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工業倶楽部関東支部
ニュースレター NO．19

2018年 4月発行

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。

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。

◆ 関東支部設立10周年記念の集い(第11回総会)ご案内
2018年6月30日（土）

午後 1 時より

〒102-0085 東京都千代田区六番町15番地 ℡03-3265-8111

主婦会館 プラザエフ

第1部・第2部：地下2階「クラルテ」 第３部：９階「スズラン」

(詳細は4ページをご覧下さい。是非参加をお願い致します。)

ドローンによる各務原大橋の点検 (http://me-unit.net を参照ください)
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1. 関東支部長 ごあいさつ
陽春の候、関東支部正会員・会員の皆様にはそれぞれの御立場でご活躍のことと思います。
日頃は、関東支部に対し正会員の皆様、岐阜大学、岐阜大学工学部、岐阜大学工業倶楽部より多
大なご支援・ご協力を賜り衷心より厚く御礼申し上げます。
お陰様で関東支部は設立以来、歴代の役員・委員の皆様の地道な活動、正会員および関係の皆
様のご支援・ご協力で、ここまで地盤を固め、今年、一つの節目である設立１０周年を迎えます。
この記念すべき年の定期総会・講演会・懇親会を「世代を超えて、学科を越えて、情報の輪を広げ
よう！ 岐阜大学工業倶楽部関東支部設立１０周年の集い」と銘打ち、来る６月３０日（土）１３時より、
昨年の会場と同じ会場「主婦会館 プラザエフ (ＪＲ四谷駅から徒歩 1 分)」にて開催致します。
今回の集いでは定例の総会議事に加え、日野自動車株式会社代表取締役会長 市橋保彦様（精
密工学科１９７４年卒）ご講演、工学部学生の皆様による大学ＰＲを、更に引き続きの懇親会では皆様
相互のご親睦を図って頂きたく思います。
なお、今回は岐阜大学より森脇久隆学長、今春ご昇任の野々村修一理事・副学長および村井利昭
工学部長、工業倶楽部より坪内繁樹会長、内田裕市専務理事に加え、関東支部設立にご尽力を頂き
ました当時の工業倶楽部会長の磯貝徹様、専務理事の檜和田宗彦様にもご出席をお願い致しており
ます。
役員・委員一同、この設立１０周年の集いを起爆剤として関東支部の更なる発展に繋げていきたい
と考えており、集いでの懇親会などを通じ正会員・会員の皆様からのご希望・ご意見も頂きたく、 お誘
いあわせのうえ、是非多数のご参加をお願い致します。

岐阜大学は来年６月、創立７０周年を迎え、現在、その記念事業が森脇学長をプロジェクト実施委
員長として進められており、また、３月末、名古屋大学・岐阜大学運営統合の新聞報道があり、これら
についても、集いのご来賓、森脇学長、野々村理事・副学長、村井工学部長に直接お伺い出来るよ
い機会かと思います。
また、岐阜大学同窓会連合会では、これまで４回岐阜大学にて開催されました連合会の集いを来
年には関東地区にて開催する計画があり、岐阜大学出身という強い絆のもと、関東地区の全学部卒
業生の交流を図ることが出来るよう、関東支部ではこれについても工業倶楽部本部とともに岐阜大学
の他の同窓会関東支部と連携し、実施について前向きに協力をしていきたいと考えております。
関東支部では、関東支部設立１０周年、岐阜大学創立７０周年、岐阜大学同窓会連合会の関東地
区での開催等の活動を通じ、岐阜大学へ少しでも貢献出来るよう努めて参ります。
今後とも、皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いを致します。
２０１８年 ４月吉日
岐阜大学工業倶楽部 関東支部長
堀 尾 義 矩
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2. 10 周年の集い開催案内

