岐阜大学工業倶楽部関東支部
本会は会員相互の親睦・交流を図るとともに情報交換、技術交流を推進し母校の隆盛と
工業の発展に寄与することを目的とします。
ニュースレター NO．9 2013 年 4 月発行

第６回総会 2013年6月8日（土） 開催
詳細は 2 ページをご覧下さい。是非参加をお願い致します。
2008年6月8日岐阜大学工業倶楽部関東支部は設立され、今年5周年を迎えることになり
ました。
その後の関東支部の活動についてお伝えします。
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１． 第６回総会案内
春陽の候、関東支部会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
関東支部は２００８年の創立から早くも 5 周年を迎えることになり、来る 6 月８日には第 6 回総会・
講演会・懇親会を開催する運びとなりました。
これはひとえに会員各位、岐阜大学、ならびに岐阜大学工業倶楽部のご支援、ご協力の賜物で、厚く
御礼申しあげます。
５周年を記念して総会会場はより充実を図るため五反田駅に近い「ゆうぽうと」に変更しました。ま
た、講演会には新薬開発で成果を挙げられ、旭日重光章を始め多数の表彰を受けられました、前 アステ
ラス製薬株式会社会長の竹中登一氏を講師にお招き致しました。我々の健康に密接に関連する大変興味
深い内容と期待されます。
5 周年とは言え、まだ地固めの段階であり、今後の発展にはさらに会員各位のご支援、ご協力が不可欠
であります。総会を関東における岐阜大学のプレゼンスをより一層高め、母校発展へ寄与する契機と致
したく、皆様にはご多忙と思いますが、万象お繰り合わせ頂き、ご出席頂きますようお願い申しあげる
次第です。

２０１３年４月吉日
岐阜大学工業倶楽部 関東支部

支部長 浅 野

岐阜大学工業倶楽部関東支部 2013 年（第 6 回）総会･講演会･懇親会
開 催 要 領
開催日時： ２０１３年６月８日（土）午後 1 時～５時００分（受付：１２時３０分より）
開催場所 ： 五反田「ゆうぽうと」
（品川区西五反田８－４－１３）
「福寿」、「芭蕉」の間
交通案内： ・東急池上線「大崎広小路駅」徒歩約 1 分
・都営地下鉄・JR「五反田駅」西口徒歩約 5 分
・JR「大崎駅」西口徒歩約 7 分

次
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第１部 2013 年（第 6 回）関東支部総会（福寿の間）

１３時００分～１３時３０分

報告事項 １．２０１２年度活動報告
２．２０１２年度決算報告、会計監査報告
決議事項 １．２０１３年度活動計画（案）
２．２０１３年度予算（案）
その他
第２部 講演会（福寿の間）
講師

１３時４０分～１４時４０分

（財）ヒューマンサイエンス振興財団 会長、前 アステラス製薬株式会社 会長
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竹 中

登 一 氏

演題 「日本発 研究開発型グローバル企業への挑戦」
・私の創薬研究 前立腺肥大症治療薬「ハルナール」の研究
・私の経営

合併によるアステラス製薬の設立

第３部 懇親会（芭蕉の間）

１５時００分～１７時００分

立食パーティ形式で行います。
ご来賓、ご講演者、同級生･先輩･後輩、学科など分け隔てなく歓談し交流を図ります。

多数のご参加お待ちしています。
☆参加費、年会費について：
◆総会・講演会・懇親会参加者：８,０００円（２０１３年度年会費２，０００円を含みます）
◆上記以外の既加入者および新規加入者：２０１３年度年会費２,０００円
参加申込：下記の問い合わせ・連絡先までお問い合わせください。
別途、開催案内と参加費・年会費振込用紙を郵送します。
お問い合わせ・ご連絡先：岐阜大学工業倶楽部 関東支部 事務局長 堀尾

