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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.2 2009年9月発行
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。
第2回総会は、2009年6月7日に開催されました。
11月6日には見学会が実施されます。10ページをご覧ください。
来年の総会は６月１２日（土）午後開催と内定しています。
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添付資料
・ 第 2 回総会議事録
・ 第 2 回総会アンケート集約結果
・ 写真集
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１. 第 2 回総会
本会開催時点で会員数は、１６８名です。総会には、７１名の方が出席されました。
来賓として加藤岐阜大学元学長、イビデン（株）岩田会長、磯貝岐阜大学工業倶楽部会長、
檜和田工業倶楽部専務理事、三輪西濃支部副支部長が出席されました。
（１） 小塚支部長挨拶
昨年発足した関東支部は今日、２年目の総会を迎えることができました。この１年間、役員
の方々の献身的な活動と会員の協力により、毎月に近いほどの役員会、それぞれの部会の活動
は軌道に乗り、着実に支部としての体制を固めてまいりました。これには工業倶楽部本部のご
指導ご支援も大きな支えとなりました。
主な活動として、支部活動に欠かせない情報伝達の場として、支部ホームページが開設され
ました。会員名簿も順次整備され、より多くの同窓生に呼びかけることができるようになりま
した。財務委員会は立ち上がり時の厳しい財務事情の中で、何とか無事に各種行事を支えてく
れました。行事委員会は日立プラントテクノロジーの研究所見学会を実施し、総務部門は各種
会合の会場確保、各種印刷物の作成その他で支部活動を支え、事務局は活動の要として、各部
門の調整と、情報伝達、収集の役割を果たしてくれました。
関東支部に続いて、関西支部も設立され、東海支部や各学部の連合体も設立の運びになって
います。これにより工業倶楽部は今後一層の発展が期待されます。
100 年に一度とまで言われている今回の世界同時不況で、同窓生の皆さんの経済環境は厳しさ
を増していることと思いますが、大学を取り巻く経済環境も一層厳しくなるものと推察されま
す。この中で母校が地域に、より密着し産学協同の実を挙げ、一層発展することを願って、今
後も活動を続けたいと考えています。
皆様のご協力をお願いいたします。
（２） 議事
下記提案議題について審議の結果、原案通り可決されました。
1 号議案： 2008 年度活動報告
2 号議案： 2008 年度決算・監査報告
3 号議案： 2009 年度活動計画案
4 号議案： 2009 年度予算案
5 号議案： 役員交代など
議事録、アンケート結果、写真集は、添付資料を御覧下さい。
今年度の役員構成は以下の通りです。

役

名

氏 名

卒業学科・年度

支部長

小塚 忠

機械 １９４７

事務局長

安原 克己

土木 １９６４

総務委員長

幹

間瀬 和久

機械 １９５３

支部長補佐

事

メールアドレス
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納土 伸男

機械 １９６２

支部長補佐

浅野

弘

機械 １９６２

行事委員長

木村 信幸

機械 １９６３

名簿管理連絡委員長

葛西 成治

繊維 １９６５

総務副委員長

矢満田克樹

電気 １９６７

名簿管理連絡副委員長 新任

野田 和生

精密修 １９７３

会報編集委員長 新任

堀尾 義矩

工化 １９６２

財務委員長

監査役

福田 研一

土木 １９６５

財務委員

副監査役

田中

尭

土木 １９６６

財務委員

青木 克之

電気 １９６６

退任

会

計

（3） ご挨拶・講演
・「岐阜大学の思い出」

加藤 晃 岐阜大学元学長挨拶

主な内容は以下の通りです。
昭和３４年４月１０日に結婚し今年で５０年（天皇陛下と同じ）
名古屋生まれで、父が岐阜出身でもあったので岐阜大学に赴任
当初は、３学部で昭和４０年代に５学部となった
統合問題が浮上し当初は関市の案もあったが岐阜市内という希望が多く黒野に統合された
今西学長に請われて年功序列でなく学生部長に就任
アメリカ、イタリア、スウェーデンに留学出来てよかった 見方が変わった
国立大学は独立法人化され、研究費を稼ぐ立場となった
競争して生き延びる良い人材を育てるのが肝要
学会ではなく社会に役立つことが大切
・「中堅企業の事業変遷」

岩田

義文イビデン（株）会長講演

主な内容は以下の通りです。
１９１２年発電業務でスタート
現在では、９５％が海外の顧客
ニクソンショックで打撃を受け、メラミン樹脂のプリント配線板に進出
自動車の換気系にも進出
変化点は、以下の３点
・’９４年～’９７年 携帯電話の基板（メインユーザーはノキア）とＣＰＵ基板（メインユーザ
ーはインテル）に参入
・’０１年～’０４年 海外に進出 セラミック関係で円高をチャンスと捉え海外展開
・’０４年～’０６年 排気ガス規制に着目しＤＰＦ事業（フィルターでマフラーの煤をとる）を
推進（プジョーと共同開発）
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２００９年３月期売上げ

３０９３億

合宿で人材を育成した
客の意向に face to face で追随した
選択と集中という生き方ではなくいくつかの柱で支え、既存から周辺に拡大
技術とニーズをどうマッチングするかが大切
ダーウィンの進化論で乗り切る

