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．7 2012 年 4 月発行

第５回総会 2012年6月10日（日） 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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岐阜大学工業倶楽部関東支部

１．第５回総会案内
拝啓、陽春の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
関東支部は 2008 年 6 月の設立以来、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、
ご協力を賜り、早くも５年目を迎えることになり、厚く御礼申し上げます。
昨年は東日本大震災が有り、被災された方には重ねてお見舞いを申し上げます。
関東支部では第４回総会を昨年 6 月 10 日に各位のご協力・ご尽力により予定通り開催することが
出来、工業倶楽部から臼井憲義会長ならびに野々村修一専務理事にご列席頂きました。
また、野々村修一氏には未来型太陽光発電システム研究センター長として、最新の技術開発状況な
どを講演して頂きました。
さて、関東支部では第 5 回総会を来る６月 10 日に下記の様に開催致しますのでご案内申し上げます。
総会に続く講演会の講師には昨年 11 月 日本テレビ放送の★世界一受けたい授業★に出演されまし
た髙木朗義氏をお招きしております。
また、ご参加の皆様の旧交を温めるため、引き続き懇親会を開催致します。
皆様には万障お繰り合わせの上是非ご参加頂きますようお願い申し上げます。

2012 年 4 月吉日

岐阜大学工業倶楽部 関東支部 支部長 浅野

敬具

弘

岐阜大学工業倶楽部 関東支部２０１２年度（第５回）総会・講演会・懇親会
開 催 要 領
日時

：２０１２年６月１０日（日曜日）午後１時～５時

場 所

：喜山倶楽部

（受付 １２時３０分より）

光琳の間

東京都千代田区一ツ橋 2-6-2 日本教育会館９階
交通案内

・地下鉄都営新宿線、東京メトロ半蔵門線
「神保町」駅下車Ａ１出口から３分
・地下鉄都営三田線「神保町」駅下車Ａ８出口から５分
・地下鉄「竹橋」駅から徒歩５分
・「東京」駅北口からタクシーで１０分

次第
第１部

２０１２年度（第５回）関東支部総会
・２０１１年度活動報告
・役員改選
・２０１２年度活動計画
・その他
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第２部

講演会
講演

岐阜大学 工学部社会基盤工学科 教授
社会資本アセットマネジメント技術研究センター長
髙 木 朗 義

氏（土木 1987 年卒)

演題「産官学民連携による地域協働で地域活性化とまちづくりを！」

第３部

懇親会

立食パーティー形式で行います。

ご来賓・ご講演者、同級生・先輩・後輩、学科等、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（２０１２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：２０１２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）岐阜大学における教育の取組み
岐阜大学

教学担当理事・副学長

岡野幸雄

岐阜大学工業倶楽部関東支部の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。初めてご挨拶させ
ていただきます岐阜大学教学担当理事・副学長の岡野幸雄と申します。
昨今の大変厳しい社会情勢の中にありながらも同窓生の皆さまには大いにご活躍のことと拝察申し上
げます。かつては親方日の丸と言われた国立大学もこの時代にあっては安穏とはしておれず、本学とし
ても周辺地域や大学との連携を考えておりますが、とりわけ同窓会との連携は非常に大切なものと考え
ております。そのような視点から、私自身が本学医学部の卒業（昭和 51 年）ということもあり、理事と
して各学部の同窓会と意見交換させていただく機会を求めて工業倶楽部の理事会にもお邪魔し、岐阜大
学の教育の現状をご紹介させていただきました。そこで話しましたことを中心に少し岐阜大学の教育の
現状をご報告申し上げます。
１．岐阜大学の理念と目標
ご承知のように平成 16 年に国立大学が法人化されて、各大学が 6 年間の中期目標・中期計画を立てて
その実践に励むこととなっておりますが、平成 22 年度から第 2 期の中期目標期間に入っており、本学の
理念・目標を以下のように掲げております。
「岐阜大学は、
「学び、究め、貢献する」地域に根ざした国立大学として、東西文化が接触する地理的
特性を背景としてこの地が培ってきた多様な文化と技術の創造と伝承を引き継ぎ、人と情報が集まり知
を交流させる場、体系的な知と先進的な知を統合する場、学問的・人間的な発展を可能とする場、その
成果を社会に発信し、有為な人材を社会に送り出す場となることによって、学術・文化の向上と豊かで
安全な社会の発展に貢献する。
」
この理念の下に４つの目標を掲げていますが、第 1 は教育の目標です。
「岐阜大学は、人材養成を最優先事項として位置付け、質・量ともに充実した教育を行い、豊かな教養
と確かな専門的知識・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し、社会に輩出する。」
本学のホームページの大学案内＞理念・目標にこれらが掲載されています。
URL：http://www.gifu-u.ac.jp/view.rbz?nd=176&cd=29&ik=1&cf=1&pnp=158
さらに「学長室」には学長の笑顔付きのメッセージ、「役員等紹介」には平成 23 年度の役員、副学長、
監事の写真も載せて居ります。
2．3 つの方針の明確化
今日のグローバルな知識基盤社会において、基本的な知識の獲得だけでなく、知識の活用能力や生涯
を通じて学び続ける能力を培うことが重視されつつあります。このような中で中央教育審議会は、文部
科学省の諮問を受けて「学士課程教育の構築に向けて」答申（以下「答申」）を平成 20 年 12 月に公表し
ました。その中で、大学を取り巻く環境の急速な変化や大学在学者数の対人口比率を分析し、改革の進
展と課題や実効ある改革の必要性を述べ、改革の実行に当たっては各大学が教学経営において「学位授
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与の方針（ディプロマ・ポリシー）」、
「教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」、そして
「入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー）」の 3 つの方針を明確にすることが重要であるとして
います。本学においては、大学全体としての方針を明らかにする必要があると考え、以下の表のように
策定しました。
（表：岐阜大学の教育における 3 つの方針（学士課程））