伊藤実行委員長

工業倶楽部関東支部会員の皆様
関東地区に就職の工業倶楽部会員の皆様

関東支部設立 10 周年記念の集い
（第 11 回総会）のご案内（6 月 30 日（土））
実行委員 伊藤厚雄
1981 年度 合成化学科卒
皆様、こんにちは、10 周年行事の企画にあたる実行委員会の伊藤厚雄です。工学部合成化学科
を昭和 56 年に卒業しております。10 周年の記念となる 6 月 30 日（土）の集いについて紹介しま
す。
キャッチフレーズは、
“世代を超えて、学科を超えて、情報の輪を広げよう”です。
6 月 30 日（土）の 10 周年記念の集いとする第 11 回の総会は、人が集い、情報の輪を広げる絶
好の機会です。是非、参加をお願いします。
これまでの関東支部の総会に参加戴いた方からは、
「もっと、交流の時間を取って欲しい」との
意見がありました。総会後のアンケートでは、
「参加して良かった、内容も良かった」との回答が
多くありました。しかし、一部の方からは、
「参加の一般会員には堅苦しく、敷居が高い」との意
見や、
「総会に参加したが、誰も知人がおらず話し相手が居なかった」との声もありました。
そこで、10 周年は、関東支部の会員、関東地区に就職の工業倶楽部会員が集う場であることを
全面に出し、関東支部組織の運営に必要な決議等は出来る限りの時短を行うことにしました。大
学の卒業生によるＯＢ会の組織としての制約があるため、大きな変更はいきなり実現できません
が、徐々に会員の皆さんが、より身近に感じ、より気安く参加される総会に変わるきっかけにな
ることを期待しております。
10 周年記念の集いでは、情報の輪を広げる主体は、参加される会員の皆様です。知らない人ば
かりでは、話も始まりません。是非、ここは、大学時代の学科、学部の友人、サークルの仲間、
就職先での大学の先輩、後輩に声を掛けて、一緒にこの集いに参加してみては如何でしょうか。
10 周年記念の集いが、大学でお世話になった先輩、サークルで楽しい思い出を共有した仲間と 10
年、20 年ぶりに連絡を取り、声を掛けることで、再び繋がりを持つきっかけになるでしょう。
ここは、是非、知り合いに声を掛け、その方との誘い合わせの参加をして戴きたいです。
そこで、
“知り合いに声を掛け、誘い合わせで参加しましょう”と声掛けします。
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仮に、一人で初めて参加することになっても、心配されることが無いようにしなければなりません。
程なく仲間を見つけ、話ができるように、きっかけとなる情報のアイコンが集いの場には必要だと意
見がまとまりました。
そのアイコンですが、集いでは、情報の輪を広げるには、まず、積極的に情報を発信する必要があ
ると考えました。テレビで、明石家さんまさん一人が発言していては、番組にはなっても、集いには
なりません。一人、一人が情報を発信する枠組みとして、以下の項目を自己紹介として、各自で記入
いただいたネームプレートを表示し、他の会員との集いの場を円滑にするアイコンにします。
アイコンでの開示の内容については、昨年の総会時のアンケートにて多くの賛同を戴いております
が、情報管理の問題もあります。そこで、より慎重を期して、一部は任意の記載項目としました。

ネームプレート情報の枠組み
・ 氏名表示（必須項目 イニシャルの希望も可能です）
・ 住所又は居所（必須項目 都道府県、都市までの表示も可）
・ 学科及び卒業或いは修了年度（必須項目）
・ 職種又は専門分野（任意項目 過去、現在問わず）
・ 趣味又は興味あること（必須項目）
・ 勤務先（任意項目 所属組織、関係団体等の記載も可）
・ 岐阜大での思い出、人に紹介したい岐大の魅力（任意項目）

集いでは、ネームプレートの住所を見て、同じ関東の市域の仲間を見つけ、その土地の話題で盛り
上がることもできます。ネームプレートで東京に詳しい人を見つけ、知られていない意外な名所を聞
くのも良いでしょう。集いの会ですから、仕事の専門分野に偏る必要はないと考えております。
情報の提供で、会員に広く紹介したい内容については、後の発行のニュースレターに掲載すること
で、より詳しく情報を発信できます。ニュースレターは活用戴くことで、より会員に身近なものとな
ります。
集いの会で得た仲間、誘い合わせた友人・知人との尽きぬ話題は、集いの会の後で、赤坂、新橋に
繰り出し、東京のサラリーマンの夜の憩いの場で、岐阜の話題で盛り上がることもできます。タブロ
イド判夕刊ゲンダイの 3 月 30 日号には、
“東海地区の岐阜大と名古屋大の統合に向けた協議”の話題
から東海地区の銀行の大連合復活への予感？と、記事にしています。この 4 月より始まったＮＨＫの
朝ドラの舞台は、岐阜県です。
是非、集いの場に参加し、

“世代を超えて、学科を超えて、情報の輪を広げよう”
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3. 母校だより ― 社会基盤工学科