変化への対応ができるものが生き残る

配布資料(25 ページ)ご希望の方は、事務局宛お問い合わせ欄よりご連絡ください。
（4） イビデン関連資料 イビデン（株）大変身の秘密

幹事 納土 伸男

１．まえがき
去る 6 月 7 日(日)に開催された第 2 回工業倶楽部関東支部総会において、イビデン株式会社
(以下イビデンと略称)岩田 義文会長(工学部工業化学科’62 年卒)が、
「中堅企業の事業変遷」
と題して 3 年後に創業百周年を迎える同社発展の歴史について講演された。
イビデンは 1912 年に揖斐川電力株式会社としてスタートしたが、戦前戦後の幾多の経済的な
困難を乗り越えて、2007 年度には売上高が 4 千億円を超えその好業績を見越して、同年 8 月に
は株価が 10,570 円（6）と 5 桁台に乗った。
この小文では、岩田会長の講演資料と後日同社の広報部から提供された資料を基に、近年の
同社大変身の秘密(この時期が正に岩田会長の社長在任時に相当)(5)に迫ってみたい。
２．大変身前の事業形態
揖斐川の豊富な水力を利用した発電事業会社としてスタートした揖斐川電力株式会社は、電
力供給事業を行なう傍ら電力を活用する電気化学事業にも着手し、カーバイドやフェロマンガ
ン(合金鉄)、カーボンなどの生産を行なっていた。
第二次大戦後も引き続きカーバイド、化学肥料、合金鉄、映画用カーボンなどを生産して電
気化学事業の最盛期を迎えたが、当時新材料として登場したプラスチックの主原料として使用
されていたカーバイドが、安い輸入原油から製造さるナフサ(粗製ガソリン)に取って代わられ
た事から、同社は大きな経営危機に直面する。
岩田会長が揖斐川電気工業に入社された 1962 年は、全社売上高は 46 億 8,100 万円であり、
主な生産物はカーバイド(48%)、化学肥料(18%)、合金鉄(11%)、メラミン(8%)、カーボン(7%)
であった。(2)
岩田会長は 1962 年の入社当時を振り返って次のように述べられた。「私が入社した頃のイビ
デンは本当に儲からない会社で、陰では『ボロデン』と呼ばれており、賞与も現物支給という
こともあった。」
主力生産物のマーケットシェアは一番高いもので 3 位であり、殆どの商品のシェアは 4 位、5
位といった状態であった。そこに、ニクソンショックやオイルショックが起きて電力代が高騰
し同社は大きな打撃を被った。
３．大変身の始まり
(1)電子関連事業分野への進出
同社を襲った経営危機を救ったものがメラミン樹脂事業への進出であった。1949 年の暮れに
始まったメラミンの商品開発研究は、その後樹脂加工事業、メラミン化粧板事業、そしてそれ
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を利用しての住宅建材事業へと発展して同社の経営を支えた。
終戦直後の経済混乱期にメラミンの研究開発を始めた関係者にとっては、60 年後にはそれが
プラスチック基板の開発にまで繋がり、携帯電話のプリント配線版では世界シェアの 10％を占
め(1)、IC パッケージでは同じく世界シェアの 40%を占める(１)事になるなどとは夢想だに出来な
かったことであろう。
一般的に企業が新規事業分野に進出する際には、(a)これまでやって来た事業とは全く関係の
ない分野へ「落下傘」で飛び降りるようにして進出するか、(b)主力事業のコア技術を活かして
「滲み出る」ようにして周辺の新規事業分野へ進出するかの二通りがあるが、前者のタイプで
新規事業開発に成功した例は少ない。
メラミン化粧板のコア製造技術として、メラミンの積層プレス技術、メラミン板への銅のメ
ッキ技術、エッチング技術や露光技術などの樹脂加工技術がある。これらの要素技術を活かし
て、1970 年にプリント配線板研究プロジェクトチームを発足させたのが、電子関連事業分野進
出への第一歩となった。
当時のプリント配線板は民生機器用のものが主流であったが、イビデンは競争の激しいこの
分野を避けて、産業機器用の両面プリント配線板の開発に取り組んだ。そして電気化学事業分
野とは異なる電子関連事業分野の開発に当っては、自社に足りない技術を「お客様に教えて頂
く。お客様に役立つ事を提案する。マーケットインではなくカスタマーイン」という姿勢を貫
く事で補った。
同社はこのように新規分野進出への果敢な挑戦マインドを持ちながら、一方ではお客様から
教えて頂くという謙虚な姿勢を維持した事が、電子関連事業分野で短期間に急速に事業を拡大
できた大きな要因になったものと推測される。
1973 年に電子回路事業部を発足させて本格的にプリント配線板の生産を開始し、折からの携
帯電話市場の拡大に伴って売上げを伸ばして行った。またイビデンの第二の創業というべき出
来事は、1996 年にパソコンの MPU(Micro Processor Unit)のパッケージ基板にプラスチック製
の基板が採用された事であり、それに伴って下表のように 2000 年以降同社は急速に売上げを伸
ばした。
1982 年に社名を揖斐川電気工業株式会社からイビデン株式会社と変更し、1994 年には東京証
券取引所所属業種が「化学」から「電気機器」に変更となって、対外的にも同社の業態が変わ
った事が広く認知されたのである。(5)
イビデンの売上高推移