義矩

TEL／FAX：046-233-2370 gifu-jimu@gifu-t-kanto.com
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２．母校より
（1）岐阜大学の現状と将来及び同窓会への期待 岐阜大学学長 森 秀樹
岐阜大学工業倶楽部関東支部設立５周年誠におめでとうございます。岐阜大学の故事来歴の開始は明
治６年の師範研修学校の設立であります。工学部は昭和１７年に岐阜県立高等工業学校としてスタート
し、昭和２７年に県立大学工学部から今の体制に移行しております。工学部が各務原から現在地である
岐阜市柳戸地区に移転したのが昭和５６年であり[農学部（現、応用生物科学部）は５７年], 約７０年に
亘って、東海、関東、関西を含む日本ばかりだけではなく、世界にむけて優れた人材を送り出して来ま
した。この間工学部の発展に御尽力されました多くの各位に深甚なる敬意を表します。特に首都圏を含
む関東地区の幅広い分野で活躍をされて来た関東支部の方々に深甚なる謝意を表したいと存じます。
岐阜大学は平成１６年に医学部が司町地区から現在地に移転し、すべての学部（工学部、応用生物科
学部、教育学部、地域科学部）および付属施設を柳戸キャンパスに有しています。医学部地域には平成
２１年に岐阜薬科大学の校舎も出来（写真）、平成１９年より、医学部、薬科大学、工学部（生命工学）
によって岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科が設立されております。工学部の柳戸校舎の竣工は昭
和５６年でありますので、老朽化が進んでおりました。幸い、工学部の建物の大型改修工事と総合研究
実験棟（４階建て）の新設が決定しており（写真）
、工事の一部は既に始まっております。工学部に続い
て応用生物科学の施設の大型改修も行われる予定です。工学部は岐阜大学において、学生数、教員数共
最大であり、その動向は岐阜大学にとって極めて重要であります。工学部には現在９学科がありますが、
平成２５年より、４学科に再編されます（社会基盤工学、機械工学、化学・生命工学、電気電子・情報
工学）
。工学研究科もそれに伴って平成２９年を目標として、前期課程が、４つの工学専攻と環境エネル
ギーシステム専攻（独立専攻）となり、後期課程が基盤工学専攻と一つの独立専攻となります。
工学部には岐阜大学を特徴付けるプロジェクトセンターが数多くあります。いずれも文部科学省の振
興調整費や経済産業省の NEDO などの大型競争的資金獲得を機に創設されたものです。金型創成技術研
究センター、未来型太陽光発電システム研究センター、社会資本アセットマネジメント技術研究センタ
ー、人間医工学研究開発センター、複合材料研究センターがそれらであります。工学教育の産業界との
関わりとして、従来から企業におけるインターンシップがありました。最近大学院博士課程の産業界と
の連携教育事業として、文部科学省のプロジェクトに採択された『イノベーション創出若手人材教育』
を始めております。これは産業界の方々に大学院教育に参加して頂き、企業の拠点（海外を含む）を使
わせて頂くものです。テニュアトラック普及定着事業も工学部、応用生物科学部などの若手研究者を育
てる新しい試みです。
日本の経済・産業力の相対的低下に加えて東日本大震災も加わり、今の日本には社会的閉塞感が存在致
します。大学卒業生の就職の難しさも高齢・少子化と共に社会問題化しています。岐阜大学は豊かな教
養と確かな専門知識・技能、広い視野と総合的な判断力、優れたコミュニケーション能力に加え、自立
性と国際性を備えた高度な専門職業人を幅広い分野で養成することを目標としています。現在、今まで
如何なる人材を育て、今如何なる人材教育を行い、今後どういう人材教育を進めるのかを社会に明らか
にする作業を行っております。岐阜大学の学生は卒業生の活躍によって勇気付けられ、これからの目標
も定まります。その意味で後輩を見守って頂ける同窓会の存在は大変大きいものと考えております。是
非、愛情ある御支援を宜しくお願い致します。
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（2）社会基盤工学科の紹介

H24 年度社会基盤工学科 学科長 佐藤 健

関東支部の皆様，はじめまして，平成 24 年度学科長を仰せつかっております佐藤と申します．標記タ
イトルの寄稿を依頼されましたので，平成 25 年 3 月時点の学科紹介をさせて頂きます．