（平成 30 年度学科長 内田裕市 教授）

3.1. 学生の動向
社会基盤工学科（旧土木工学科/建設工学科）については，ニュースレターNo.15（2016 年 4 月発
行）で紹介させていただきましたので，それらかちょうど 2 年が経ちます。この間，実質的な体制の
大きな変化はありません。唯一，大学院の修士課程が改組され，工学系と旧農学系が一体となった自
然科学技術研究科となり，環境社会基盤工学専攻となりました。
表 1 に平成 30 年 3 月時点の学生数を示します。入学時の学科の定員は 60 名であり，3 年次に高専
等からの編入学生が 10 名程度加わります。4 年次は残念ながら卒業資格が得られなかった学生が滞
留していますので，学生数としては多くなっています。大学院修士課程には学部定員の半数弱が進学
しています。なお，学部生の 2 割程度が女子学生であり，工学部の他学科と比べると女子の比率が高
く，建設分野への女性進出に少なからず貢献できているものと思います。
表 2 に教員数を示します。同表には流域圏科学研究センターなどに所属する社会基盤系の教員も含
まれています。大学の人件費削減政策の煽りを受け若手教員の採用ができず，教授の割合が 50%を
超えています。教員一人あたりの 1 学年の学生数は，学部生 2～3 名，修士 1 名程度となっています。
次に，学生の就職状況を紹介します。図 1,2 は今春卒業／修了した学生の進路を示したものです。
表 2 教員数

表 1 学生数

教員

学 年

学 部

学 年

修 士

学 年

博 士

1

61(10)

１

31(4)

1

7(3)

教 授

16

2

65(16)

2

33(8)

2

6(1)

准教授

3

70(14)

≧3

10(2)

助 教

9(2)
4

4

84(14)

( )内は女子(内数)

分 類

民間企業
15名

公務員
24名

進学
42名

内 訳

就 職 先

建設

7 大林組, 瀧上工業, 日本コンクリート, 名工建設,

コンサル

4 アローコンサルタント, 中央コンサルタンツ, 中日本

インフラ

3 東海旅客鉄道[プロ], 東日本旅客鉄道[プロ],

その他

1 中日本航空

国家

2 環境省[一般],

矢作建設工業(2), 宇野重工

建設コンサルタント, 復建技術コンサルタント
西日本旅客鉄道[プロ]

国土交通省[一般・中部地方整備局]

県庁

12 岐阜県(6), 愛知県(4), 滋賀県(2)

市町村等

10 名古屋市(5), 愛西市,一宮市, 豊田市, 知立

岐阜大学

41 岐阜大学大学院自然科学技術研究科

他大学

未定
未定・帰国
2名
帰国

帰国
2%

市, 越前市

1 名古屋大学大学院環境学研究科
0
2

図１ 平成 30 年学部卒業生の進路

進学
51%

建設
8%

コンサル
5%
インフラ
5%

公務員
29%
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進学
6%

帰国
6%
建設
12%

公務員等
15%

コンサル
26%

その他
12%

インフラ
23%

図 2 平成 30 年修士修了生の進路
現在の就職状況は，いわゆる「売り手市場」となっており民間企業の求人担当の方にとっては大変厳
しい状況となっています。学部生については，安定志向，地元志向が強く，公務員が全体の 1/3 程度
を占め，民間企業への就職は全体の 1/5（15 名）と少ない状況です。一方，修士については専門性が
高くなることにより学部生に比べ公務員が減少し，コンサル，インフラ系がそれぞれ 1/4 程度であり
両者で全体のちょうど 1/2 を占めています。また，学部，修士ともに最近は建設会社（施工）を希望
する学生が少なくなっており，建設業界の構成バランスと比較するとアンバランスな状態であり，人
材供給側としてもこの傾向を心配しているところです。ちなみに，現在，中堅ゼネコン 4 社の名古屋
支店長が当学科 OB ですが，それらの会社に対しても十分には人材が供給できない状況です。

3.2. 社会基盤工学科におけるプロジェクト
以下では現在当学科で進行中の３つのプロジェクトについて紹介します。

3.2.1.

岐阜大学 SIP 実装プロジェクト(http://me-unit.net/)

内閣府主導の「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
」の中に，
「インフラ維持管理・更新・
マネジメント技術」の分野があり，国内の社会インフラの高い維持管理水準での維持，継続的な維持
管理市場の創造，海外展開の礎を築くことを目的として，以下のような研究開発が活発に行われてい
ます。
（1）点検・モニタリング・診断技術
（2）構造材料・劣化機構・補修・補強技術
（3）情報・通信技術
（4）ロボット技術（点検，防災対応用等）
（5）アセットマネジメント技術
平成 28 年度より 3 年間の予定でこれらの SIP 維持管理技術を地方自治体等に実装することを目的と
した「岐阜大学 SIP 実装プロジェクト」が採択され，六郷特任教授を中心として学科横断的な組織体
制を組み活動しています。
具体的な活動としては，上記の SIP 維持管理技術の中から「使いたくなる技術」を選び，説明会と
公開フィールド試験を行っています。開発者が技術の特徴を維持管理業務の発注者と受注者に伝える
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だけでなく，発注者や受注者からのアイデアやニーズを開発者へ伝えることにも重点を置き，活発な
意見交換が行われています。一般に土木の分野では，発注者と受注者の間で直接意見交換を行うこと
はあまりありませんが，地域の大学が中心となった SIP の地域実装の活動の意義の一つは，このよう
な意見交換の場を提供する点にあります。
また，新技術の実装を進めるうえで，何が障害で，どのような対策が有効であるかを明らかにする
ために，発注者，受注者，技術開発者にヒアリング調査を行い，新技術実装のために，それぞれの立
場に望まれる取組みを具体的に提示しています。