単位：億円で 2005 年からは連結決算

1970 年

1980 年

1990 年

2000 年

2005 年

2008 年

売上高

133.95

380.67

703.75

2,054.12

3,190.13

4,135.22

経常利益

3.95

9.91

50.01

134.60

425.51

675.73

それともう一つの特徴としては、多くの企業と取引をすることで経営リスクを分散する方針
を取ったことである。これは長期的継続取引を保証する日本の運命共同体的系列経営とははっ
きりと一線を画すものであった。この独立独歩の姿勢が、次に述べる海外への進出に繋がって
行く。
(2)海外市場への進出
海外への足掛かりは 1987 年に、販売拠点としてイビデン USA を立ち上げたことに始まる。取
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引を仕掛け技術提案を積み重ね、順次幅を広げて行った。そして 1990 年代に入って米国最大手
の携帯電話メーカーからのマザーボード受注へと結びつく。
イビデンが本格的に海外企業との取引を始めたのは、1992 年で当時の携帯電話トップメーカ
ーとの取引だった。片面・両面基盤(貫通四層基板)が主流の中で、技術にこだわるイビデンは
多層基盤(非貫通高多層基板)の営業を行いそれが採用された。この取引の中で、製品の量産技
術を培ったという。その後、携帯電話のデジタル化とともに取引先を変え、現在は携帯電話最
大のセットメーカーが取引先となっている。
一方プリント基板の世界で最も大きな市場は半導体関連であり、当時の主流であったセラミ
ック製の半導体パッケージに代わる、プラスチック製パケージを提案したが、まずアメリカの
半導体メーカーがこれに応じ、次に日本の半導体メーカーもこれを採用した。
電気特性に優れコスト面で有利ながら信頼性の面で劣ることから、なかなか採用が進まなか
ったが、そのハードルを乗り越えてついに半導体のトップ企業からの受注に成功する。
1996 年からパソコン用プラスチックパッケージの量産を開始し、1998 年には世界でトップの
半導体メーカーの MPU 向けに全面的に採用された。これが契機となりプラスチックパッケージ
が業界のスタンダードになって行く。この半導体メーカーの宣伝文句を借りるなら「IBIDEN
inside」となった訳である。
一方系列化が進む国内企業との取引量は次第に減少し、総売上に占める海外売上げウエイト
は 2006 年度には 62.1%に達している。
(3)炭化ケイ素製 DPF の事業化
イビデン躍進のもう一つの柱が、ディーゼル車の排気ガス装置に使用されるようになった
DPF(Diesel particle filter)である。ディーゼル車の排気ガスによる大気汚染のひどさを、一
時東京都の石原知事が透明なビンに黒い排気ガスの煤を採集して、報道陣の前で説明していた
事がある。
イビデンはかって、電気炉製品のフェロシリコンの生成メカニズムの研究中にβ-Sic の開発
に成功したがこれが後の DPF の出発点となった。当時の炭化ケイ素の製造法はバッチ法と呼ば
れ、連続的に生成する事が出来なかったがイビデンが開発した方法では、連続生成が可能であ
り製造コストも安かった。
そして生成されたβタイプの炭化ケイ素は、通常のαタイプと違いキュービック状であると
いう特徴も備えていた。このβ-Sic の用途開発を継続して行く内に、多孔質体いわゆるフィル
ターとしての用途が浮上する。
やがてディーゼル車の排気ガスフィルターとしての開発が進められたが、その過程でフィル
ターに自身の熱膨張によってクラックが入るという欠点が見つかった。しかしこれは小型のユ
ニットを多数生産し、これを纏めて接着する事で一つのフィルターを形成する製造方法により
克服した。
この方法だとユニット間の接着剤が緩衝材の役割を果たし、熱膨張によるフィルターの割れ
を防止する。こうした地道な開発を重ねて性能と信頼性を高めた結果、2000 年にフランスのプ
ジョー社にその性能が認められ採用が決まった。
それから約 2 年後には量産化を実現し、2005 年にはその他ディーゼル車を生産する全てのメー
（１）
カーと取引するまでに成長し DPF の世界シェアは 50%を超えた。
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ここで興味深い事は、前述したプラスチック製パッケージにしてもこの DPF にしても、その
性能を正しく評価して採用したのは、何れも海外のメーカーであると言うことである。
日本人の悪い癖であるが国内で開発されたものを適正に評価する事が出来なくて、海外での評
判を聞きつけて慌てて採用するという悲しい現象がここでも見られる。
４．おわりに
小泉前首相は初めての所信表明演説で、進化論のダーウインの言葉を引用して改革の必要性
を訴えた。
「この世に生き残る物は、最も強い者か。そうでもない。最も頭のいい者か。そうで
もない。それは変化に対応出来る生き物だ」最近のアメリカ GM の倒産はこの言葉の正しさを証
明している。
しかし企業経営者でこの有名な言葉を知らない者はいないであろうし、1970 年代メラミン樹
脂や炭化ケイ素の生産を行なっていた企業は国内には多数あり、その企業規模はイビデンより
も大きな会社が多かった。
メラミン樹脂の加工技術からプラスチック基板の開発に、炭化ケイ素の製造技術を応用して
DPF の開発をそれぞれ着目し、それを粘り強く研究開発を続けて世界のトプシェアを獲得する
までに同社を導いた、岩田会長を中心とする当時の経営陣の「経営手腕」については高く評価
される価値がある。何よりもそれを表しているのが、2007 年 8 月につけた 10,570 円の同社の
株価である。
以下にイビデンの特徴を具体的に幾つか羅列して同社の強みを述べて見たい。
(1)プリント基板開発の過程では、同業他社が客先からの支給図面に基づいてただ基板の下請け
生産をやっていたのに対して、当時としては高価な設備投資であったが CAD を率先導入して、
回路の設計を自ら行ない客先に技術提案を行なった。
(2)またプリント基板開発の初期の段階では、特定の一社の基板の生産だけを行なうのではなく、
常に多くの客先と取引を行なって自社の独立性を保とうとした。この独立心こそが国内でプリ
ント基板の製造を客先が自社生産に切り替えた際に、海外の顧客開拓へと同社を向かわせた原
動力となった。
(3)海外への進出に当っては、安い労働力を目当てに海外進出を行なうのではなく、出来るだけ
客先に近い場所で商品を製造して、客先との密接な関係を保とうと努力した。
(4)海外工場の建設に当っては先ず国内でその商品の生産技術を確立した後、その生産技術をそ
（１）
のまま海外へ移転して、海外生産会社の「垂直立上げ」
を短期間で可能にした。

(5)会社の経営目標を明確にし、経営者から従業員に至るまで情報を共有してその実現に労使一
体となって努力した。
使用参考文献
(1)中堅企業の事業変遷(関東支部講演資料)、(2)百年の歴史を持つ企業の驚異的飛躍(PHP
Business Review 2006.9.10)､(3)イビデンにおける新規事業の創出(岩田会長講演資料)、
(4)IBIDEN 会社案内 2008、(5)同社ホームページ、(6)日経会社情報 2009.夏号
（5）総会参加者の声
1) OB の一つの役割