岐阜大学の教育における3つの方針（学士課程）
岐阜大学は、東西文化が接する日本の中央に位置し、この地が培ってきた多様な文化と技術の創造と伝
承を基盤とし、地域に根ざし世界へ発信する「学び、究め、貢献する」国立大学として、学術・文化の向上と
豊かで健全な社会の発展に貢献する人材を社会に送り出すことを理念・目標に掲げ、以下の基盤的能力
及び専門的能力を総合的に備えている人に学士の学位を授与します。
学位授与の方針
（ディプロマ・ポリシー）

•

•

豊かな人間性を支える基盤的能力
－ 考える力（総合的判断力）
－ 伝える力（コミュニケーション力）
－ 進める力（自立的行動力）
専門職業人として必要な専門的能力
－ 社会に貢献できる高度な専門的知識・技能
－ 深い見識と専門分野に立脚した見方・考え方
－ 広い教養と高い倫理観に基づく社会的責任感

岐阜大学は、基盤的能力及び専門的能力を備えた専門職業人を育成するため、以下の方針に基づき教
育課程を編成し、実施します。
教育課程編成・実施の方針
（カリキュラム・ポリシー）

•
•
•
•
•
•

豊かな人間性を支える基盤的能力を培う
学習成果を適切に評価し、自主的な学習に責任をもって取り組む態度を培う
社会的責任を果たすことができる倫理観を培う
人文科学、社会科学、自然科学、健康科学にわたる教養教育を実施し、生涯学習の基礎を培う
到達目標を明確にした体系的な教育課程を編成し、専門職業人に必要な知識・技能を培う
専門分野を生かした見方・考え方を培う

岐阜大学が掲げる教育理念や教育目標を達成することができる能力として、以下の素養をもつ人を受け
入れます。
入学者受入れの方針
（アドミッション・ポリシー）

•
•
•
•

大学での学修に必要な基礎学力としての知識・技能を有している人
知的好奇心にあふれ、自主的な勉学姿勢を有している人
多面的で論理的な考え方ができる人
自らの経験をもとに積極的に課題を探求する意欲がある人

URL：http://www.gifu-u.ac.jp/view.rbz?nd=176&cd=2066&ik=1&cf=1&pnp=158
また、各学部や研究科におけるこれら 3 つの方針は、多くの部局で既に明らかにされており、間もな
くホームページに掲載される予定です。
3．基盤的能力と専門的能力の育成
本学の学士課程における学位授与の方針は、
「豊かな人間性を支える基盤的能力と専門職業人として必
要な専門的能力を総合的に備えた人に学士の学位を授与する」としています。ここでいう「基盤的能力」
とは「考える力（総合的判断力）」、「伝える力（コミュニケーション力）」、「進める力（自立的行動力）」
の 3 つの力を指しますが、さらにこれらは 9 つの要素に分けることができます。
学生は 4（6）年間の学生生活の過程で 3 つの力、9 つの要素を育んで、各学部の教育目標である「豊
かな人間性」の醸成をめざしています。これらの力は印象的な三角形の図に表しており、私はこの図を
ことあるごとに使って岐阜大学の構成員に共有していただく努力をしております。表の右側には、学部
学生諸君にはこのレベルまで達して欲しいという達成目標としての水準を示しています。
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一方、大学全体として身につけて欲しい専門的能力は、
「社会に貢献できる高度な専門的知識・技能」、
「深い見識と専門分野に立脚した見方・考え方」、「広い教養と高い倫理観に基づく社会的責任感」とし
ています。各学部や研究科が掲げる「学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」は、学部や研究科にお
ける専門的能力に相当します。
「答申」には、専攻分野に関わらず学士課程において育成すべき共通の「学士力」として、1）知識・
理解、2）汎用的技能、3）態度・志向性、4）統合的な学習経験と創造的思考力の 4 つに大きく区分して
13 の力が示されています。本学の「基盤的能力」と「専門的能力」を合わせたものがこの「学士力」と
言えます。また、経済産業省では同様の力を「社会人基礎力」と呼んでいます。
（図：基盤的能力（学部レベル））

基盤的能力（学部レベル）
この表は岐阜大学において育成すべき「基盤的能力」の3つの力、9つの要素の内容と
学部レベルでの達成目標（水準）を表しています。
３つの力

水準（達成目標）
学部レベル

９つの要素

内容

課題発見力

現状を分析し目的や課題を明らかにし準備す
る力

自ら現状分析し，目的や課題を明らかにできる

創造的思考力

複数の考えを組み合わせたり，従来の発想を
転換し，新しい価値を生み出す力

複数の考えを組み合わせることができ，新しい発想を生み出すことができる

論理的思考力

物事を分析，統合，比較，関係づけて，筋道
を分かりやすくつなげる力

物事の一つの対象について，論理立てて考えることができる

発信力

自分の意見を，事例や客観的データ等を用い
て聞き手の状況を理解しながらわかりやすく
伝える力

客観的なデータを用いて自分の意見をわかりやすく伝えることができる

傾聴力

相手の意見を理解しながら丁寧に聞く力

相手の意見を理解しながら聞くことができる

状況把握力

自分と周囲の関係性を理解し，集団や社会，
会話等の場でつくられている文脈を把握する
力

自分と周囲の関係性を理解し，その場の状況が
把握できる

実行力

目的を設定し他者に働きかけ協同して，確実
に実行する力

目的を設定し他者と協同して実行することが
できる

計画力

課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準
備する力

課題解決のプロセスを理解した上で，
課題の解決に向けた計画が立案できる

管理力

目的に向かって自身やチーム等の行動や活
動をコントロールする力

目的に向かってチームの行動や活動
をコントロールできる

考える力
総合的
判断力

伝える力
コミュニ
ケーション力

進める力
自立的
行動力

URL：http://www.gifu-u.ac.jp/view.rbz?nd=244&cd=1990&ik=1&cf=1&pnp=171
4．教育力の要素
教員の教育力という表現はしばしば使われていますが、教員の間でその具体的な内容について必ずし
も共通の認識が得られているとは限りません。
学生に分かり易く説明することや、分かり易い板書や適切な資料を使うことは授業運営に重要なこと
であります。しかし、それだけでは十分な教育力をもつ教員とは言えません。教員には、大学が期待す
る人材育成にどのような教育を行うことがよいのかを立案・設計し、設計したものに基づいて学生の自
主的な学習を促進し、実践した教育に対する学生や同僚による評価を受け入れ、さらに適切な教育へと
かえ高めていくことができるような資質の向上が常に期待されています。
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そこで、教員の「教育力」を、
「設計する力」、
「促進する力」
、
「対応する力」、
「向上する力」の 4 つの
要素に分けました。また、要素に対応する具体的な取組みには、
「授業・科目」、
「カリキュラム」、
「組織」
での対応が考えられることから、4 つの要素それぞれについて取組みを例示しています。
これらの取組みの例は一部を示すものであり、各学部・研究科の状況に応じて加除の上、教員や学部・
学科の教育力の改善に努めることが大切です。
（表：教育力の要素と取組みの例）

