各種油圧工具、ホットマーカー、
（CTK2台）、ボール盤、2t走行クレーン 話合い 京都、滋賀、

大阪

機32 精密金型設計、製作、金型部
品加工

プラスチック金型、プレス金
型、粉末冶金金型

京都市
1000万円
12名

高速MC、ワイヤーカット形彫放電、成形研磨、
3DCAD／CAM、3次元測定機 話合い 不問 継続取引希望

機33
電子回路設計、マイコン回
路、ソフト開発、ユニバーサ
ル基板、制御BOX組立配線

産業電子機器、電子応用機
器、自動検査装置、生産管理
装置

久御山町
300万円
5名

オシロスコープ、ファンクション発生器、基準
電圧発生器、安定化電圧電源、各種マイコン開
発ツール

話合い 不問
試作可、単品可、特注品
可、ハードのみ・ソフトの
み可

繊1 仕上げ（縫製関係）、検査 婦人服全般
北区

300万円
8名

仕上げ用プレス機、アイロン、検針器 話合い 話合い

繊2 和洋装一般刺繍加工及び刺繍ソフト制作
山科区
1000万円
3名

電子刺繍機、パンチングマシン 話合い 不問
タオルや小物など雑貨類
の刺繍も承ります。多品種
小ロットも可。運搬可能.

繊3 縫製仕上げ 婦人服ニット
八幡市
個人
4名

平3本針、2本針オーバーロック、千鳥、メロ
ー、本縫各ミシン 話合い 話合い 継続取引希望

繊4 繊維雑貨製造、小物打抜、刺繍加工、転写、プリント
舞鶴市
850万
9名

電子刺繍機、パンチングマシン、油圧打抜プレ
ス、熱転写プレス 話合い 不問 単発取引可

繊5 ボタンホール加工（両止め、ハトメ、眠り）、機械式釦付け,縫製
婦人パンツ、スカート

東山区
個人
1名

デュルコップ558、高速単糸環縫ボタン付け
ミシン 話合い 不問

繊6 手作業による組立加工
和雑貨、装飾小物（マスコッ
ト、ファンシー雑貨、民芸品)、
菓子用紙器等

亀岡市
300万円
7名

ミシン、うち抜き機（ボンズ） 話合い 不問
内職150～200名。機械化
が不可能な縫製加工、紙加
工の手作業を得意とする。

他1 HALCON認識開発、
Androidスマホアプリ開発

対応言語：C／C＋＋、VC＋
＋、VB、NET系、Delphi、
JAVA、PHP

右京区
2000万円
25名

Windowsサーバー4台、Linuxサーバー3台、
開発用端末30台，DBサーバー3台 話合い

京都、大阪、
滋賀、その
他相談

小規模案件から対応可
能

他2
情報処理系　販売・生産管理
システム開発、計測制御系
制御ソフト開発

対応言語：VB．NET、JAVA、C
／C＋＋、PLCラダー、SCADA
（RS－VIEW／iFIX）他

下京区
1000万円
54名

Windowsサーバー10台、Linuxサーバー5
台、開発用端末35台 話合い 不問

品質向上・トレーサビリ
ティ・見える化を実現し
ます。ご相談のみ大歓迎。

他3 印刷物・ウェブサイト等企業運営のためのデザイン制作
左京区
個人
1名

デザイン・製作機材一式 話合い 京都・大阪・
滋賀

グラフィックデザインを中
心に企業運営の為のデザ
イン企画を行っています。

他4
知能コンピューティングに
よるシステム開発、学術研究
システム開発

画像認識、高速度カメラ画像処理、
雑音信号除去、音声合成、振動解析、
統計解析などのソフトウエア開発

下京区
300万
6名

開発用コンピューター10台 話合い 不
問

数理理論やコンピュータサイエンスに強
い技術集団です。技術的課題を知能コン
ピューティングを駆使して解決します。

他5 電子天秤の検査・校正 検査証明書、JCSS校正証明
書

城陽市
1000万
2名

各種分銅、電子天秤 話合い 不
問

JCSS校正は300Kg以下。取引
証明書用の検定とは異なりま
す。

※�受発注あっせん情報を提供させていただいておりますが、実際の取引に際しては書面交付など、当事者間で十分に話し合いをされ、双方の責任において行っていただ
きますようお願いします。