酒井逸朗（’59 年機械工学卒）

この文章は 8 月末に，会報編集委員会からの依頼で身の程も顧みず，筆を執った次第です。
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これが幾分でもお役に立つことになれば幸いです。内容は最近経験したことをヒントに書きま
した。
最初に私の経歴は次の通りです。重工会社で冷凍空調機の開発設計を担当し，途中で系列の
自動車会社に転勤になり，主に小型ガスタービンの開発に従事しました。会社定年後は自動車
部品会社で 7 年間世話になり，その後は小さい２～３の製造会社の技術顧問を勤めました。こ
れ等の経験を通して，次のことを強く感じました。
中小企業には種々の会社があり，一概には言えませんが，多分多くの会社は系統的に自社に
関係する技術を理解していることは稀であり，特に我が国における成長期には，技術者不足の
なかで中小企業を就職先に希望する人も少なく，今日に至っていると思われます。我が国の先
端技術は企業の開発力，大学，国立研究所との連携で大きな発展を遂げました。しかし，中小
企業の中には技術の発展から取り残され，生産性や環境の改善などが遅れているように感じま
した。
さて，この状態を改善する方法として，皆さんのような OB が培ってきた，技術者としての長
い経験，見識が役に立つのではないかと思います。私が感じた具体的な事例は次の通りです。
＊製造会社の場合，人員不足あるいは技術的内容の理解が不十分なため，生産設備の保守点検
が満足でなく，現場では不良品が生じている。またその設備を製作した会社も人材不足で，
各種の整合性が不十分なことが多い。特に最近は何かにつけて,省エネが求められるのである
が，例えば稼動中の冷凍機の成績係数（COP）を算出することも容易ではない。
＊数千万円（？）から 1 億円程度の設備を購入する場合，性能・耐久性などを約束する製品の
仕様書などの整備も不十分であり，検収の作動条件も不明確のまま納入されている例もある。
＊中小企業において，大会社の下請けで無い限り，独自の製品を製造販売することが主な業務
となり，それに伴う生産設備は多くの場合，大量に生産販売されるものではなく，一品毎の
受注生産である。したがって，その仕様打合せは，設備の最適性，生産性の向上を達成する
には不十分のように思われた。
以上のような問題の解消に,皆さんのような多くの経験を持った OB の方々が，未知の分野に
おいても，参加されることで、多くの中小企業のレベルが向上し，ひいては我が国の発展に大
いなる貢献ができるものと思います。私も結構な高齢者に近づきつつありますが，高齢とは言
え健康であるうちは，多様な経験を役立たせ，それによって生き甲斐を感じることは健康維持
に通じるものと考えます。ましてや，各種の経験豊富な OB がチームを組んで臨めば，大いなる
仕事が出来る可能性があると思います。その結果，母校の発展に幾分でも寄与することになれ
ば，支部設立の目的に沿うことになり，何よりのことと思います。
(2)

40 年を振り返って

臼井支朗（’66 年電気工学卒）
理化学研究所 脳科学総合研究センター

まず、関東支部の発足に際して役員の皆様のご努力に敬意を表します。昨年、今年と総会
に参加させて頂き、その後の母校の進展や同期の仲間や先輩、後輩の皆様のご活躍を伺い、４
０年以上の月日の流れを通り越して学生時代の面影が懐かしさで一杯でした。今年はまた、す
っかりご無沙汰している加藤晃元学長のお話も伺え、大変嬉しく思いました。
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さて、中学時代からハム（アマチュア無線）をやっていたこともあり電気の２回生として大
学生活が始まったのですが、クラシックギターの音に惹かれて、発足間際のギターマンドリン
クラブに明け暮れていました。そんな学生時代の私を知っている仲間から関東支部の総会で、
「臼井は何をやって居るの？」とよく聞かれます。話せば長い事ながら、でも恐らく誰も素直
には理解してくれないのではないかと思い、以下、僭越ながら私の 40 年を振り返って手短に自
己紹介とさせていただきます。
そんなわけで学部時代は勉強したつもりもなく景気も良くなかったことから、電気屋として
社会に出て厳しい世の中をみんなと競争して生きていく覚悟もなく、そうであれば、発足が予
定されていた大学院に行ってはじめから勉強し直そうと、当時、最新だったパラメトロン計算
機と寝泊まりしたり、研究の面白さや学会の雰囲気など土屋先生はじめ名古屋の池谷先生にご
指導いただき何とか修士論文を書きました。そんな中、図書館に文献依頼したり、カリフォル
ニア大学の Stark 教授に手紙を書いたら沢山の論文を送って頂き感激していました。Stark 教
授はたまたま名古屋大学医学部の飯田光男先生はじめ何人か留学されていたこともあり親日派
で、良かったら Berkeley に来ないかと誘って下さり、若気の至りで博士課程の学生として留学
することになりました。一日１ドルで日夜勉強に明け暮れていた当時のことを思えば無謀とも
言えることでしたが、Stark 教授や日本 IBM の北城さん（現会長）他、多くの友人に助けて頂
き何とか３年半で学位論文を仕上げることができました。その間、高橋安人先生や Berkeley
にお寄りになる多くの日本の先生方にお目にかかれ、私の第 2 の人生が始まりました。帰国後、
池谷先生のお世話で名古屋大学の助手として生体・生理システムを工学理論の基に解明すると
いう新しい分野「生理工学」を提唱し、当時、名古屋大学環境医学研究所の御手洗玄洋先生の
コイの宇宙実験プロジェクトにも誘って頂き、何度もケネディ宇宙センターに行き毛利さんや
向井さん達と楽しく実験しました。そうこうしているうちに、豊橋に技術科学大学が創設され
るからと高橋先生の親友の榊米一郎初代学長や本多波雄先生（第２期学長）から声をかけて頂
き、本格的に生理工学研究室を立ち上げる事になりました。その後、ニューラルネットの研究
が再興し、理研・脳センターの甘利俊一先生から、日本もニューロインフォマティクス（イン
ターネットやデータベース、情報科学・技術を駆使して国際協力の下に脳の理解を推進する新
しい分野）を立ち上げたいとお誘いを受け、定年を前に移動し今年で８年目になりますが、何
とか国際機構の日本ノードを立ち上げ、来年は神戸で国際コングレスを開催します。
終わりに、最近、回りが若い人ばかりになってしまい、そろそろ引き時かと思うこの頃です
が、いずれにしても学生時代、夜中まで飲み、唄い、ほっつき歩いた長良の公園や岐阜の街は
私を育ててくれた素晴らしい故郷です。岐阜大学の益々の発展を期待しています。

２．2009年度委員会活動
会報編集委員会
◇会報発行、ホームページの運営と運営管理････・関東支部活動の状況を全会員へお知ら
せし、支部に一層の関心を持ってもらう意味で、紙によるニュースレター（支部会報）NO.2、
NO.3を発行。ホームページを適宜メンテナンスして新しい情報を流します。
・会員のみならず、岐阜大学関係者との交流の場を検討････・岐阜大学と関東支部間のコ
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ミュニケーション手段としてテレビ会議を検討。会員間のコミュニケーション手段として
専用のソーシャルネットワークを開設。
・関東支部ホームページのURL：http://gifu-t-kanto.com