教育力の要素と取組みの例
教育力の要素

授業・科目

カリキュラム

組織

Ⅰ．設計する力
（大学の教育目標に則った教
育プロセスを設計する）

・教育内容に関する知識をもつ
・授業設計に必要な基礎知識をもつ
・受講学生の学習状況に関わる情報を
もつ
・教育課程構築の方針に則って授業を
体系的に設計し、学習到達目標を設定
する

・教育目標達成に必要な基本情報を
もつ
・所属学生の実態を把握する
・体系的な教育課程を構築する
・学問分野を超えて共通する教育課
程を構築する

・理念・教育目標に対応する３つの
方針を策定する
・社会における大学の位置付けや
大学教育へのニーズに関わる基本
情報をもつ
・学位授与の方針にかなった人材
を社会に送り出すことができる教育
課程を構築する

Ⅱ．促進する力
（学生の自立的な学習を促進
する）

・学生の学習プロセスに関する論理的
な根拠をもつ
・学生が自立的に学習するように動機
づけを行うとともに環境づくりをする
・学生が喜びをもって体系的に学習で
きるように授業を工夫する
・学生の学習成果を適切に評価する

・個々の授業を有機的に結びつけ、
教育目標が達成できるような学習支
援を行う
・学問分野に固有な教育課程を体系
的に運営する
・学問分野を越えて共通する教育課
程を体系的に運営する

・学生の自主的な学習ができる環
境を組織的に整える

Ⅲ．対応する力
（学生や同僚教職員を尊重し、
公正・公平に対応する）

・学習者としての学生の人格を尊重し、
公正・公平に対応する
・教育者として、同僚と意見交換をし、
向上し合う

・互いに学び合う教職員集団として、
同僚との意思疎通を円滑に行う
・学生を、教育課程を構成する一員
として、公正・公平に対応する

・互いに学び合う教職員集団として、
同僚との意思疎通を円滑に行う
・学生を、教育課程を構成する一員
として、公正・公平に対応する

Ⅳ．向上する力
（教育の専門職業人としての
資質を向上させる）

・教育の専門職業人としてのあり方を
常に意識し、自らが行ってきた教育に
ついて自己省察し、改善・開発を行う

・教育課程における役割を理解し、
組織的な教育改善を行う

・学問分野を越えて共通する教育
課程における役割を理解し、組織
的な教育改善を行う

5．おわりに
このような大学全体の教育改革に向けては、教学担当理事の元に置いた理事の諮問機関としての教学
企画会議が重要な役割を果たしてきました。会議は、国際戦略担当副学長、男女共同参画・環境対策担
当副学長、コンソーシアム担当理事補佐、教職課程支援室担当理事補佐、キャリアセンター長（理事補
佐）、教養教育推進センター長の教員に加えて、学務部長、教務課長、及び学生支援課長で構成され、皆
が毎週火曜日の午後 4 時から 8 時過ぎまで及ぶ熱い議論を繰り広げています。
工業倶楽部関東支部の皆さまには最後までお読み下さり有難うございます。現在の厳しい社会情勢の
中、国立大学の運営費交付金が毎年 1.6％ずつ減額され、また震災の影響を受けた公務員の給与減額に伴
い、国立大学法人の教職員の給与にも影響が及ぶことが新聞報道からも予測されます。このような状況
下でも、教職員が頑張って大学で働いているのは、学生と接して彼らの成長を喜び、研究を楽しんでい
るからであろうと思っています。
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私が今回書かせていただいたことは、本学が取組む教育の枠組みにしかすぎません。本当に大切なこ
とは、基盤的能力や専門的能力を身に付けた人材を社会に輩出することであると自覚しております。そ
のためには、本学教員の力のみでは足りないであろうと考えております。ＯＢ・ＯＧの皆さまには、色々
なお立場からこれまでと変わらずご指導・ご鞭撻、並びにご支援下さいますよう宜しくお願い申し上げ
ます。
（2） 岐阜大学工学部社会基盤工学科 准教授 倉内文孝
高速道路上の図形情報板の判読性に関する研究
1. はじめに
道路の交通状態は、時々刻々変化するものです。特に、事故などの突発事象が起こると深刻な渋滞が
発生し、いかに交通を円滑に流すかが大きな課題となります。首都圏はもちろん、中部圏も名古屋第二
環状自動車道（名二環）の開通や、東海環状自動車道の事業化決定など、高速道路のネットワーク化が
進み、同じ目的地でも複数の経路で到達することが可能となりつつあります。このような中、交通状況
をリアルタイムでドライバーに知らしめることで、情報に応じてドライバーが対応行動を起こし、その
結果として交通状況の改善が期待されます。交通情報の提供とは、それを利用する人だけでなく、一部
のドライバーの対応行動の結果としてドライバー全員に効果が期待されることから、1980 年代より積極
的に導入が進められてきました。情報提供の媒体としては、路側ラジオなどの音声によるものと情報板
による視覚によるものの２つに大きく分類されます。路側ラジオも有効ではありますが、道路が複雑に
なると、場所を音声で説明することが難しいことが課題に挙げられ、実際首都高速道路の路側ラジオ（首
都高ラジオ）はすでにサービス提供を終了しています。したがって、交通情報は視覚情報として提供さ
れることが一般的であり、いかにドライバーが理解しやすい視覚情報を提供するかが、ドライバーが情
報を適切に理解し対応行動を起こすためには必要といえるでしょう。
私の専門は、
「交通工学」、
「交通計画」です。交通の社会的問題について、どのような対策や計画が考
えられるか、そしてそれらの対策を講じた際の社会的効果について推定するための方法論、計画論の提
案を主たる研究課題としています。前述の通り、交通情報提供について、情報提供によってどの程度交
通問題が緩和されるかを評価するためには、ドライバーが視覚的に与えられた情報を適切に理解できる
か、そして適切な対応行動がとれるか、を検証する必要があります。ここでは、京都大学、中日本高速
道路株式会社、名古屋電機工業株式会社と共同で、LED 式図形情報板を対象として、シンボル静止画や動
画による情報提供が追加された場合の判読性、理解度に関してウェブ調査を実施し分析を加えたものを
ご紹介します。
2. ウェブアンケート調査
本アンケート調査は、図形情報板の判読内容に関する設問、及び回答者の個人属性を問う設問により
構成されます。図形情報板について、シンボル画像の導入による判読性向上効果（Phase 1）と従来の図
形情報板では提供されていない事象に関する判読性（Phase 2）を調べました。具体的な図形情報板とし
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て、2012 年度の供用が予定されている新東名高速道路の上り線、静岡市清水区に位置する吉原 JCT を対
象とした図形情報板を想定しました。
Phase 1 では、従来の道路情報板で提供されている渋滞・交通事故・通行止めの情報について、それぞ
れの事象を表すシンボル画像、及びシンボル動画を用いた際の効果を把握することを目的とし、シンボ
ル動画なし、静止画での提供、動画での提供の 3 種類についてその理解度の差を調べました。また、Phase
2 では、新たな事象情報として、新東名高速道路を選択した場合には、霧による視程障害が発生する可能
性のある興津地区を、東名高速道路を選択した場合には、越波が発生する可能性のある由比地区を走行
しなければならないため、それらを表すシンボルを新たに作成し、理解度を調査しました。図 1～6 に調
査した図形情報の例を示しておきます。異なる提供情報の種類を作成し、各被験者に 16 問ずつ質問する
アンケート調査を実施し、合計 1，000 名の方にウェブアンケート調査を行いました。実験では図形情報
板は 4 秒程度表示され、その後消滅する設定としています。