平成１４年４月，斯界の伝統的名称「土木工学科」を「社会基盤工学科」に変更致しました．教育目
標は社会資本整備に資する基礎的学力の涵養であり，名前は変わっても「伝統的な土木工学」が教育の
基本軸であります．輩出する学生像として，総合工学としての土木工学の基礎学力を身につけているこ
とに加え，基盤的学力（
「考える力」
「伝える力」「進める力」）が十分に備わっていることを目標にして
おります．教員組織は表１に示したとおりです．平成２５年４月から環境と防災の２コース制とします
が，従来通り，総合工学としての土木工学を基軸に学部教育を行いますので，環境コース，防災コース
で，輩出する学生像に違いはありません．強いて違いをあげると，３年後期からの環境・防災に分かれ
ての「セミナー」，
「デザイン」，
「数値実験」においてコース特有の研究手法，研究方法を修得する点が
指摘できます．しかし，学部教育の基軸は，「基盤的学力が備わった土木工学の基礎学力涵養」であり，
卒業時の資格（技術士補，測量士など）や就職，進学にコースの区別はありません．
研究体制は表１の講座編成をご覧いただくと分かりやすいと思います．伝統的な教授・准教授・助教
の講座編成でなく，大講座制を敷き，その名称も大括りになっております．具体的な研究活動は，大講
座をまたぐ研究グループ組織で実施をしております．研究グループは固定的でなく，緩やかな組織であ
り，研究テーマによって教員の専門分野も考慮しながら，比較的自由に離合集散が行われています．表
１でおわかり頂けるように，教員の所属部局は，工学部，工学研究科，研究センターと多岐にわたり，
緩やかな共同体としての研究グループを組織することで，先端領域の開拓や研究成果の普及に，機動的
に対応できるよう工夫しております．
学科全体として目下，力を入れている分野が，環境・防災・維持管理です．いずれの分野も我が国が
抱える喫緊の課題であり，今後大きく成長が期待される分野で，人材育成など社会的ニーズの高い分野
でもあります．所属する大講座，研究グループにとらわれることなく，全教員がこれら３分野を意識し
て，それぞれ得意とする切り口で研究の深化と技術開発に努めております．研究面における学科の強み
を表すデータを，2000 年から 2011 年の科研費採択件数を使いながらご紹介します．土木工学分野に限
定した調査結果であります．科研費採択件数のトップ３は京大（330 件）
，東大（298 件）
，東北大（141
件）と旧帝大が占めます．第４位に東工大（136 件）の名前が出てきますが，第５位から７位までは，
再び旧帝大（北大（121）
，九大（112）
，名大（106））が名前を連ねます．しかし，第８位には岐阜大（97
件）が登場します．旧帝大以外では，東工大に次いで堂々の第２位にランクされております．表１の教
員数からわかりますように，京都大学 181 人，東大 114 人に較べ，岐阜大学社会基盤工学科の教員数は
圧倒的に少人数です．各教員の研究に対する質の高さは言うまでもありませんが，自由度の高い研究グ
ループ組織に基づく新規領域へのチャレンジ精神が科研費採択件数に結びついたものと考えます．
研究推進の原動力はもちろん学生諸君です．特に卒業研究，修論，博論を作成する中で，基盤的学力
の鍛錬を受けた学部４年生以上の若者であります．
河合塾の入試偏差値によれば，
岐阜大学 47.5 に対し，
東大 67.5，京大 65.0 となっており，入学時の学力では，岐阜大学入学者はかなりの苦戦を強いられてお
ります．しかしながら，入学後の教員総掛かりの教育で，旧帝大と互角に渡り合えるまでに基盤的学力
（「考える力」「伝える力」
「進める力」
）が充分に涵養されたことを，科研費採択件数は検証しており，
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ここに紹介させていただきました．
各教員の研究に対する取組は，学科ホームページの「研究最前線」に詳しく紹介されております．岐
阜大学のホームページ（http://www.gifu-u.ac.jp）にアクセスいただき，トップページ上部の「学部・大
学院」をクリックいただき，工学部のホームページに移動いただきますと，
「学科のご案内」タブが画面
上部に出てきますので，ここから社会基盤工学科のホームページに入ることができます．直接アクセス
する場合は，http://www.eng.gifu-u.ac.jp/syakai/