皆さんもぜひお訪ねください。

行事委員会
◇見学会、懇親会など各種行事の企画・運営

・見学会の開催
昨年は企業見学会を行ったが、今年度は大型研究機関の見学会を以下の通り実施す
ることに決定しました。
会員各位には 9 月中旬に開催案内を送付しています。奮って参加お願い致します。
期

日：2009 年 11 月 6 日（金） 13 時 30 分～16 時

見 学 先：海洋研究開発機構(JAMSTEC) 横須賀本部
募集人員：

25 名

・総会・講演会・懇親会の運営
2010 年 6 月開催予定の第 3 回総会・講演会・懇親会の会場運営・写真撮影の取りま
とめを例年にならって実施します。

財務委員会
◇予算確保、会費徴収管理････・関東支部の財政は主に会員の年会費、本部からの支援に
よっており、関東支部組織が固まるまでの関東支部発足後３年間は財政的にも厳しい状
況が続くと思われます。
そのようななかで、０９年度、財務委員会は以下の活動を行います。
１）年度予算の重点的配分と次期繰越金を増加
０９年度関東支部最重点課題である「会員の拡大」、「広報活動の充実」に向け、重
点的配分を提案し、役員会、総会等の承認を得た０９年度予算の「重点課題」、「各
委員会活動」、「０８年度同様、０９年度も次期繰越金を増やす」等に関し、効率的
予算管理を推進します。
具体的には、すでに「関東支部０８年度決算および０９年度予算と進捗（実績）」を
財務委員会にてまとめ、役員・委員に配布しました。 今後、おおよそ３ヶ月ごとに
同様資料を作成、事務局・各委員会における予算管理の徹底を図るとともに、財務委
員会で予算進捗を確認、必要あれば財務委員会にて見直し案を作成、役員会に提案し
ます。
２）予算の適正使用についての監査
予算の適正使用について、中間期、年度末等に、会計立会いのもと、監査役・副監査
役で使用内容を厳格に監査し、予算の適正使用をチェックするとともに、その結果を
総会等に報告します。

総務委員会
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◇関東支部運営に関わる活動
１）組織強化（会員拡大）方策の検討、実施
①会員拡大方策立案と実施

②「会員」の規定見直し（事務局と連携）

２）各委員会活動計画進捗状況掌握と調整
３）対外広報活動
①大学との連携（大学祭でのＰＲなど） ②工業倶楽部との連携（工業倶楽部 2010
年会報への寄稿など）
４）総会開催に関わる業務
①総会会場、日程選定

②総会準備進捗

③総会資料の作成

④次期役員改選対応（人選など） ⑤議事録作成、配布
５）総務委員会の開催
６）役員会、役員・委員合同会に関わる業務

名簿管理委員会
◇会員拡大活動････・出身学科ごとの委員構成で推進

１）会員情報の最新版管理
２回の総会を経て入手した会員に関する情報（会員名簿）を常に最新の状態に維持
し、個人情報であることに留意しながら委員会等本情報を必要とする関係者に適時
確実に提供すべく努めています。
２）会員増強策の検討と拡大
ある年代以前を中心とした会員構成に加え、それ以降の年代まで拡大した会員構成
を目指していますが、現役世代が多いせいか伸び悩んでいます。引き続き勧誘活動
は必要ですが、皆で魅力ある関東支部にすることがポイントではないでしょうか。

（委員会表示順はアイウエオ順）

２. ニュース
（1） 岐阜大学同窓会連合会設置
9 月 5 日に記念式典および祝賀会が開かれ発足しました。
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工業倶楽部磯貝会長より設置経緯説明がありました。
平成 16 年独立行政法人移行に伴い、同窓会の検討会が平成１８・１９年の 2 回行われたが、
内部的な意見対立により、頓挫。その後、森学長の強いご希望ならびに「われらが母校」を
合言葉に、平成２０年９月に設立準備会を組織、その後数度の準備委員会の開催を経て、学
部同士の意見の対立などの壁を何とか乗り越え、平成 21 年 4 月第 4 回準備委員会にて、趣意
書の作成にこぎつけ、さらに緩やかな同窓会組織とすることを前提に、岐阜大学 60 周年記念
式典（平成 21 年 6 月 1 日挙行）にあわせ、
「同窓会連合会」としての発足となりました。
後藤悦男同窓会連合会会長（農学部かがみ同窓会長）からの挨拶は以下の通りです。
内部的な問題が残っていますが、岐阜大学の益々の発展のために、同窓会としても積極的
に協力しなければならないので、学部ごとの同窓会のご支援を仰ぎたい。また、
「岐阜大学基
金」への協力をお願いしたい。この基金により、学生奨学金、大学支援さらに地域への貢献
を果たすことが出来ます。
森秀樹学長からの挨拶は以下の通りです。
岐阜大学の多くの先輩方の活躍（例えば工業倶楽部小塚先生）によって同窓会が支えられ、
本日その同窓会連合会設置記念式典が多くの関係者をお迎えし開催出来ましたことは誠にお
めでとうございます。このことは、これからの大学運営に取りましても大きな出来事です。
大学といたしましても、社会に貢献し、地域にとって存在感のある魅力ある岐阜大学となる
ように取り組んでまいります。今後とも皆様のご支援をいただきますようによろしくお願い
いたします。

（2） テレビ会議
岐阜大学若井工学部長の発案で、岐阜大学関係者と関東支部関係者とをテレビ会議で交
流を深めることを計画中です。
産学官連携活動組織 「一般社団法人コラボ産学官」に「岐阜大学東京オフィス」が設
けられておりここでテレビ会議をすることができます。
（3） ソーシャルネットワーク
会員間のコミュニケーション手段として関東支部専用のソーシャルネットワーク（ＳＮ
Ｓ）：http://gifu-t-kanto.sns-site.net/