図1

Phase1 図形情報板の例（左：No。14、右： 図 4

Phase 2 図形情報板の例（左：No。14、右：

No．8）

(a) 渋滞
図2

(a) 渋滞
図3

No．6）

(b) 事故 (c) 通行止め

(a) 霧

静止画シンボル

図5

(b) 事故

(a) 霧

動画シンボル（0．3 秒／コマ）

図6

(b) 越波

霧・越波静止画シンボル

(b) 越波

霧・越波動画シンボルの例（0．3 秒／コマ）

3. 分析結果
図 7 は、Phase 1 において、各情報の正答率を示したものです。これをみると、たとえばシンボルがな
い場合には、通行止め（赤い×が点灯）という情報は 60%弱、事故（赤い×が点滅）に関しては 30%程度
しか理解されていません。これらが、静止画であれ動画であればシンボル画像が提供されることで 70%
程度まで改善されており、静止画・動画シンボルの表示は発生事象の理解に高く寄与することが考えら
れます。次に、Phase2 において、新しい霧および越波の情報をシンボル静止画、動画で提供した場合の
理解度を比較したものを図 8 に示します。新しい情報である霧、越波共に 85%の高い正答率ですので、シ
ンボル画像表示により、従来は提供できなかった情報を図形情報板にて提供することの可能性が示唆さ
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れたといえるでしょう。

図7

発生事象正答率の推移（Phase 1）

図8

発生事象正答率の推移（Phase 2）

4. おわりに
本稿では、高速道路上の路側に設置されている図形情報板の視認性について検討した研究を紹介いた
しました。LED の低価格化により、フルカラーかつ解像度の高い画像が提供可能となり、提供された情報
の理解が進むものと期待されます。技術的には、渋滞発生箇所の画像をそのまま提示する、といったこ
とも可能です。そういった意味では、フルカラーそしてすべての板面が LED 化されていれば、情報提供
の可能性が大きく広がると期待されます。一方で、交通安全性の側面からいえば、本当にこれでよいの
か、という疑問も残っています。今回の実験での動画情報提供もそうですが、はたしてあまりに情報量
の多い画像を高速走行中に提供するのが安全上本当に問題ないのか、についてはまだまだ慎重な議論が
必要でしょう。また、カラーを多用することで、本当に重要な情報が埋没してしまう可能性も否めませ
ん。今回は、ウェブ上で情報板の画像を一定時間表示しただけの実験ですので、現実の走行状況とは大
きく異なります。本当の意味での視認性を検証するためには、ドライビングシミュレータを用いた仮想
走行実験や、実道での走行実験が必要と考えます。現在、Phase 1 の分析について、実走行実験を実施す
ることを予定しています。また、4 月 14 日開通予定の新東名高速道路の新清水 JCT 手前の上り線に、本
研究で対象とした情報板が設置されています。この情報板では、静止画ですがシンボル画像による情報
提供が実施される予定です。一度走ってみて頂き、感想をいただけると幸いです。
ここで紹介した研究の成果を 2011 年第 10 回 ITS シンポジウムに投稿したところ、
「第 10 回 ITS シン
ポジウム論文賞」を受賞し、そしてこの会報に執筆する機会を頂きました。受賞論文は、京都大学
野伸宏准教授、塩見康博助教、嶋本寛講師、中日本高速道路株式会社
社

宇

山本浩司氏、名古屋電機株式会

土橋淑彦氏、田子和利氏との共同研究の成果になります。ここに記すと共に、関係各位に厚くお礼

申し上げます。
【出典】個人属性を考慮した高速道路図形情報板の判読特性に関する研究、塩見康博、宇野伸宏、嶋本
寛、倉内文孝、山本浩司、田子和利、土橋淑彦、第 10 回 ITS シンポジウム 2011 Peer-Review Proceedings、
67-72、2011。
（3） ２０１１年度 岐阜大学工学部教職員の受賞・表彰

紹介

岐阜大学ホームぺージより抜粋（肩書は受賞当時）
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●金型創成技術研究センター 新川 真人