高速走行車両を用いたトンネルの点検

点検ロボットを用いた橋梁の点検
図3

河川堤防の点検

舗装と盛土構造の点検

使いたくなる SIP 維持管理技術の例

さらに，橋梁点検へのロボット技術の取り入
れの具体例として，図 4 に示す各務原大橋のよ
うに歩道が広く特殊な形状をした橋梁の場合に
は，法定点検で定められている近接目視による
点検が困難となります。そこで，ドローンをは
じめとする点検用ロボット技術を取り入れるた
めに，指針を作成するとともに，ロボット技術
の性能の評価を行っています。

図 4 ドローンによる各務原大橋の点検
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3.2.2.
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インフラミュージアム

本学科の教員で構成している岐阜大学工学部附属インフラマネジメント技術研究センター
（http://ciam.xsrv.jp/）では，前項の「岐阜大学 SIP 実装プロジェクト」の支援を受け，昨年から本学
キャンパス内に「インフラミュージアム」（図 5）の整備を進めています。高度化する維持管理上の
課題に対して，技術者は新設構造物における建設過程，すなわち，技術の変遷を知っておく必要があ
ることから，各種構造物の建設過程が理解できる教材用のモデルを設置することとしました。これま
でに実物大の PC 橋モデル（図 6）
，大型のトンネル断面モデル（図 7）
，鋼桁端部モデル（図 8）を
設置しています。さらに，平成 30 年 6 月に完成を目指している盛土，並びに擁壁の構造について学
ぶことができる盛土モデル（図 9）の整備を進めています。
平成 20 年度から開講している ME 養成プ
ログラムに加え，平成 29 年度から大学院修
士課程に社会人と通常学生の混在型教育の
実施を試みる「インフラマネジメントリーダ
ー養成プログラム」も設置しました。本ミュ
ージアムは，このような教育カリキュラムと
連動した学びの場としての活用をめざした
ものです。本ミュージアム設置後，平成 30
年 3 月時点で国内外から 1000 人近くの見学
者を受入れていますので，大学にお越しにな

図5

る機会がありましたら是非お立ち寄りくだ

インフラミュージアム全景

さい。

図 6 PC 橋モデル（幅 4.4m×長さ 15.6m）

図 8 鋼桁端部モデル
（幅 3.5m×長さ 5.6m)

図7

トンネル断面モデル(幅 4.5m×長さ 3.5m)

図 9 盛土モデル完成イメージ (幅 6.25m×長さ 10m）
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3.2.3.

文部科学省気候変動適応技術社会実装プログラム SI-CAT
(流域圏科学研究センター

原田 守啓 准教授)