開設しました。ご利用ください。

学科（機械系、工業化学系、繊維系、電機系、土木系）ごとにフォーラムを用意しまし
た。下記の様なメニューがあります。
＜メインメニュー＞
■ホーム
ログインしたときに、最初に表示されるページです。
■ニュース
現在公開されている SNS サイトの、ニュースの一覧が確認できます。
■フォーラム
メンバーで意見の交換ができる、掲示板のシステムです。
フォーラムの中に、いくつものトピックや発言の作成ができます。
また、フォーラムを複数作成することもできます。
■メッセージ
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友人関係や招待関係であるメンバーとの、メッセージの送受信ができます。
■ブログ
日記のような形で情報の書き込みができます。
SNS の内部限定での、メンバーのブログに対するコメントやトラックバックができます。
■フレンドマップ
現在の自分のメンバーとの繋がりが確認できます。
また、メンバーのメンバー同士の繋がりも確認できます。
■足あと
あなたのプロフィールを見てくれた人や、ブログを読んでくれた人の記録を確認できます。
■ウォッチリスト
あなたが注目している人を、メンバー以外の人にも登録できます。
登録することによって、その人のブログがいつ更新されたかや最終ログインの日時を知ること
が
できます。
また、あなたをウォッチリストにマークしている人もわかります。
■招待
友人を SNS に招待することができます。
※管理者の設定により招待できない場合もあります。
■ログアウト
その SNS サイトからログアウトします。

４.スタッフから一言
(1)コンブと鉄鋼スラグが日本を救う

納土 伸男(‘62 年機械工学科卒業)

１．海の「磯焼け」現象
「磯焼け」とは、海に育つコンブ、ワカメ、カジメ、ホンダワラ、アマモなどの大型海藻が
生えなくなり、水産生物の生息場として重要な役割を果たす藻場(海の森)が減少し海が「砂漠
化」する現象をいう。
「磯焼け」が起こる原因は、(1)地球温暖化による海水温度上昇、(2)海藻
食性魚介類による食害、(3)沿岸開発による天然藻場の減少、(4)大量の河川水や砂泥の流入に
よる沿岸域での環境汚染、などが挙げられる。
２．藻場の重要性
コンブなど大型海藻による藻場は魚介類の産卵場所となり、そこで生れた魚介類が大型の魚
などに食べられることから逃れる隠れ場所となるなど、沿岸に棲む魚介類の成育には欠かせな
い場所となっている。従って日本の沿岸で「磯焼け」現象が進むと、国内沿岸漁業の衰退に繋
がる。国内沿岸漁業の振興は将来の日本にとっては非常に重要な問題である。
話は変わるが、コンブは一日あたりの成長速度が熱帯雨林のそれより遥かに早く、水温など
の条件が良ければ一日で 30cm も成長し、その長さは北海道の真コンブでは 15m にも達する。(カ
リフォルニア沖のジャイアントケルプは最大 60ｍにもなる)
従って大型海藻の藻場は、その成長の過程で沿岸域でのチッソやリンなどの富栄養塩を吸収
して赤潮や青潮の発生を防ぎ、環境汚染の防止に役立っている。また光合成作用で成長する海
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藻は炭酸ガスを吸収するので、将来大型海藻の藻場は有力な炭酸ガス固定源の役割を果たすも
のと期待されている。(現在は海藻の炭酸ガス固定化技術は未開発)
３．藻場造成に与える鉄イオンの影響
海の上流に位置する山で、落ち葉が堆積して出来た腐葉土には「フルボ酸鉄 」という二価の
鉄イオンが含まれており、川から海に流れ込んだ「フルボ酸鉄」が植物プランクトンや海藻類
の成長には大いに関係している。ジョン・マーチン博士の「鉄イオン仮説」が示すように、海
の植物の生育には鉄イオンが欠かせない栄養素(サプリメント)であることがほぼ定説となって
来ている。
新日鉄は、二価の鉄イオンを含む鉄鋼スラグと腐植酸を含む腐植土を混合した海の施肥材料
を開発し、全国各地の海で藻場の造成実験を行なっているが、これまでの実験ではその効果が
確認されつつある。
４．海の森づくり運動
鉄鋼スラグを利用した施肥材により、国内の沿岸海域にコンブなど大型海藻による豊かな藻
場(海の森)を復活させる事が出来れば、(1)沿岸漁業の振興、(2)チッソ、リンなどの豊栄養塩
による海洋汚染の防止、(3)地球温暖化の防止、などの効果が期待されまさに「鉄鋼スラグとコ
ンブが日本を救う」ことになるかも知れない。筆者は「NPO 海の森づくり推進協会」に所属し
て海の森づくり運動を行っている。この運動に興味のある方は協会のホームページ
(http://www.kaichurinn.com)をご覧下さい。
(2)