助教

社団法人日本塑性加工学会 「優秀論文講演奨励賞」
「アルミ合金金型と急熱急冷システムを適用した射出成形品の成形特性」で受賞しました。
（平成 24 年 1 月 30 日）
●工学部 山田

貴孝

准教授

計測自動制御学会中部支部 「第４２期支部賞研究賞」
「多指ロボットハンド把握系の安定性解析」で受賞しました。（平成 24 年 1 月 21 日）
●医学部看護学科 西本

裕 教授

医学部附属病院 青木

隆明

工学部 川崎

晴久

工学部 伊藤

聡 准教授

工学部 毛利

哲也

臨床講師

教授
准教授

計測自動制御学会中部支部

「第４２期支部賞研究賞」

「手指リハビリ支援システムの開発研究」で受賞しました。（平成 24 年 1 月 21 日）
●工学部 川崎
工学部 遠藤

晴久

教授

孝浩

助教

2011 アメリカ電気電子学会/計測自動制御学会

システムインテグレーション国際シンポジウム

「Young Author's Award」
「ピンセット型力覚提示インターフェイスの開発」で受賞しました。（平成 23 年 12 月 22 日）
●工学部 守富

寛 教授

第１６回資源循環型ものづくりシンポジウム事例研究発表会 「資源循環型ものづくり研究会技術賞」
「リサイクル炭素繊維の低コスト・省エネ再生技術の研究開発」で受賞しました。
（平成 23 年 12 月 7 日）
●工学部 守富

寛 教授

工学部 板谷

義紀

教授

工学部 隈部

和弘

助教

第１６回資源循環型ものづくりシンポジウム事例研究発表会

「名古屋市工業研究所所長賞」

「水処理汚泥を利用した水処理省エネルギー利用技術の研究開発」で受賞しました。
（平成 23 年 12 月 7 日）
●工学部 木下

幸治

助教

公益社団法人土木学会

「平成２３年度全国大会第６６回年次学術講演会優秀講演者賞」

「鋼製ラーメン橋脚隅角部への当て板補強がその地震時挙動に及ぼす影響」で受賞しました。
（平成 23 年 11 月 10 日）
●工学部 倉内

文孝

准教授

特定非営利活動法人 ITS Japan

「第 10 回 ITS シンポジウム 2011 優秀論文賞」

「個人属性を考慮した高速道路図形情報板の判読特性に関する研究」で受賞しました。
（平成 23 年 11 月 5 日）
●工学部 藤井

文夫

国際会議 ICTWS 2011

教授
「Best Conference Paper 賞」
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「軸圧縮を受ける弾性円筒シェルの後座屈過程の経路追跡」で受賞しました。（平成 23 年 9 月 14 日）
●工学部 守富

寛 教授

工学部 神原

信志

准教授

工学部 隅部

和弘

助教

一般社団法人日本エネルギー学会 「平成２３年度日本エネルギー学会論文賞」
「低低温電気集塵機における粒子水銀の挙動」で受賞しました。
（平成 23 年 8 月 9 日）
●工学部 岡

夏央 准教授

社団法人有機合成化学協会東海支部 「有機合成化学協会東海支部奨励賞」
「リン酸部位修飾核酸の化学合成法の開発」で受賞しました。（平成 23 年 7 月 29 日）
●工学部 金子

美博

准教授

国際会議 ITC-CSCC2010

「Best Paper 賞」

「キーボードを使った個人認証に関する研究」で受賞しました。
（平成 23 年 6 月 21 日）
●金型創生技術研究センター 新川 真人

助教

（社）日本塑性加工学会 「日本塑性加工学会賞 新進賞」
「材料流動制御による曲げ・ねじれ制御押出し加工」で受賞しました。（平成 23 年 5 月 27 日）
●工学部 佐藤

健 教授

公益社団法人土木学会

「平成２２年度土木学会論文賞」

「揚水循環併用バイオスパージング工法によるベンゼン汚染帯水層の浄化特性」で受賞しました。
（平成 23 年 5 月 27 日）

３．ニュース
（１） 平成２３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―」
1 日非常勤講師を引き受けて
信越化学工業株式会社
精密機能材料研究所
伊藤厚雄（合化 1981 年卒）
学術講演会等の経験はあっても、若い学生さんを相手に教壇の上で話をしたことも無く、また、夢に
も思いませんでした。貴重な経験の場を、与えて戴いた大学及び関東支部の支部長、事務局長に感謝し
ております。一方、当日授業に出席された学生さんには、時間を巻き戻し、
『90 分間お付き合い、ありが
とう』とお礼を伝えたいものです。
講義の題目“海外ビジネスを通じで知り得たもの”は、私が半導体関連材料の開発、技術営業により、
頻繁に海外出張を繰り返すことで経験した海外での人的交流を通じて、知ったビジネスに対する考え方
を基にしています。それは、会社の方針としての基準ではなく、ビジネスマンとして、外国で一人、技
術・商品を紹介している自分そのものの考えとしての要求をまず、基準として求められたところにあり
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ます。自分を世界観の中心に据えて、考えを明確に相手に伝えることは、日本では日頃意識することは
ありません。常に、誰々が言っている、本に書いてある、と間接的な上述を繰り返していました。その
ことを、ビジネスを通して、指摘されたところから、海外ビジネスが始まりました。その頃のことを、
若い人に伝えたいと考えるようになりました。確か 40 歳過ぎた頃です。伝えるには、言葉が適切である
こと、考えが整理されている必要があります。悩んでいた折、『名著と言われる世界古典を読みなさい、
特に西洋哲学を読んで、英知を学びなさい』と日本知的財産協会の役員からアドバイスを戴きました。
岐阜大学の教養の期間に西洋哲学史の授業が面白かったことを記憶していました。本棚には、当時購入
した“アイスキュロス、ソホクレスのギリシャ悲劇”の書籍も保管していました。そこで、数年間、通
勤電車内の読書を続けました。そこで、教養の講義では、学生時代の英語と教養科目の大切さを強調し
たものとしました。半導体ビジネス、磁気ヘッドビジネスなど研究・技術開発の変遷も話そうと準備は
したのですが、講義前に偶然、食堂前で出会った知己の准教授から、
『難しいことを一方通行で言わない
ように』とのアドバイスを受け、これは、講師の自己満足になりかねないと直前で変更することにしま
した。講義開始時に、講義内容の原稿コピーを生徒に渡し、90 分の講義は、生徒の反応を質問と挙手に
よる意思表示で確かめつつ、絞ったポイントのみを詳しく述べることに努めました。授業の出来、不出
来は知る由もありませんでした。
後日、レポートが届けられ、皆さん、一枚にびっしり書いてくれた人が幾人か居て、大変感激しまし
た。何度も、しっかり読ませて戴きました。感想或いはコメントを書くには私はまだ力不足だと感じま
した。2 ヶ月程、頭の隅でレポートの内容を整理してみました。これもまた漠としていますが、私の限界
でもあります。大学一年生、二年生にとって将来は漠としたものであり、夢と不安と自信と自己嫌悪と、
それは素直であればあるほど、悩み・もがくのではないでしょうか。それが“青春”と言えばそうです
が、一人、一人全く違う個性であり、何れ社会に出て何かを成し遂げたい、何かを得たい、実現したい
その結果のイメージは、人それぞれ違うものです。幸い、岐阜は自然環境に恵まれ、東京のような超過
密な社会ではありません。また、就職のためには、必ずこの岐阜の地を離れなければならないと言える
ような産業の空白地でもありません。当たり前の環境で、素直に青春を過ごされることを、一にも、二
にも願っております。そして、実現した結果のイメージを大切にして戴きたい。これが、学生さんのレ
ポートを読んでの感想です。私は逆に学生さんから教わったことは、単純化して良ければ、教育学は、
人への感謝と恩返しであり、農学・獣医学はいのちを見つめることであり、工学は資源と食料が乏しい
この日本で外貨を稼ぎ、日本を支えることであり、そのための終わり無き差別化・製品創出への挑戦と
自然現象との戯れであるのかと、最後に、私は工学部卒なので、工学部の学生にエールを送ります。