と入力ください．研究最前線は，学科各研究室のホ

ットニュースを紹介しており，2010 年 9 月から現在までに 11 研究室が研究成果を紹介しております．
是非とも，ご訪問くださいますようあわせてご案内させていただきます．
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表 1 社会基盤工学科の教員組織（平成 25 年 3 月 15 日時点）
工学部社会基盤工学科
講座

地圏マネジメント工学講座

構造設計学講座

環境保全学講座

都市デザイン講座

プロジェクト研究

所属
役員
大学院工学研究科
環境エネルギーシステム専攻

流域圏科学研究センター

総合情報メディアセンター

社会資本アセットマネジメント
技術研究センター

氏名
佐藤 健

職名
教授 （学科長）

専門分野
環境地盤工学，地下水工学

小嶋 智

教授

地質学，応用地質学，古生物学

能島 暢呂

教授 （副学科長）

地震工学，都市防災

大谷 具幸

准教授

構造地質学，地熱資源地質

加藤 雅彦

助教

土壌学、環境地盤工学

森口 周二

助教

地盤工学

本城 勇介

教授

信頼性設計、リスク評価

小澤 満津雄

助教

コンクリート工学

木下 幸治

助教

維持管理工学，鋼構造学、耐震工学

大竹 雄

特任助教

地盤工学、信頼性設計

六郷 恵哲

教授（工学部長）

材料機能学，破壊診断工学

小林 孝一

准教授

維持管理工学，コンクリート工学

山田 俊郎

准教授(教務委員）

衛生工学，水環境保全工学

大橋 慶介

助教

河川工学，水理学

高木 朗義

教授（センター長）

プロジェクト評価，防災環境計画

倉内 文孝

教授 （教務委員）

交通工学、交通計画

神谷 浩二

准教授

土質力学，地下水工学

出村 嘉史

准教授

景域計画，都市形成史

原 隆史

特任教授

地盤防災

岩田麻衣子

特任助教
関連部局・施設

土質力学

氏名
八嶋 厚
小林 智尚

職名
理事・副学長
教授 （専攻長）

土質力学，岩盤工学
海岸工学，海洋工学

吉野 純

准教授

気象学

嶋田 進

特任助教

気象工学、河川工学

藤田裕一郎

教授 （センター長）

河川環境論，移動床の水理

杉戸 真太

教授 （理事・副学長）

耐震工学，地震工学

李 富生

教授

衛生工学，水質工学

玉川 一郎

准教授

気象学，水文気象学

児島 利治

准教授

流出解析，リモートセンシング

沢田 和秀

准教授

地盤工学

久世 益充

助教

地震工学

内田 裕市

教授 （センター長）

コンクリート構造学

篠田 成郎

教授

水文学，水環境工学

村上 茂之

准教授

鋼構造学，橋梁工学，構造力学

森本 博昭

特任教授

土木材料学，コンクリート工学

村田 芳信

客員教授

地盤探査

浅野 幸男

客員教授

コンクリート工学

浅野 憲雄

客員教授

地形地質調査

奥田 邦夫

客員教授

土木行政
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３．ニュース
（1）平成２４年度キャリア形成科目
「私は社会でこう生きてきた―岐阜大学の先輩たちの見る日本社会―」講義報告
ＮＰＯ法人かながわ環境カウンセラー協議会
理事長 木村 信幸（機械 1963 年卒）
会社生活に別れを告げたのがかれこれ一昔前であり、こういうテーマで１５０人（実際の出席者は１
３０人）もの学生（大半が１年生）を相手に何を話したらいいのか、当初皆目見当がつかなかったとい
うのが正直なところです。今活動していることなら何とかなるとの思いから、過去形ではなく「私は社
会でこう生きている」ことを話すことにしました。テーマは「持続可能な社会を目指した環境への取組」
（私が所属している団体のリーフレットにあるキャッチフレーズ「持続可能な社会を目指して」より）
です。
環境に関する話が果たして受け入れられるのか、又どこまで通じるのか。岐阜大学が全学ではないも
のの３つの部門でＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）を認証取得していることは承知して
いましたが正直言って不安でした。
狙いは、単に自分の経験談を披露することではなく、将来どのような職業に就こうとも、若い学生の
皆さんに環境保全の担い手になって欲しいという思いを伝えることでした。環境との出会いから話を起
こし、環境問題の今昔や持続可能な社会の解説、環境カウンセラーとは何か、又、ＮＰＯ法人かながわ
環境カウンセラー協議会の活動紹介、環境省が策定した中小企業向け環境マネジメントシステムである
エコアクション２１（略称ＥＡ２１）とは何か、ＩＳＯ１４００１との違い、そして環境教育について
できるだけ分かり易く解説しました。最後に「糧となった言葉、心掛けてきたこと」、「プロ十訓」を紹
介して締めとしました。
十分にあると思った時間も意外に短く前半で余計に使ってしまったせいか、終りの方は駆け足となり
質疑応答の時間も取れないという不手際ぶりでした。反省することしきりです。
教壇近くではさすがに居眠りをしている学生はいなかったようですが、遠くの席ではチラホラ見かけま
した。余り興味が持てないという反応もあって当然と思います。テーマに関わらず、聴き手に居眠りを
許すのは１００％講師の責任であり、環境の研修会とはいささか様子が違うなどという弁解の余地はど
こにもありません。
ところが、後日送付されてきたレポート（１１６人）を見て驚きました。何がしかの資料を配布した
せいもあり、それを上手く引用して要領よくまとめたレポートも確かにありましたが、内容を理解した
上で自分なりの考えを自分の言葉でしっかりと表現しているレポートを数多く目にしたからです。将来
環境カウンセラーを目指したいというレポートには感激しました。
いつの世も「今どきの若い者は…」とマイナス評価をしがちですが、このレポートを見る限り「今ど
きの若い者はしっかりしている」という印象を持ちました。まだまだ日本も捨てたものではないと。た
だ、環境カウンセラーの存在をこの講義で初めて知ったとレポートに書いた学生が多く、認知度が低い
ことを改めて知ることとなりました。世間一般にも同じことが言えるのかもしれません。所管する環境
省を初め関係機関・団体の今後の課題かもしれません。
さて私ごとで恐縮ですが、一番上の孫が今高校２年生です。今回、孫と２年ほどしか違わない若い後
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輩を相手に自分の伝えたいことを話す機会が与えられたことに心から感謝致します。そして、地球環境
保全の担い手として是非若い行動力に期待したいと思います。ありがとうございました。
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（2）
「ＪＡＸＡ 調布航空宇宙センター見学会」開催報告

行事委員会 小鹿昇・酒匂泰蔵

平成２４年度 関東支部の見学会を開催しました
１. 日時 ： 平成２４年１１月１６日（金）１３：３０～１６：００
２. 見学場所 ： ＪＡＸＡ 調布航空宇宙センター
３. 参加人数 ： ７名
内訳：土木系 ２名 機械系 ２名、化学系 ２名 繊維系 １名
４．見学内容
① 航空宇宙センタービデオ紹介
② 展示室–
短距離離着陸実験機「飛鳥」や小型超音速実験機（ロケット実験機）の模型、小型自動着陸実験
ALFLEX の実機など

③ ＹＳ－１１コックピット第二次世界大戦後に始めて日本のメーカである日本航空機製造が製造した双発方式の
旅客機のコックピットを見学。

④ １．２７ｍ極超音速風洞
極超音速流れにおける空気力や圧力分布、加熱率などの試験データを提供し、極超音速機や宇宙往
還機の空力設計の最適化に貢献している。特に、「はやぶさ」の大気圏再突入時の空力加速、空力特
性の試験もこの装置で行った。

５． 見学会終了後、吉祥寺駅付近で懇親会を開催いたしました。

１．２７ｍ極超音速風洞の見学

懇親会会場

来年は更に大勢の方々が参加できるような見学会にしたいと考えています。
会員の方々のご意見、ご希望を本会事務局までお寄せ頂きたくお願いいたします。
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４．スタッフから一言
（１）ハンドボールの想い出

財務委員

大塚 重男(土木 1975 年卒)