現在，社会基盤工学科の教員が関わっている研究プロジェクトとして，文部科学省の気候変動適応
技術社会実装プログラム（SI-CAT: Social Implementation Program on Climate Change Adaptation Technology，https://si-cat.jp/）を紹介します。本プログラムは，日本の地方自治体等が行う気候変動対応策
の検討・策定に資する信頼性の高い近未来の気候変動予測技術や気候変動影響に対する適応策の効果
の評価を可能とする技術を開発し，実際に各地域におけるこれらの社会実装を支援するものであり，
平成 27 年度から 31 年度の 5 ヵ年プロジェクトとなっています。岐阜大学は，岐阜県とともに「モデ
ル自治体」として本プロジェクトに参画しており，気候変動予測を行う研究グループ，気候変動予測
に基づいて各種の影響評価を行なう研究グループ，これらに基づく地方行政や民間企業への適応策の
導入を促す研究グループと協働して，岐阜地域における気候変動適応に向けた研究活動・社会活動を
進めています。実施責任者は，河川工学を担当する原田守啓准教授が務めています。
岐阜県の県土は，濃尾平野の標高ゼロメートル地帯から標高 3000m 級の急峻な中部山岳地域にま
たがっており，降水量も多い気候とあいまって，水害・土砂災害に代表される自然災害を多く蒙って
きた地域です。岐阜県が県政モニターに対して行なったアンケートにおいても，地球温暖化の影響と
して心配されることの第一に，
「水害・土砂災害などの自然災害の増加」が挙げられています。中部
地域においては，ここ数年大規模な自然災害は発生していないものの，九州北部豪雨（平成 29 年 7
月）
，北海道に台風が三連続上陸して引き起こされた豪雨災害（平成 28 年 8 月）
，関東・東北豪雨（平
成 27 年 9 月）
，広島において甚大な被害が発生した土石流災害（平成 26 年 8 月）など，国内各地で
記録的な豪雨による気象災害が毎年のように発生しており，気候変動（地球温暖化）による気象の激
化が，このような極端な豪雨の頻度・強度を上昇させていると考えられています。
地域住民の生活の質と安全を将来に亘って確保していくためには，気候変動によって基本的には増
加する方向で変化しつつある自然災害のリスクを適切に評価し，人口減少傾向も見据えた上で，社会
インフラや土地利用のあり方といった社会システムを見直していくことが急務であるとの問題意識
に基づき，社会基盤工学科のうち主に河川工学や気象学，防災工学に関わる教員が，防災・減災に向
けて協力してきた岐阜県に対して本プロジェクトへの参加を提案し，モデル自治体として採択された
ものです。
本プロジェクトの支援を受けながら進めている岐阜における取組みの主なものとして，(1)水害・
土砂災害等自然災害リスクの予測，(2)岐阜県における気候変動適応策の検討体制の構築，(3)長良川
流域におけるステークホルダー分析と社会動態予測に基づく地域適応シナリオの立案の３点があり
ますが，本稿では，長良川流域の洪水発生頻度に気候変動が与える影響について評価した研究成果を
ご紹介します。
本研究では，岐阜県土を構成する河川流域のうち，流域内人口が最も多く，本川にダムなどの洪水
調節施設がない長良川流域をモデル流域として選定し，気候変動による洪水流量の変動を評価しまし
た。木曽川や揖斐川には大きなダムがあり，洪水流量をかなり軽減することができるのに対し，長良
川は大雨による洪水や無降水による渇水などの影響を直接蒙りやすい流域であるといえます。また，
本研究で構築した手法は，気候変動予測情報を用いて現在から将来に至る洪水リスクの定量的比較を行
うこと，これらの情報を河川管理者の理解が得られやすい形で示すことを目的としており，過去の気象
と，温暖化が進んだ将来における気象を想定して，それぞれ数千年分も行なわれた気象シミュレーショ
ンのデータベース d4PDF (database for Policy Decision making for Future climate change) を活用して，長良川
流域における洪水の発生頻度を評価しました。
（図 10）
過去気象の洪水ピーク流量頻度分布（3000 年分）と，国土交通省が設置観測している水位流量観
測所における過去 50 年余りの年最大流量の観測記録の頻度分布を用いて，解析結果の検証を行いま
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した。
（図 11 左） 過去気象による洪水頻度分布が観測記録に適合する補正を施したのち，この補正
を温暖化が進んだ条件（産業革命以前と比べて４度上昇条件）における洪水ピーク流量頻度分布（5490
年分）にも適用することにより，温暖化が進行することによって，どれくらい洪水が増えるか，ある
いは同じくらいの流量の洪水の発生頻度がどのように変化するかを分析することができます。

過去実験
文部科学省 創生プログラム成果 d4PDF

気象シミュレーションデータベースより、
対象流域の年最大降水イベントを抽出。

過去（1951-2011）の気象
に関する3000年分の
シミュレーション
（60年×50メンバ）

4℃上昇実験
産業革命以前と比べて
４度上昇した状況
5490年分のシミュレーション
（61年×90メンバ）

図 10 本研究で利用した気象シミュレーションデータベースのあらましと評価対象時期

図 11 左：過去の洪水流量観測記録と解析結果 / 右：気候変動が洪水発生確率に与える影響評価結果
以上の検討により，長良川流域における年最大降水イベントに対応する洪水流量は，4 度上昇条件
下では，降水量の増加に伴って大幅に増加すると評価されました。
（図-2 右） 現在の木曽川水系河
川整備計画における長良川の計画高水流量は，忠節地点において 8300m3/s とされており，これは観
測史上最大のピーク流量を記録した平成 16 年 10 月の台風 23 号災害に匹敵する規模で，概ね 100 年
に一度程度の発生頻度であると評価されていました。しかし，温暖化を食い止めることができず，温
暖化がこのまま進行してしまった状況（4 度上昇条件）においては計画規模の洪水が 30 年に一度程
度発生するとの評価となりました。本検討による評価結果は，河川管理者（岐阜県，国土交通省）と
共有しており，計画を上回る超過洪水をもたらすような気象現象が発生したとしても，洪水ピーク流
量を低減するための方策，減災に資する施設の機能の保全と最大化など，洪水被害を最小化するため
に可能な方策の検討を始めています。
気候変動による影響は，自然災害だけでなく様々な分野に影響を及ぼしつつあります。最新の科学
的な知見に基づき，地域における影響を予測して，好ましくない影響についてはその影響を最小化す
るような方策を地域とともに考え，地域に提案・実践していくことも，社会基盤に関わる研究者の務
めであると考えています。