非常勤講師としての講義終えて
株式会社デイリーテクノ
事業開発部長
外山一吉（工化 1966 年卒）
教室の教壇に立ったときまず感じたのは、教壇の上からは学生達がこんなにも良く見えるのかと驚か
されたことでした。メモを取っている人、ボケーとしている人、居眠りしている人様々でしたが、自分
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の中学校や小学校時代のことを思うと恥ずかしい思いです。
「勉学に励んでいる大学生が卒業して社会に出たときに、役に立つことといえばどんなことを話せばよ
いのか」テーマの選定に悩みました。専門的な話は面白いかもしれませんが、興味を示すのはほんの数
人に過ぎないだろうし、今話題になっている「食品の安全と放射能汚染」のテーマは面白いが私に話す
知識はないし、また今回の目的ではないだろうし。
最終的に選んだテーマは「製品開発のテーマの選定と、製品化に向けての取り組み」としました。森
永乳業に入社して退職するまでの 42 年間のうち最後の 6 年間を除いた 36 年間を製品開発に従事してき
た経験をそのまま纏めてみました。
まずは工学部でありながら門外漢と思われるような食品会社に就職し、納得の行く会社人生が送れた
のか？

途中退社することも無く、納得のいく会社人生を送るためにはどのような努力をしてきたのか。

バターの物性が悪くてクレームになったときは、お菓子の専門の先生に聞きに行くだけでは飽き足らず、
自分でも弟子入りし実際に体験しながら解決したこと。学位論文を取得したテーマでは人の輪と繋がり、
今様の言葉で言えば「絆」の大切さですかね。自分ひとりでは何も出来ないわけではありません。しか
し、新知識の研究や新技術開発と導入、スケールアップと新設備の導入、品質の安全性確認等々を実施
する為には人の輪は必須の要件です。海外での技術指導では、つたない片言の英語でコミニケーション
をとりながら延べ 10 ヶ月に及ぶフランス滞在生活をエンジョイした経験等の話をさせていただきました。
社会に出ればスムースに行くことより壁に突き当たることのほうが多い。それを乗り越えるには根性
と粘り、そして絶対に諦めないこと。諦めなければ失敗は無い。
私が研究所の 1 員として持ち続けたのは「好奇心」
、[感動する心]、[想像力]、
「疑問や不便が新製品の
アイディアに繋がる」で話を締めくくりました。
講義の対象が 1 年生主体で、大学に入って勉学にいそしもうと意気込んでいる人たちに、社会に出て
からの考え方や生き方を話をしても中々受け入れにくいのではといった印象も受けました。講義の対象
が 3 年か 4 年生ならもっと有意義であったように思われました。でもこういった機会を作って頂いた岐
阜大学には感謝しております。本当に有難うございました。
（２） 東京臨海広域防災公園 防災体験学習施設 「そなエリア東京｣見学会 開催報告
行事委員会

戸村和彦

岐阜大学工業倶楽部関東支部設立以来４回目となる見学会を平成２３年１２月３日土曜日に開催しま
した。不幸にも未曾有の大災害「東日本大震災」が発生した後であり、近い将来の発生確率が１００％
とも言われている「首都直下型地震」に備える意味合いで東京臨海広域防災公園防災体験学習施設「そ
なエリア東京」を訪れました。
午前中はあいにくの雨模様でしたが初めての土曜日開催で、１６名（１組のご夫婦も参加）の方に参
加していただきました。ニンテンドーＤＳを使ってクイズに挑戦しながら地震に対する防災知識を学ん
だり、直下型大地震が発生し東京都心が火災とともに壊滅的な被害を被っているリアルなバーチャル映
像等を見たりして日頃からの大災害への備えへの大切さを改めて認識した見学会でした。
見学会終了後、有志による懇親会を開催し、本年度の見学会を終了しました。
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来年度は更に有意義で大勢の方に参加頂ける面白い見学会を企画したいと思っています。見学会への
ご意見並びに皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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４．スタッフから一言
中国（福州）便り