スポーツといえば、野球、サッカー、ラグビー、バス
ケットボール、バレーボール、柔道、剣道、卓球、テニ
スなどはすぐに頭に浮かぶが、ハンドボールというのは、
なかなか名前が出てこないマイナーなスポーツであろう。
このハンドボールを高校から大学にかけての 7 年間熱中
していた。最近、書棚の中から岐阜大学ハンドボール部
機関紙「闘魂」(1974 年 6 月)なる黄ばんだ冊子(全 30 頁)
を見つけた。私が大学 3 年生の時、当時の吉川充滋監督
(機械 1962 卒：故人)から、機関紙「闘魂」を再刊しろと
命ぜられ、再刊第 1 号として作り上げたものだ。当時、
岐阜大学は、東海学生リーグの１部(6 校)に所属していたが、成績は 5 位となっていた。しかし、東
海地区国立対抗戦という大会があり、この大会では優勝という成績を収めることができた。この優
勝を受けて全日本学生選手権に出場した。11 月に、東京駒沢体育館で行われた福岡大学との 1 回戦
では、延長戦での接戦の末、20-18 のスコアで辛勝している。40 年ほど前の想い出である。ハンド
ボールは、スピード感あふれ、ダイナミックなシュートあり、スリリングなキーパーとの一騎打ち
など、やり始めると面白く続けたくなるスポーツであるが、日本では、野球やサッカーなどの人気
の陰に隠れ、現在でも依然としてマイナーに甘んじている。ヨーロッパでは、サッカーの次に人気
があるとのことであり、特に、北欧やドイツ、北アフリカでは人気があるらしい。
ハンドボールの歴史について、少しひも解いてみた。ハンドボール競技の源はデンマークとドイ
ツにある。デンマークでは 1890 年代ホルガー・ニールセン（人工呼吸法の一つである「ニールセン
式」を考案した人）が 7 人制を考案し、北欧を中心に行われていた。一方、ドイツでは、1910 年代
にカール・シュランツが 11 人制を考案し、ドイツ全土に普及していった。7 人制と 11 人制はそれ
ぞれ別々に規則が制定され、ともに各国に普及していくことになる。戦後、ハンドボールの活動は
北欧を中心に行われていたこともあり、施設が小さくて済むことや、1954 年の規則改正によりゴー
ルエリアの空間を利用してのシュートが可能となり、スピード感あふれ、スリリングなゲームが楽
しめるようになり、7 人制が主体となった。日本では、1922 年(T11)に大谷武一氏が 11 人制を紹介
したが、普及するといった状況にはならなかった。その後、幻のオリンピックとなった 1940 年(S15)
の東京オリンピックの正式種目に取り入れられたことから、日本におけるハンドボール熱が高まっ
た。しかし、第二次世界大戦のためオリンピックは中止となり、ハンドボール熱も冷めることとな
った。戦後しばらくは、11 人制が続いていたが徐々に 7 人制が普及し、1957 年(S32)に女子が、1963
年(S37)に男子が 7 人制に統一されることになった。オリンピックには、男子は 1972 年(S47)のミュ
ンヘン、1976 年(S51)のモントリオール、1984 年(S59)のロサンゼルス、1988 年(S63)のソウルと 4
回出場しているがその後 24 年間出場していない。一方、女子は 1976 年(S51)のモントリオール五輪
以来出場していない。
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我が岐阜大学ハンドボール部はというと、かつては
２部に陥落したこともあるようだが、H24 年度の東海
学生秋季リーグ１部で 9 位と健闘している。リーグは、
1 部(10 校)、２部(8 校)、３部(10 校)という構成であり、
40 年前に比べると参加学校数もぐっと増え、競技人口
も増加しているようだ。また、女子ハンドボール部は、
40 年ほど前に、エネルギッシュな女性陣によって創部
され、現在に至っており、H24 年度の東海学生秋季リ
ーグでは、1 部 5 位と活躍している。女子の学生リーグは、1 部 8 校、2 部 8 校となっている。
近年、ハンドボール界にも「宮﨑 大輔」のようなメディアへの露出度の高い選手が現れ、ハンドボー
ルも広く知れ渡るところとなり、市民権を獲得しつつあるようだ。しかし、もっと知名度を上げ競技人
口を増やすためには、やはりオリンピックへの出場が絶対条件で、これが出発点になるだろう。ただ出
場するだけではなく、
「なでしこジャパン」や「卓球の愛ちゃん」のように結果を出すことが必要だ。こ
れは夢の夢のまたその上の夢かもしれないが、ハンドボールがメジャーになるのを切に願っている。ガ
ンバレ！我らがハンドボール！
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（２）解説＜今どきの織物機械＞

総務委員

葛西 成治（繊維 1965 年卒）

１．今どきの織物生産手段とは？
皆さんは、人間の生存に欠かせない「衣・食・住」の衣の主要部分である「織物」が、現代において、
どのような機械で生産されていると想像されるだろうか。工学系の皆さんであれば、豊田佐吉の名と、
いわゆる力織機（りきしょっき）といって、綿埃の舞う工場でガチャンガチャンと大きな音を立てて動
く鉄製の機械を何となく思い浮かべられることだろう。そう、四半世紀前まではそうだった。
織物とは、直交するたて糸とよこ糸で組織される布で、それを生産する装置が織物機械、一般的には
織機という。
織機の主要機構はたて糸送り出し・たて糸開閉・よこ糸挿入・よこ糸打ち込み・布巻取り、の５つで、
古来から変わってはいない。しかし、このうち、よこ糸挿入手法は、ここ 50 年の間に、水や空気を用い
てよこ糸を挿入する技術の開発、実用化によって、いまや有史以来使われてきた「杼（※）」にとって代
わり、想像外の世界に様変わりしつつある。
たて糸
※杼（ひ。シャトルともいう）：
よこ糸を巻いた棒状のボビン（管）が装填さ
れた舟形の物体で、たて糸の間を往復しなが
らよこ糸を挿入する。