＊本コーナーに掲載をご希望の方は、市場開拓グループまでご連絡ください。掲載は無料です。
＊財団は、申込みのあった内容を情報として提供するのみです。価格等取引に係る交渉は直接掲載企業と行っていただきます。
＊紹介を受けられた企業は、その結果についてご連絡ください。
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12
（月）

�中小企業会計啓発・普
及セミナー（第１回） 13：30 ～16：30 京都府産業支援センター5F

13
（火）

�北部ものづくり支援機器操
作セミナー(中級者向け(2))
【非接触3次元デジタイザ】

10:00 ～17:00 北部産業技術支援センター・
綾部

�EMC技術セミナー「EMC規格から測
定方法・ノイズ対策の基礎」【中小企
業ものづくり技術スキルアップ研修】

13:30 ～17:00 京都府産業支援センター5F
ほか

15
（木）

�下請かけこみ寺巡回相
談（無料弁護士相談） 13：00 ～15：00 ガレリアかめおか

15
（木）
・

16
（金）

�【ＩＴ講習会】
　Access2007応用講座 10：00 ～17：00 京都府産業支援センター2F

17
（土）

�起業家セミナー�第５回 10：00 ～17：00 京都府産業支援センター5F

19
（月）

�京都ものづくり若手リー
ダー育成塾(新分野製品
開発グループワーク)

9:00 ～17:00 京都府産業支援センター5F

20
（火）

�北部ものづくり支援機器操
作セミナー(中級者向け
(2))【CNC三次元測定機】

10:00 ～17:00 北部産業技術支援センター・
綾部

�下請かけこみ寺巡回相
談（無料弁護士相談） 13：00 ～15：00 久御山町商工会

�ＫＩＩＣ会員交流会 15：30 ～19：15 リーガロイヤルホテル京都

20
（火）
・

21
（水）

�中堅社員研修 ９：30 ～17：30 京都府産業支援センター2F

21
（水）

�京都陶磁器釉薬セミナー
（多成分系ガラスと釉薬）15：00 ～16：30 京都府産業支援センター5F

22
（木）

�IT経営力向上研修会
（第３回） 13：30 ～17：00 京都府産業支援センター2F

�京都ものづくり若手リーダー
育成塾（京の知財エンジニア
リングセミナー第５回）

13：30 ～17：00 京都府産業支援センター5F

�京都やましろ企業オン
リーワン倶楽部「元気
な企業セミナー」

15：00 ～17：30 けいはんなプラザ3F「ナイ
ル」

日 名　　称 時間 場所

27
（火）

�下請かけこみ寺巡回相
談（無料弁護士相談） 13：00 ～15：00 丹後・知恵のものづくりパー

ク
�北部ものづくり支援機器操作セ
ミナー(中級者向け(2))【フー
リエ変換赤外分光光度計】

13:00 ～17:00 北部産業技術支援センター・
綾部

�中小企業会計啓発・普
及セミナー（第２回） 13：30 ～16：30 京都府産業支援センター5F

27
（火）
・

28
（水）

�新入社員フォローアッ
プ研修 10：00 ～17：00 京都府産業支援センター2F

28
（水）

�下請かけこみ寺巡回相
談 13：00 ～15：00 北部産業技術支援センター・

綾部
�H24年度第3回京都大
学宇治キャンパス産学交
流会（防災研究所対象）

14：00 ～18：30 京大宇治キャンパス「黄檗プ
ラザ」

29
（木）

�【ＩＴ講習会】
　PowerPoint2007講座 10：00 ～17：00 京都府産業支援センター2F

30
（金）

【ＩＴ講習会】PowerPoint
を活用したプレゼンテー
ションテクニック講座

10：00 ～17：00 京都府産業支援センター2F

2012. 12
6

（木）
日中ものづくり商談会
＠深セン2012 13:00 ～15:00 大中華国際交易広場中央大

庁（中国深セン）

7
（金）

けいはんなフロンティア
産業フォーラム2012
　～マイクロ波合成による
新素材開発～

13:30 ～18:30 けいはんなプラザ３F「ナイ
ル」

14
（金）

�京都品質工学研究会 13:30 ～17:00 京都府産業支援センター5F

18
（火）

下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談） 13:00 ～15:00 久御山町商工会

20
（木）

下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談） 13:00 ～15:00 ガレリアかめおか

25
（火）

下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談） 13:00 ～15:00 丹後・知恵のものづくりパー