ＩＴコーディネータとは

野田和生（’71 年精密工学卒）

ＩＴコーディネータの概要をご紹介します。
１．目的
ＩＴコーディネータ（Information Technology Coordinator）とは、経営者の立場に立
って経営とＩＴの橋渡しをし、真に経営に役立つＩＴ投資を推進・支援するプロフェッショナ
ルと定義されています。つまり経営とＩＴの両面に精通し真に経営に役立つＩＴ投資を実現す
ることです。
２．資格認定
ＩＴコーディネータ資格は、1999 年の通商産業省（現：経済産業省）で創設され、ＮＰＯ
法人ＩＴコーディネータ協会により認定される資格です。資格認定のためには、年 2 回実施さ
れる試験に合格することと 15 日間のケース研修を受講し終了することが必要です。資格更新に
は、継続的な学習と実務活動報告が義務付けられています。
３．資格者の分布
2009 年 3 月 31 日時点での資格保有者は 6523 名で地域としては関東が圧倒的に多く 4091
名です。年齢層は、40 代が最も多く 2914 名、50 代が 1563 名、60 代が 688 名です。活動基盤
としては大手ＩＴベンダが 3494 名、中小ＩＴベンダが 1036 名、会計系＋独立系経営コンサル
が約 1342 名です。複数のＩＴＣで構成されるＩＴＣ届出組織が全国で 193（ビジネス志向 100、
勉強志向 93）あります。現状では、1 名で経営コンサルをするケースは少なく得意分野で分業
し複数で活動するためです。
４．資格の人気度
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2009 年度版「いる資格、いらない資格」（日経ソリューションビジネス）によると、営業
職に取らせたい資格として情報処理技術者試験基本情報技術者に次いで第 2 位にランクされて
います。
５．現状の活動
ＩＴＣカンファレンスが毎年開かれ、ＩＴＣの成果が発表されます。
最近の注目されている活動としては、Ｊ－ＳａａＳ関連が挙げられます。新しい中小企業Ｉ
Ｔ経営支援施策として、ＳａａＳプラットフォーム基盤が整備され、約３０の会計関係等のソ
フトがＳａａＳとして利用できます。中小企業としては、システム構築、運用管理は専門家に
まかせて、ＩＴ活用に専念することができます。ＩＴＣは、e-ラーニングによる簡単な講習を
受けたうえで操作指導員として講習会を開催することができます。更にこれらの発展系として
企業間のデータ連携問題が浮上しています。大手企業間では専用線ＥＤＩ（電子データ交換）
が普及していますが、中小企業取引では普及率が極端に低いのが現状で、こうした状況を打開
するという方向です。2008 年度の中小企業庁委託事業により中小企業向け汎用ＥＤＩが進めら
れています。こうした動きをにらんで、ＥＤＩとＪ－ＳａａＳを連携したＩＴＣビジネスモデ
ルを立ち上げるためＳａａＳ／ＥＤＩ-ＷＧが設定されています。
興味のある方は、ＩＴコーディネータ協会のホームページ（http://www.itc.or.jp/）を覗いて
見て下さい。

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。
寄付に対して細則は決められていません。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.2 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。予算の関係で、写真集は、モノクロとなりました。カラー版はホームペ
ージのダウンロードのページにありますのでご覧ください。
関西支部も立ち上げられ、同窓会連合会も設置されました。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）

2009年9月発行
発行：岐阜大学工業倶楽部関東支部
Email： gtk-jimu@gifu-t-kanto.com
ホームページ：http://gifu-t-kanto.com/
編集：岐阜大学工業倶楽部関東支部
会報編集委員会
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岐阜大学工業倶楽部関東支部
開催日時

：

２００９年６月７日（日）

開催場所

：

喜山倶楽部

第２回

総会議事録

１３：００～１３：３０

光琳の間

岐阜大学工業倶楽部本部からの参加：磯貝会長、檜和田専務理事
定刻、岐阜大学工業倶楽部関東支部の安原事務局長が開会を宣言し、議長に小塚関東支部長を推
したのち、岐阜大学元学長の加藤岐阜大学名誉教授ほかご来賓を紹介して着席。
続いて小塚議長より、「設立後１年が経った。この間、役員らの努力が続けられた結果、多くの
参加者に集ってもらって第２回の総会を開催できたことに感謝し、合わせて今後とも皆さんのご協
力をお願いしたい」旨の挨拶と、本日の講演会講師であるイビデン㈱の岩田代表取締役会長の紹介
があった。
次いで議長の自己紹介に続き、関東支部事務局長以下、各委員会委員長および監査役が自己紹介
したのち、議長が関東支部規約に則り議事を進める旨、発言し、本日の総会出席者が 71 名、09 年
度支部入会者が本日時点で 168 名であることの報告を行い、議案提案者に事務局長、書記に葛西
総務委員会副委員長を推して議案の審議を開始した。
【第１号議案】関東支部 2008 年度活動報告の件
議長の指名により、事務局長が総会資料の議案書に基づいて説明を行った。
・昨年６月８日に学士会館で設立総会を開催し、支部規約、役員、08 年度活動計画・予算
等を定めた。設立総会に合わせてご来賓の森岐阜大学長ほかの講演が行われた。
・具体的な活動として、ホームページの立ち上げ、会報「ニュースレター

No.1」の発行、

企業見学会ほかを行った。
・昨年 11 月の岐阜大学工学部テクノフェアに小塚支部長が講演し、好評を得た。
等
特段の質疑無く、本議案につき拍手による承認を求めたとこ ろ、満場の拍手で承認された 。
【第２号議案】関東支部 2008 年度決算報告、監査報告の件
議長の指名により、事務局長が総会資料の議案書の「2008 年度収支決算書」に基づいて
説明を行った。
・総収入 663,311 円およびその概略の内訳
・総支出およびその概略の内訳
等
続いて議長の指名により、福田監査役が総会資料の議案書「会計監査報告書」に基づいて
報告を行った。
特段の質疑無く、本議案につき拍手による承認を求めたとこ ろ、満場の拍手で承認された 。
【第３号議案】関東支部 2009 年度活動計画（案）の件
議 長 の 指 名 に よ り 、 事 務 局 長 が 総 会 資 料 の 議 案 書 に 基 づ き 2009 年 度 活 計 画 （ 案 ） に
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ついて説明を行った。
・会員拡充、組織強化方策の策定と実施が重要な活動
・ホームページの運営管理、会報「ニュースレター」の発行、見学会の開催
等
特段の質疑無く、本議案につき拍手による承認を求めたところ、満場の拍手で承認された。
【第４号議案】関東支部 2009 年度予算（案）の件
議長の指名により、事務局長が総会資料の議案書に基づき 2009 年度予算（案）について
説明を行った。
・総収入 1,082.962 円。内訳で、08 年度予算書と異なる点として、09 年度収入の部に
総会参加費を加えた
・支出内訳は、活動費約 410 千円、総会･懇親会開催費補填 90 千円など
等
特段の質疑無く、本議案につき拍手による承認を求めたところ、満場の拍手で承認された。

【第５号議案】その他の件
議長の指名により、事務局長が総会資料の議案書「その他

(1)役員の交代・新任、(2)委

員会委員の退任・新任」に基づき、説明を行った。
・電気系会員のまとめ役で、会報編集委員長の青木幹事が事情により辞任したいとの申
し出があったので、交代の提案をする。後任に会報編集委員会の野田副委員長を幹事
兼会報編集委員長に推薦する。
・合わせて、電気系会員のまとめ役として、名簿管理連絡委員会の矢満田委員を幹事兼
名簿管理連絡副委員長に推薦する。
特段の質疑無く、本議案につき拍手による承認を求めたところ、満場の拍手で承認された。