よこ糸と杼（ひ）

図２．杼（シャトル）の一例

図１．織物機械の基本構造

織機は大まかに手織り機と動力織機とに分けられ、さらによこ糸挿入方法によって細かく分類される
（表１）
。
手織り機

たて糸開閉、よこ糸挿入など、全ての動きを人力で行う
ゆうひ

有 杼 織機

動力織機
（力織機）

普通織機

杼でよこ糸を挿入。杼の中のよこ糸補給は人力で行う

自動織機

杼でよこ糸を挿入。杼の中のよこ糸補給は自動で行う

グリッパー織機

よこ糸端をつかんだ鉄片を叩いてよこ糸を挿入する

レピア織機

よこ糸端をつかんだ棒でよこ糸を挿入する

無杼織機

エアジェット織機
ジェット織機

ウォータジェット織
機

表１．よこ糸挿入方法による織機の分類
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２．産業革命と織物機械の技術革新
2-1．産業革命とは？
産業革命は、18 世紀に英国中央部ランカシャー州辺りの繊維
産業から始まったとされ、1733 年にその州のジョン・ケイによ
って飛び杼（Fly shuttle）装置が工夫されたことがきっかけと
いわれる。
この装置によって織物生産性が飛躍的に向上⇒大量の
糸が必要になった⇒水力を使った糸紡ぎ機「紡績機械」が工夫さ
れた⇒その糸を大量に織物にする「力織機」が開発された。農家
の軒先での家内工業的生産⇒工場生産に変わり、
資金を融通する
金融業ができ、労働者が生まれ、労働者を相手にした商業が生ま
れ、原綿輸送用に蒸気船や蒸気機関車の交通手段が発達した。

図３．飛び杼装置
日本紡績協会刊「世界綿業発展史」

その連鎖が新たな産業を生み、社会構造までを変革した。
その後、力織機の駆動は水力から蒸気、そして電気に変わったが、よこ糸挿入には長い間、杼が使わ
れてきた。
2-2.織物機械の技術革新
軽いよこ糸を挿入するのに重い杼を往復させる有杼織機は、低生産性や激しい騒音による労働環境等
の問題が顕在化し、第２次大戦後には生産機械としての限界を迎えた。そこから杼を用いずによこ糸を
挿入する工夫が相次いだ。最も古い工夫（しかも最も新しい方式）は空気流によこ糸を載せて運ぶ方式
で、1914 年に米国で特許が権利化された（後述）
。しかし、当時の空気制御技術レベルの故に、実用化に
は至らなかった。杼を用いない工業用織機で最初に実用化されたのは、表１に示すグリッパー織機
（図４）で、1930 年代にスイスのスルザー社（Sulzer。機関車や艦船用ディーゼルエンジン製造大手）
が開発した。ついで表 1 に示すレピア織機（図５）が実用化され、1950～60 年代に米国のドレーパー社
（Draper）が多く製造した。この織機により米国内ではデニム地などの綿布が大量生産された。

図４．グリッパー織機の
よこ糸挿入機構図

図５．Draper 社製レピア織機

３．今どきの織物機械 “空気や水の噴流を使ってよこ糸を挿入する”
しかし杼、鉄片、棒といった媒体を用いたよこ糸挿入方法は、媒体の重さゆえに高速化が難しい。
その後に実用化されたのが空気や水の噴流に載せてよこ糸を挿入するエアジェット織機、ウォータジェ
ット織機である。
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3-１.エアジェット織機
エアジェット織機の実用化の先駆けはチェコスロバキア（当時）のメーカーで、1955 年にブラッセル
の国際繊維機械展でエアジェット織機を公開した。織物の幅が 45 ㎝とはいえ、1 分間に 700 本のよこ糸
を挿入し、工業用有杼織機の４倍の速さだった。以後、英国やスエーデンなどで開発が行われた。日本
では村田機械（株）がスエーデンの技術を導入したものの商業化には至らなかった。
実用化までにはさらに 20 年近くを要した。
実用化のネックは、圧縮空気をノズルから噴出しても、すぐに拡散して、よこ糸をまっすぐに何十㎝
も安定的に運べないこと。このネックになる課題を解決し、エアジェット織機の実用化に最も寄与した
のが、オランダの町工場であるテ・ストラーケ社（Te Strake）で、1967 年にスイスのバーゼルで開催さ
れた繊維機械展で新技術が初公開された。