岐阜大学工業倶楽部関東支部ニュースレターNo.19

4. 会員から
「SDGs」と「パリ協定」

事務局長

- 12 -

木村 信幸(1)（機械 1963 年卒）

最近と言っても 2 年半ほど前に遡りますが、2015 年 9 月に「国連持続可能な開発サミット」がニ
ューヨークの国連本部で開催され、これからの社会経済システムの大転換を意味する国際的な取決め
として、
「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（行動計画）
」が加盟 193 カ国の全会一致で採択
されました。その中核となるのが、2030 年までに達成すべき「SDGs（エス・ディー・ジーズ）
」
（Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標）です。そして 3 ヶ月後の 2015 年 12 月
にパリで開催された国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）で 2020 年以降の地球温暖
化対策の法的枠組みとなる「パリ協定」が採択されました。
今、地球環境問題を考える際、外せない 2 つのキーワード「SDGs」と「パリ協定」について以下
に概説します。
（１）
「SDGs」
気候変動や水資源枯渇などの環境問題、貧困や飢餓の問題、ジェンダー（性）に基づく偏見や不平
等の問題など、今なお世界は様々な課題を抱えています。世界が持続的に発展し続けるためには、こ
うした課題の解決が不可欠であり、様々なイノベーションが必要です。目的達成のため、SDGs では
17 のゴール（目標）
（図１）と各ゴール毎に設定された合計 169 のターゲット、更に 230 の指標が
掲げられました。また、SDGs は、5 つの項目、即ち①普遍性（全ての国に普遍的）、②包摂性（誰
一人取り残さない）
、③参画型（政府、自治体、民間企業、非政府組織、大学等あらゆるステークホ
ルダーが参画・連携）
、④統合性（経済、社会、環境 3 分野の課題は不可分）、⑤透明性と説明責任
（目標に対する取組を定期的に評価、公表）を実施原則としてあげています。
1.貧困をなくそう

10.人や国の不平等をなくそう

2.飢餓をゼロに

11.住み続けられるまちづくりを

3.すべての人に健康と福祉を

12.つくる責任つかう責任

4.質の高い教育をみんなに

13.気候変動に具体的な対策を

5.ジェンダー平等を実現しよう

14.海の豊かさを守ろう

6.安全な水とトイレを世界中に

15.陸の豊かさも守ろう

7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに

16.平和と公正をすべての人に

8.働きがいも経済成長も

17.パートナーシップで目標を達成しよう

9.産業と技術革新の基盤をつくろう

図１ 17 のゴール（目標）
SDGs 達成に向け、各国政府や企業は既に様々な取組を始めています。日本政府は 2016 年 5 月に
推進本部を設置、12 月に実施指針を策定して、①あらゆる人々の活躍の推進、②健康、長寿の達成、
③成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション、④持続可能で強靭な国土と質の高いイン
フラの整備、⑤省・再生エネルギー、気候変動対策、循環型社会、⑥生物多様性、森林、海洋等の環
境の保全、⑦平和と安全・安心社会の実現、⑧SDGs 実施推進の体制と手段 の 8 つの優先課題を掲
げています。また、2017 年 12 月に「SDGs アクションプラン 2018」を策定し、3 本の柱をあげて
います。1 本目は「SDGs と連動する『ソサイエティー５・０』の推進」
（ソサイエティー５・０は、
第 4 の情報化社会の次、今後実現する第 5 の社会の意）です。柱の 2 本目が「SDGs を原動力とし
た地方創成、強靭かつ環境に優しい魅力的なまちづくり」です。3 本目が「SDGs の担い手としての
次世代・女性のエンパワーメント」です。