以上の議案をもって本日の議事が終了し、事務局長が 13：30 に閉会を宣言した。
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第２回総会時の会員アンケート結果から
関東支部総務委員会
１．会員アンケートの目的
・会員が何を求めて支部会員になるのか、何を求めて総会に参加するのか、その要望
が満たされたか、また、関東支部の活動に何を期待するのか、などを問い、今後の
関東支部活動の参考とするため。
２．アンケート回収状況
・総会に参加した会員 70 名に配布し、懇親会後に回収されたアンケートは 25 件。
・回収率は 36％
（昨年の設立総会時は 104 名に配布し 85 名が回答。回収率 82％）
３．今回のアンケートの回答から読みとれること
3-1.全体として
・回収率が、昨年に比して極めて低率だったのは、設問上の問題（昨年とほぼ同内容）
があるかも知れないが、「昨年、回答したので今年も同じ事を答えることはない」
「１年前と状況は変わっていないので、答えることもない」と受け取れる。
・全体として支部活動（総会･講演会･懇親会、見学会、ホームページなど）に好意的
な反応が多い反面、提言、苦言、意見が少ない。
⇒今後、会員が積極的に参加できる場を提供することが必要と考えられる。
3-2.総会・講演会・懇親会に期待すること、望むことについて
・設立総会と異なり、２回目という事もあって、物珍しさ、というよりは、旧友に会
えることを楽しみに参加した、という回答が多い。
⇒懇親会の時間なり、内容をそれに応えられるような工夫が望まれる。
・期待通りだったか、という問いに多くが「まあまあ」、との答え。これは「今一、
楽しめなかった」と辛く評価すべき。
⇒残念ながら、どうすれば良かったかの提案がないので、工夫の足がかりがつかめな
いが、今後、会員の声を集めるのも方策の一つ。
・講演講師に関して、岐大卒業生（学部は問わない）で活躍している人を望む意見が
どちらかといえば多い。
・「来年は参加するかどうか分からない」という回答数が、参加する、と同数。
⇒この方々にも「是非参加したい」と思ってもらえるような内容の催しを計画する。
3-3.どんな支部活動に参加したいか＝どんな支部活動を望むか、について
・見学会と懇親会が同数。両方とも良い、あるいはどちらか一方で良い、とも読みと
れる。
⇒見学会と懇親会を兼ねた催しが工夫の一つ。また、見学会とは別に、何らかの形で
懇親会を開催することも方策の一つ。
・講習会、講演会を望む声が次いで多い。
3-4.支部委員会への参加について
1

・残念ながら「参加してみたい」がゼロ。圧倒的に「お任せ」。
⇒どの任意団体でも同じ悩みだが、気軽に委員に参加できる工夫プラスＰＲが必要。
3-5.ホームページについて
・見たことがない会員が多い（昨年の回答も同様）。
⇒アンケートには「今度、一度覗いてみたい」という回答になっている。総会や、種々
の紙情報を通じてホームページの存在を知ってもらう。
・「覗いたことはある」回答も多い。
⇒ＯＢの関心を引く身近な事象（回答では、「仲間の会合情報の掲載」要望が多い）
などを充実させる必要がある。
また、交流の場としての位置付けを多くが望んでいるので、早めの実施が良い。
3-6.事務局との連絡方法について
・圧倒的にパソコンメールが多い。
⇒メールの連絡は早くて（工数や費用）効率が良いので、一層の活用を計る必要があ
る。
しかし、勤め先で使うＯＢやＦＡＸ等の紙情報を望むＯＢへの対応方法も同時に考
えなければならない。
3-7.技術データベース化について
・提供可能がゼロ、「提供できない」が圧倒的。
⇒この件は、もう少し具体的な提案に基づいての問いかけが必要と思われる。
3-８今後の関東支部に望むこと（自由回答）について
・若い層の会員加入、総会参加を増やす工夫を望む声が多い。
⇒関東支部としての重要課題であり、会員拡充（特に若い層）方策を進める。
（以上）
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2009年6月7日 岐阜大学工業倶楽部 関東支部第二回総会 写真集
全員集合写真

第一部 第二回総会 （光琳の間）
1）開会の辞（安原事務局長）

2）岐阜大学工業倶楽部 来賓紹介

前列中央から左へ

磯貝工業倶楽部会長
檜和田専務理事
三輪西濃支部副支部長
4）提案者（安原事務局長）による説明

3）議長（小塚支部長）挨拶

提案議案は審議の結果すべて賛成多数にて可決されました。
1号議案 2008年度活動報告
2号議案 2008年度決算報告・監査報告
3号議案 2009年度活動計画案
4号議案 2009年度予算案
5号議案 役員交代など
役員交代
右から左へ
青木克之 幹事・会報編集委員長
退任
野田和生 幹事・会報編集委員長
新任
矢満田克樹 幹事・名簿管理連絡副委員長 新任
(1/5)

第二部 ご挨拶・講演会 （光琳の間）
1）ご挨拶

2）講演

「岐阜大学の思い出」
岐阜大学元学長

加藤 晃 岐阜大学名誉教授

「中堅企業の事業変遷」
岩田義文 イビデン㈱代表取締役会長（1962年工業化学科卒）

(2/5)

質疑応答

第三部 懇 親 会 （飛鳥の間）
1）開会宣言（納土幹事）

2）来賓ご挨拶(1) 磯貝工業倶楽部会長

来賓ご挨拶(2) 檜和田工業倶楽部専務理事

4）学科テーブルを囲んで懇談
来賓テーブル

土木系（3）

工化系

3）乾杯（小塚支部長）

土木系（1）

土木系（2）

機械系（1）

繊維系

機械系（2）

電気系

（3/5）

4）フリー懇談
加藤 元学長を囲んで

岩田イビデン㈱会長を囲んで

岐阜大学工業倶楽部 磯貝会長 、檜和田専務理事、三輪西濃支部副支部長を囲んで

（4/5）

4）フリー懇談 ～続き～
若い会員と・・

5）来賓テーブルに学科毎集合
土木系

機械系

工化系

繊維系

電気系

6)お礼の言葉（安原事務局長）

（5/5）