名簿委員 坂口 幸三（繊維 1969 年卒）

昨年７月より、縁あって中国の合弁会社へ技術指導に行っています。
中国の経済発展は沿岸地域から始まりこの数十年で急速な発展を成し遂げたがそれに見合う制度が追い
付かず各分野で矛盾も出ています。
（環境汚染問題・社会格差・新幹線事故・既得権益化・賄賂文化 etc）
一方、福州市は福建省の省都で人口も 700 万人と地方都市としては大きい方で地理的には上海から南方
600km、台北と同緯度で温暖な気候です。経済発展がゆっくりだったせいか、古い歴史遺跡(寺院・老街)
も残り街路樹(ほとんどが榕樹⇒ガジュマル)も多く、中国茶で有名な鉄観音の産地でもあり、のどかな緑
豊かな街並み風景です。
仕事はガラス繊維の原料製造で昨年春工場が完成し操業開始にあたり工場運営の指導が主業務です。
過去、台湾・中国(珠海)・マカオで工場建設に携わってきましたが今回は小規模工場で今までの技術内容
とは異なりますが、設備改善・従業員教育・品質管理の基本思想は同じなので今までの経験を生かし現
地に溶け込んで指導しています。
現地では文化・環境・気質も違う環境ですから多くの課題もあります。
1)機械故障とかは早く治す技量はあるが日本人のような原因追跡・再発防止策は不慣れで結局は再故障。
2)工事日程を決めても毎日、計画がずれていく、日本人は最終点を決めて遡って計画を作り日々管理する
から日程はめったには遅れないし遅らせない。
3)従業員同士のチームワークは少ない(見ているだけの人、汗だくの人)⇒ 多能工化は難しい風土。
4)コスト意識はあるが単なる物品購入単価意識⇒高効率化・メンテ軽減・部品長寿命化が本来のコスト。
日本式経営・管理は日本の風土・国民性から永い間に培われたもので海外で育つには相当の期間を要す
ると思います。当たり前の事ですが、急がず基本を確実にできるように教育するのが技術指導だと考え
て実行しています。
‘80 年代に始まった改革開放政策で中国は大きく変わり経済も仕組みも発展した環境は日本にとって
大きな脅威ですが“モノづくり”の観点からでは、まだまだ日本の良い所は残っています。
中国も意外と資源が少なく鉄鉱石・原油の輸入量は数年前に日本を超えている。レアメタルの騒動が
記憶に新しいが安価に作れる優位性だけで環境汚染対策は追いついていない。
GF 原料は日本にも埋蔵しているがコストが合わないから原材料を輸入して国内加工している。中国が
何時輸出規制をするか予測できないから、現地での製品化が必要な時期になってきています。
中国の経済成長も欧州の影響を受けて減速傾向になり、一方で自動車生産台数は世界一を維持し、購
買力のある人口も増えてはきているが恩恵を受けない層が圧倒的に多く繁栄の陰に潜在化している問題
も注視しなければいけなくなってきていると思います。
まだまだ中国とは長いお付き合いになりそうです。
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福州市：街路樹

西禅寺にて

装置産業の資材購買業務に従事して

ＧＦ原料工場

名簿委員

森根正恒（機械 1967 年卒）

私は約４０年間財閥系の総合化学会社に勤務してきました。現在は第２の人生を別の会社で過ごして
います。化学産業は製品を製造するため、膨大な設備投資を行い国内外で生産設備（プラント）を建設
します。そのため、別名、装置産業とも呼ばれています。従って、プラントの設計・建設・メンテナン
スを行なうため、たくさんの工務系（機械、電気、計装、土建）社員が働いています。私も入社すぐに
プラント建設部門に配属されましたが、後に購買部門に移り資材購買業務に約２０年間従事してきまし
た。技術系社員がこのように長く購買業務に従事した例はあまりないと思いますので、経験したことを
少しご紹介したいと思います。
製造会社の原価に占める原料･資材費の割合は通常約６０～７０％（エンジニアリング会社では８０～
８５％）といわれており、他の原価要素に比べて高く、そのため調達業務は利益管理の重要な一環とし
て考えられ、
「原価低減」は第三の利潤ともいわれています。その為、経営者の調達部門(原料調達・資材
調達)への期待は大きく、事務部門、サービス部門の範囲を超えて、利益を創出する戦略部門として、認
識されてきています。
装置産業の資材購買部門の役割は化学プラントを形成している各種の機器・装置、工事類の購入に加
えプラントの安全維持に必要な予備品や保全関係工事（日常メンテ、定修）の購入で、他の製造業のよ
うに部品の機械加工や組み立て、メッキ等の「加工技術」を購入する「外注」は殆どありません。この
ことは「特殊品」を除きその都度「競争購買」が出来るということであり、大きな強みとなっています
が、各購入品はそれぞれ技術仕様書で仕様が特記され、カタログ商品的な規格品を購入するのはまれで
あり、このため、調達担当者の価格査定能力が重要となります。私のいた資材調達部門は全員工務系技
術者でありしかも現場経験が豊富な社員で構成されていました。
私は最終的には部門の責任者になったのですが、その当時の、資材調達総額は年間 800 億円～1,000
億円あり、これをバーゲニングパワーとして「同業他社に優る安価調達の実現」を部門の目標として掲
げました。その実現の為、調達戦略を策定し、戦略を達成するための課題を抽出し具体的な方策を構築
しました。資材調達戦略を毎年本社事業部・工場に説明し、戦略の共有化を図り、資材費低減に取り組
みました。
毎年、戦略を見直し、有効なものは繰り返し、継続することにより、毎年、前年比約１０億円のコス
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トダウン1を達成することが出来ました。
紙面の都合で詳細の戦略は省きますが、戦略策定上の思想としては購買業務をソーシング（Sourcing）
とパーチェシング（Purchasing）に区分したことです。ソーシングは大量購入品や高額品の購入に際し、
それぞれの最適な購買条件を設定する事であり、パーチェシングとはソーシングで設定した要件で実行
される日々の購買業務をいいます。
ソーシング業務での課題抽出には SWOT 分析や ABC 分析が非常に有効でした。
これらの分析結果から現状を打破する数々の課題が抽出されましたので、課題達成の方策を担当者の
目標管理事項にし、達成する期限や数値で歯止めをかけ厳しくフォローしました。抽出された課題の例
としては「効率よい集中購買と分散購買の組み合わせ」、「海外調達率の向上」、「エリアメンテ体制にお
ける競争購買の維持」
、「ＩＴによる購買業務効率化」等があります。
パーチェシング業務の内、最も重要なのが見積引合い、価格査定、価格交渉です。競争購買が原則で
すので、引合で 1 位をとったベンダーでも見積価格は厳正に査定し、明確に当方の購入希望金額を相手
方に提示し、希望購入金額の背景を説明するよう習慣化しました。従ってベンダーに単純に「ベストプ
ライス」を求めることは原則禁止としました。ここでいう価格査定というのは購入品の適正価格を自分
なりに推定する事ですが、対象物件、引合方式等により査定する方法が異なります。しかしこれといっ
た決まった方法はありませんので、査定の対象としている購入品の価格を３～４通りの異なる方法2