岐阜大学工業倶楽部関東支部ニュースレターNo.19
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企業の取組も、議論から行動の段階へ移りつつあります。企業にとって大切なのは、SDGs を企業
の社会的責任（CSR）活動ととらえるのではなく、本業であり、ビジネスであるという認識です。
SDGｓに積極的に取り組む企業の多くは、事業戦略にこれを組み込み、17 のゴールや 169 のター
ゲットと、自社の事業との関係を見直し、そこからサービスや商品を組み立てています。一方、株式
市場で活発化するのが ESG 投資［E（環境）
、S（社会）、G（企業統治）に配慮する企業に投資する
スタイル］です。これにより、SDGs に注力する企業に資金が集まるようになります。逆に、SDGs
に反して地球規模の環境破壊を行うような企業、あるいは労働者の人権を軽んじるような企業からは、
資金が引き上げられてしまうことになるでしょう。SDGs を取り込んだ企業戦略は、世界が抱える課
題の解決に寄与するだけではなく、今後、企業が収益を上げ、生き残るためにも重要な要素となりそ
うです。
（２）
「パリ協定」
1997 年 12 月の COP3 で採択された「京都議定書」では、先進国だけに温室効果ガスの削減目標
を義務づけましたが、京都議定書以来 18 年ぶりの新たな法的拘束力のある国際約束であるパリ協定
は、歴史上初めて先進国・途上国の区別なく、温室効果ガス削減に向けて自国の決定する目標を提出
し、目標達成に向けた取組を実施することなどを規定した公平かつ実効的な枠組みとなります。主と
して 2 つの目標、①地球の産業革命前からの平均気温の上昇を 2℃より十分低く保つとともに、1.5℃
に抑える努力を追及すること（「2℃目標」という。）、この目的を達成するため、②今世紀後半に温
室効果ガスの人為的な排出量と吸収源による除去量とを均衡させること（
「排出と吸収の均衡」とい
う。
）を掲げて努力することが合意されました。
パリ協定は、世界の温室効果ガス総排出量の 55%を占める 55 カ国による締結という発効要件を満
たし、採択から 1 年も経たない 2016 年 11 月 4 日に発効しました。我が国は、同年 11 月 8 日にパリ
協定を締結し、2030 年度の温室効果ガスの排出を 2013 年度比 26%削減する目標を掲げ、地球温暖
化対策計画に基づいて着実に対策を進め、経済
成長との両立を図りながら、長期的目標として
2050 年までに 80%の温室効果ガスの排出削減
を目指すことになっています。
現在 147 の国・地域がパリ協定を締結してい
ますが、残念なことに世界第 2 位の二酸化炭素
（代表的温室効果ガス）の排出国であるアメリ
カが 2017 年 6 月、パリ協定から離脱すると発
表しました（ただし、離脱が可能になるのは発
効から 4 年後の 2020 年 11 月）
。アメリカは、
パリ協定離脱は決めましたが、その親条約の気
候変動枠組み条約には残り、温暖化対策を進め
る意向を示しています。二酸化炭素排出量第 1
位と第 2 位である中国とアメリカの排出量を
足すと全体の 4 割強となりますが、わが国より
排出量の少ない国の排出量を全て合計すると
全体の 4 割に達します。全ての国が削減に向け

図 2 世界の二酸化炭素排出量

努力する必要があることが分かります。
注(1) 環境カウンセラー（環境省登録）
、エコアクション 21 審査員
注(2) 参考：平成 29 年版環境白書、エコアクション 21 ガイドライン 2017 年版、日本経済新聞等
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5. 関東支部活動
5.1. 2017 年度 (平成 29 年) 見学会実施報告
1) 日時 : 2017 年 11 月 8 日(水)

行事委員会

14:00～16:00

小鹿 昇 ･加藤 規康
･酒向 泰蔵 ･佐久間 朋宏

2) 場所：花王(株)すみだ事業場＆花王ミュージアム
3) 参加者：13 名
参加者内訳 ① 土木系 2 名 ② 機械 2 名
③ 精密 3 名 ④ 化学系 4 名
⑤ 繊維 1 名