よこ糸ｾﾝｻｰ

図６．補助ノズル方式よこ糸挿入模式図

図７．補助ノズル
織物の幅に合わせて何十本も並べる

図８．エアジェット織機
東京農工大学科学博物館の動態展示機

その工夫は図６、７のように、左側のメインノズルから噴出されたよこ糸を、随所に設けた補助ノズ
ルからリレー式に噴出される空気流に載せて右端まで搬送させるもの。この工夫を基に日欧の繊維機械
メーカーが実用化した。
日本の織機メーカー 津田駒工業（株）が、高速化・広幅化・汎用化・電子コントロール化等を進め、
エアジェット織機が世界中で使われる牽引力となった。今日ではエアジェット織機が世界中で稼働し、
Ｙシャツ、デニム、シーツ、制服等の生地を大量生産して世界需要に応えている。
なお、テ・ストラーケ社は、基本の特許を取得していたものの、充分に守りきれなくて経営が破たん
したといわれている。しかしこの工夫によって、現在、我々は上記のような織物を安価で大量に手に入
れることができている。
図８は日産自動車（株）繊維機械事業部（当時）が 1970 年代にチェコスロバキア（当時）の技術を導

16

岐阜大学工業倶楽部関東支部
入して実用化したエアジェット織機の量産試作モデルで、東京農工大学科学博物館（小金井キャンパス）
で動態展示されている。
3-2.ウォータジェット織機
水の噴流でよこ糸を挿入する方式の「ウォータジェット織機」は織機製造とは縁のなかったプリンス
自動車工業（株）
《1966 年に日産自動車（株）と合併》が、チェコスロバキアで発想された“水を使って
よこ糸を運ぶ”というアイデアをヒントに独自開発し、1963 年に商品化した。有杼織機の数倍の生産能
力を有することから、疎水性合成繊維（主にナイロン、ポリエステル）の織物（裏地、ドレス、冬用ジ
ャンパー、傘、カバン等の生地）は、製織コストの低廉なこともあって有杼織機から一気に取って代わ
った。数年のうちに日欧米の、そして今日では世界中の主要な織物企業に導入され、織布産業構造の変
革に大きく寄与した。図９もやはり東京農工大学科学博物館に動態展示されている日産自動車製ウォー
タジェット織機の初期のモデル。

図 10．ウォータジェットノズル
水とよこ糸を噴出する

図９．ウォータジェット織機
東京農工大学科学博物館の
動態展示機

４．革新的織機開発の意外性
今では当たり前の織機として世界中で稼働しているエアジェット織機もウォータジェット織機も、世
に出た当時（1960 年代後半～1980 年代半ば）は革新織機といわれた。
100 年前に空気を使ってよこ糸を挿入することを思いついたのは、JC.ブルックスというアメリカ市民
（英国ランカシャー出身の移民）で、もともと有杼織機の自動化装置の設計者。杼が織機から飛び出し
て作業者に重大なけがを負わせることが頻繁にあって、通常ならば杼が飛び出さないような改良をする
のだろうが、ブルックスは杼が無ければそのような事故は起きないという発想（現有技術の否定）で、
空気で糸を挿入することを考えた。それを

発展させたのがチェコスロバキアやオランダという、あ

まり繊維産業の盛んな地域ではない専門外の技術者たち。
また、ウォータジェットを実用化し世界に広めて織布産業を変革したのは、一自動車会社の、これも
専門外の人たち。意外に、世の中を変えるのは、いわゆる専門家でなく、自由に発想できる専門外の素
人なのかもしれない。
エアジェット織機は空気を圧縮する電力量が多く、今の世情（温暖化、原発）を考えると課題が大き
い。その解決策は現有技術の先にあるのか、あるいは全く別の発想がどこかから出てくるのか、それは
日本発か、それとも･･･。
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（３）第二ステージ