で

推定し、妥当だと思われる価格を査定価格としました。
査定の中でも工事の工数査定は難易度が高く、査定に時間がかかる上、査定金額と見積金額の乖離が
大きく価格交渉が難航したものでした。そこで、新工数査定法の確立にとりかかり、過去の配管工事の
工数実績を詳細に分析し自社の標準配管を定義し、これを元に配管の複雑度を４種類に分類しました。
関連会社の工事会社の協力を得、４種類の複雑度を持った配管モデルを作成し、難易度（DB/溶接工数）
１ 調達部門は安く買って当たり前という考えが一般的であり、部門の会社に対する貢献度がなかなか
認知されない。
特に資材調達部門は原料調達部門と異なり、毎年購入品が違う。従って単純に前年度の価格と今年の
価格を比較してコストダウン額を算出するわけにはいかない。しかし、貢献度を数字化しないと部の
評価に関わるので、以下の方法でコストダウン額を算出した。
前年度の購入価格をコスト標準（ベンチマーク）とし、今年度の購入価格（プライスインデックスを用
いて前年度価格に補正） が、コスト標準と比べいくら安価となったかを算出。実際上は購入品、工事毎
に数々の複雑な処理を行なっている。
コストダウン額 ＝ コスト標準 － 今年度の購入価格 （P.I. で前年度価格に修正）
２・原価査定方式
自社の実績データをベースに見積書の項目一つ毎に査定を行い、価格を積み上げていく方式
・実績査定方式
過去の実績値引率の Min 値を適用して査定
・指数則による査定方式
購入実績値をベース品とし指数則で対象品価格を算出しﾌﾟﾗｲｽｲﾝﾃﾞｯｸｽ(産機工)で現在価格を推定す
る査定法
・統計的査定方式
標準偏差で最低見積価格を推定する査定法
・習熟係数による査定法
習熟係数を適用してリピートオーダー効果による価格を推定
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別に実際の配管工 1 人当りが処理できるダイヤイインチ3（DB）を測定、新配管工数推定法4を完成させ
ました。この査定法を適用すると査定工数と実態工数がほぼ一致することがわかり、その後のパーチェ
ッシング業務の改善に大いに寄与しました。
この査定法は公表していませんが、現在世間に公表されている配管工数推定手法より効率的、かつ的
確な工数が推定できる手法だと自負しています。
査定のベンチマークとなるのは過去の実績です。調達部門が充分機能するためには査定根拠や価格交
渉経緯、決定購入価格等をデータベースとして蓄積することが重要です。
電気、計装、土建に関しても同様ですが、資材調達における査定で重要なことは工学知識を駆使し価
格を構成している要素を分析し真の価格を推定することです。又、技術仕様書を理解する能力も大いに
必要で、技術部門からの要望を単に受けるのではなく、場合によっては過剰スペックを指摘することも
行ないます。
従って、資材調達分野で工学部出身の方々が活躍する場は非常に大きいと信じています。
会社が世界市場で生き残るためには、ソーシング業務のような戦略的な調達によるトータル的な支出
削減とパーチェッシング業務による個々の購入品の「安価調達」が益々全社的課題となるでしょう。
現在、他の会社において工学部出身者の職場として資材購買部門がどれほど認識されているか不明で
すが、非常に面白い分野であることは間違いありません。
岐阜大学工学部の学生及び出身者の方々がこの分野に興味を示していただく一助となれば幸いです。

３（平均配管公称径）×（全溶接継手個所数）
４ 現地配管工事、プレファブ配管工事別に 材質別、口径別の DB/配管総重量-DB/工数曲線を作成
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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．7 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。
現在、経済産業省の中小企業ネットワーク強化事業として中小企業の支援を行っています。
従業員１０数人で、年商２億円くらいの企業がメインで、主にホームページの構築を実施し、その
他 IT 関係の相談を受けています。
創業以来、４０数年幾多の苦難を乗り越えて存続している企業もあり、会社を継続するだけでも大
変だったことだと思います。
会社ごとに、現状を見極め、その会社にマッチした支援を心がけています。
ホームページだけでなく、過去のシステムの履歴管理、見積の IT 化、提案書の作成等支援してあげ
たいことはたくさんありますが、多忙な社長さんですからなかなか思うようには進みません。
今後も、辛抱強く、継続して支援していきたいと思います。
そのほかにも、法政大学の教授が開発した“IT カイゼンツール”を中小企業向けにアレンジするワ
ーキングにも参加し、中小企業の業績向上に寄与したいと考えています。
ツールには、以下のような特徴があり、２社で、有効性を検証するための実証実験が行われました。
その後東京都産業交流促進事業にも採用され、数社で見積支援システムあるいは生産管理システム
として試行運用がされています。
●プログラムをすることなく、パラメータなどの設定により目的の機能を実現可能
●Excel や既存の情報をそのまま活用でき、同時にレガシーのデータベースなどとも連携が可能
●企業の業務知識と若干の IT スキルがある要員が、自ら工夫することでカスタマイズが可能
●製造業において標準的なデータベースのテーブルと属性があらかじめ定義されている
●データおよびデータ構造がオープンであり、業務の変更や拡張に対応でき発展性がある
（野田記）
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