ク

26
（水）

下請かけこみ寺巡回相談 13:00 ～15:00 北部産業技術支援センター・
綾部

専門家特別相談日（毎週木曜日　13：00 〜 16：00）
○事前申込およびご相談内容について、（公財）京都産業 21　お客様相談室

までご連絡ください。 TEL 075-315-8660　FAX 075-315-9091

取引適正化無料法律相談日（毎月第二火曜日　13：30 〜 16：00）
○事前の申込およびご相談内容について、（公財）京都産業 21　事業推進部　市場開拓グルー

プまでご連絡ください。 TEL 075-315-8590　FAX 075-323-5211

約1万5千人の方々にお読みいただいております京都府中小企業技術センターのメ－ルマガジンは、当センターや（公財）京都産
業21、府関連機関が主催する講習会や研究会・セミナーなどの催し物や各種ご案内、助成金制度等のお知らせなど旬の話題をタ
イムリーにお届けしています。皆様の情報源として是非ご活用ください。ご希望の方は、ホームページからお申し込みください。▲

http://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp/mtnews/get_mtnews.htm

メールマガジン「Ｍ＆Ｔ NEWS FLASH」（無料）をご活用ください！

代表	 TEL 075-315-9234　　FAX 075-315-9240
北部支援センター	 〒 627-0004 京都府京丹後市峰山町荒山 225
	 TEL 0772-69-3675　　FAX 0772-69-3880
けいはんな支所	 〒 619-0237 京都府相楽郡精華町光台 1丁目７（けいはんなプラザ ラボ棟）
	 TEL 0774-95-5028　FAX 0774-98-2202
上海代表処	 上海市長寧区延安西路 2201 号　上海国際貿易中心 1013 室
	 TEL +86-21-5212-1300

代表	 TEL 075-315-2811　　FAX 075-315-1551
中丹技術支援室	 〒 623-0011 京都府綾部市青野町西馬場下 38-1
	 TEL 0773-43-4340　FAX 0773-43-4341
けいはんな分室	 〒 619-0237 京都府相楽郡精華町光台 1丁目７（けいはんなプラザ ラボ棟）
	 TEL 0774-95-5027　FAX 0774-98-2202

http://kyoto-isc.jp/　〒 600-8813 京都市下京区中堂寺南町 134

http://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp/

編集協力／石田大成社

—知ろう　守ろう　考えよう　みんなの人権！—

行事予定表

お問い合せ先： 公益財団法人 京都産業21 主催　 京都府中小企業技術センター 主催　 共催

http://www.ki21.jp

◆北部地域人材育成事業
研修名 開催日時 場所

KSR北部交流会のご案内
「心をオフにしてリフレッシュ」“講話とお茶会”
※参加費　3,000円

11月19日㈪ １２：００～１５：３０
あじさい寺
（丹州観音寺：福知山市観音寺
1067）

スキルアップ人材育成研修３コース
【第１コース】
「お客様信頼を構築し業績アップに繋がるビジネスマナー研修」
【第２コース】
「お客様の怒りを鎮めるクレーム対応研修」
【第３コース】
「若手・中堅社員の実力アップ研修」

【第１コース】11月27日㈫
　　　　　　　� � 　28日㈬
【第２コース】12月� 4日㈫
【第３コース】12月� 5日㈬

【第１、第２コース】
１３：３０～１６：３０
【第３コース】
１３：００～１７：００

プラザホテル吉翠苑
（京丹後市峰山町）

特許電子図書館（IPDL）
特許検索実務講習会 11月29日㈭ １３：３０～１６：５０ 丹後･知恵のものづくりパーク

技能検定（油圧装置調整１，２級）試験対策講座 12月1日㈯、12月8日㈯ ９：００～１６：３０ 丹後･知恵のものづくりパーク