総務委員

林

睦齊（土木 1968 年卒）

私は 1971 年 25 歳の時から、毎年大晦日にその年の出来事・世情、仕事、家族等について、年末所感を書き
留めてきた。大晦日は何となく厳かな気分になり、その年を総括するのに良い時間帯となっている。 そんな年末
所感の中で、最近の 2005 年大晦日以降の仕事（第二ステージ）についての部分を、後に続く後輩の皆さんの何
かの参考になればと思い寄稿します。
私の仕事の経歴を簡単に記しますと、1968 年 4 月に清水建設に入社、前半 25 年間は主に東京圏で高速道路、
地下鉄、下水処理場、再開発事業関連土木等の都市土木工事に従事した。この間、40 歳の頃の 2 年間海外支
店に所属し、バングラデシュのチッタゴン尿素肥料工場プロジェクトの 30Ｋｍパイプライン工事所長を務めた。
後半 13 年間は本社に上がり、都市再開発事業推進に携わった。
１）.定年退職前年を振り返って ’05.12.31
来年 3 月末には還暦を迎え、清水建設を 38 年間勤め上げての定年退職となる。 正にサラリーマン時代、
良きにつけ悪きにつけ会社中心の生き方をしてきた訳で、人並み以上の愛社精神を持ってやってきたと自負し
ている。脇目も振らず、ひたすら会社のＣＳＲを頭に浮かべながら業務に邁進してきた。会社の幹部に近寄るわ
けでもなく、世渡りとしては上手くないと我ながら思えてくる。ただ、人から指示されるのが嫌いで己一人の考え
を中心に仕事をまとめたいという欲求がある。その点、携わった工事現場は、それがかなり許され評価抜きにす
れば面白くやれる仕事場であり、感謝している。大型工事や再開発事業の竣功した時の達成感・充実感は、何
事にも代えがたいものである。
２）.１年目を振り返って ’06.12.31
この一年 3 月末の清水建設の退職、4 月 1 日からの他社の顧問、5 月 1 日には LLP．交通運用研究所 （以
下、LLP） を警視庁 OB との 2 人で立上げた。7 月に行政マン OB、10 月に警視庁 OB と若手の交通技術者を
加えて 5 人体制を整え、営業から経理処理までやってきた。 一応目指していた新会社をスタートダッシュさせ、
軌道に乗せることができた。自らゆったりとする時間を与えずに一気に年末まで突っ走ってきた。充実した一年
を過ごせたと思っている。清水建設時代の経歴は小さくないし、目に見えない信用力は計り知れない。仕事か
ら得た幅広い知識・ノウハウと人脈等、街づくりコーディネータとしての大きな財産を貰い、本当に感謝してい
る。
＊LLP：有限責任事業組合、limited Liability Partnership の略。産業界を活性化するため、ベンチャー企業の
創出と新規共同事業の創造を推進するため’05.08 より日本版 LLP 制度が施行された。
３）.２年目を振り返って ’07.12.31
LLP の経営は、順調そのものである。四谷事務所は、私の理想とした居心地の良い場所になっている。2 期
目から 3 期目に向け、新しいビジネスモデルを思案できる空間である。今まで以上に多くの人が出入りする情
報が行き交う場所にしたく思っている。世の中には、素晴らしい能力、技術、アイデア等を持った人達がいる。
力を発揮する場所と時期・タイミングに恵まれず眠っている。その優秀な人達を社会・世の中のために上手くコ
ーディネイトするのが LLP の役割であり、目標としていきたい。
４）.５年目を振り返って ’10.12.31
この一年、時間的にも精神的にも余裕が生まれるものと思っていたが、何か仕事を追い求めることとなり、自
ら多忙な年にしたように思う。LLP チームも 3 期目に 2 人、4 期目に 1 人、更に今年 4 月から県警 OB が加わり
総勢 9 名となった。バランスの良いメンバーが集まり、街づくり・都市計画、交通量調査、道路交通運用計画等
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の検討・分析及び協議支援に力を発揮できる体制が整った。設立後 5 期目を迎えている訳で、本当に運が良
くタイムリーに新規の仕事を得意先から頂戴している。忙しいとはいえ、誰からも命令指示される訳でなく思うが
まま仕事をしていけるのは、本当に素晴らしいことである。ただ、徐々にプロジェクトが本格的な協議に入ってい
くと結果を求められる立場になる訳であり、来年はその意味では六本木も銀座も正念場を迎えることになる。あ
りがたいことには廻りに素晴らしい人脈に囲まれ、良い知恵・アイデアを持って支援していただける人が必ずと
言っていいほど現れる。裏方として自らフットワーク良く動き回る仕事の進め方は都市開発事業の推進には適
役と思っている。なお、当 LLP は、会社存続期間を 5 年にしているため来年 4 月末が会社登録の更新時期に
なる。それを機に株式会社に衣替えすることを検討したが、次の更新時期に判断することとしたい。
５）.７年目を振り返って ’12.12.31
LLP のビジネスも第 7 期目に入り、結果からみると売上げも伸びて順調にきている。LLP 設立時の初心を忘れず顧
客第一主義を愚直に推進していくことが継続につながる。今期も渋谷駅、赤坂、虎ノ門環状 2 号線関連を受注確保
できた。しかし、振り返ってみると肝心な時には必ず救世主が現れ、仕事量を適正レベルに確保できている。デベロ
ッパー、民鉄、設計コンサル会社、外郭団体等の得意先とチームメンバーに感謝しているところである。今後の会社
の継続、発展を見据えて、後継者の育成、確保に努めていく覚悟である。

なお、昨年 2012 年１月からＴｅｎｙｅａｒｓ Ｄｉａｒｙを買い求め、夜寝る前 3 分間で一日の反省ではなく、良かったこ
とやありがたかったことについて、気ままな 3 行日記を書くことを始めた。一年経過して、3 行日記を書かないと何と
なく落ち着かない気持ちになっている。今後 9 年間、仕事と共に継続したいと思っている。
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５．寄付のお願い
関東支部の今後のさまざまな活動を支えていくために、基金の充実が肝要なのはいうまでもありませ
ん。現在、岐阜大学工業倶楽部の支援金と会員の会費のみで運営されています。資料の印刷、配送等役
員、委員による多大な尽力に負うところが大きいです。
寄付に対する制約はございません。卒業（修了）在籍最終年 学部・研究科 ご連絡先をご記入の上、
gtk-jimu@gifu-t-kanto.com までご連絡くださるようお願いいたします。

６．編集後記
ニュースレターNO．9 を発行いたします。まだ不備な点が多々あると思いますのでご意見いただけた
らと思います。今後ともなお一層のご協力をお願いする次第です。

（野田記）
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