⑥ 電子 1 名

4)-見学内容
①花王(株)会社概要説明
②すみだ事業場概要説明
③見学
＊ 生活コミュニケーションエリア
＊ ヘアケア研究所
＊ 花王ミュージアム
5) 見学概要
今回の花王見学会実施に際しましては、昭和 40 年工業化学科卒の川口泰弘様がすみだ事業場の
第 15 代工場長などを歴任されていた事から、川口様のご尽力により二グループに分かれてタッ
プリ二時間かけた「生活者コミュニケーション」
「ヘアケア研究所」及び「花王ミュージアム」
のご案内と説明を受ける事が出来ました。
28 年間にわたり増配を続けている実力のある会社らしく、生活者とのコミュニケーションを最
優先とし完全に IT 化された顧客との対応から、そこで得た情報の全てを管理して最終的には
「製
品の改善・改良」
「新製品の創出」にまで活用されていく社内システムには大変驚きました。
また「ヘアケア研究所」では実に多くの研究がなされており、化粧に関する「可視化」の実現
実用化や感性の可視化に取り組む様子を見せて頂きました。
「花王ミュージアム」での説明から、花王と言う会社の創立者である長瀬富郎氏は岐阜の恵那市
(現中津川市)ご出身との事で、親近感も感じた次第です。会社そのものも「石鹸」の販売からス
タートし事業の業態も変化・拡大させながらも日本の「清浄文化」に多大な貢献をしている事も
知りました。
ヒトと暮しの「清潔」
「キレイ」を通した社会貢献が会社の合言葉との事ですが、既に 1939 年
には家事科学研究所を創設し、日本中に家事の実演・講習会や映画会を開催して啓蒙活動を行い
地道な活動を行ってきた結果が、今日の業績の良さを納得させるのに十分な説明でした。
台所洗剤や洗濯用の洗剤、シャンプーや石鹸・化粧品と言った我々の身近にある製品を主流にし､
常に使う側の意見を聞き、たゆまず改善しながら大き
く成長している会社の「隙の無い」体制の一部を見る
事が出来、大変楽しく二時間を過ごした見学会でした。
6) 見学会終了後には、夕日で染まるスカイツリーを横目
で見ながら亀戸駅前の懇親会場にて、10 名で更なる
親交を深める事が出来ました。
～ 以上 ～
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5.2. 第 10 回関東支部ゴルフ会の報告

ゴルフ会幹事

酒向

泰蔵（‘66、工化）

陽春の中、咲き乱れる桜を愛でながら、久しぶりのゴルフ会を楽しみました
コースは山梨県上野原市の上野原 C.C.。2 組 6 名の予定のところ、諸所の事情で 1 組 4 名になりま
したが、元気一杯楽しむことが出来ました。
通常は白マークで行いますが、我々の平均年齢が 75 歳になったことから、今回からゴールドマー
クで行いました。このため、比較的コースを楽に攻めることが出来、これからのゴルフの楽しみにな
りました。成績は下記のとおりになりました（新ペリア方式）
1 位 酒向 泰蔵 2 位 浅野 弘 3 位 須藤 良久 4 位 鷲野 嗣朗
スコアーは各自満足できませんでしたのは、基本的な技術の未熟さが、まだまだ多く、しかし、ます
ます技術習得に磨きをかけていこうと皆で誓い合いました。
最後はレストランで日ごろの家庭瑣事などで笑い合い、今後の健康を誓いあいました。その時の写真
を見てください
次回は第 11 回として 6 月ごろを予定しています。是非多くの参加を期待しています

6. 編集後記
★

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
究科 ご連絡先をご記入の上、jimu@gifu-u-kanto.com

岐阜大学工業倶楽部関
東支部のホームページ
は､こちらからアクセス
してください.

https://www.gifu
-u-kanto.com/

学部・研

までご連絡くだ

さるようお願いいたします。
★

ニュースレターNO．19 を発行いたします。
表紙写真を No.13 から３年間続けてきた、表紙 = 黒野キャンパス、裏
表紙 = 旧那珂キャンパスから､今回より、母校だよりにちなんだ写真に変
更しています。
裏表紙には、関東地方にある岐阜にゆかりの名所・旧跡とするはずで
したが、いきなりの方針変更で､表紙写真と同じ各務ヶ原大橋とさせてい

QR コードをスマホで
撮影してもアクセス可
能です。

ただきました。次回から、新方針に則って名所・旧跡としますので、お勧
めの情報や写真の提供をお願いします。

～以上～

会報委員
高尾 英次郎

岐阜大学工業倶楽部関東支部ニュースレターNo.19
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土木学会デザイン賞ホームページより 2015 年度 土木学会デザイン賞 優秀賞受賞
http://design-prize.sakura.ne.jp/archives/result/228

各務ヶ原大橋

(母校だより関連 8 ページ)

2013 年 3 月、木曾川を渡河する全長 594ｍの道路橋「各務原大橋」が完成しました。
魚の背びれ（フィンバック）の形をした構造壁や曲線を多用した断面形状など、デザ
イン性の高さが大きな特徴となっています。
橋の構築には、橋がつながった部分と移動架設桁を経由して橋を架ける、張出し架設
工法（P＆Z 工法）を採用しています。この工法では、架設桁以外の工事仮設備が不要
となるため、一般工法と比べて工期を約 2 年間短縮することができました。
これほど大規模な橋の建設を市の事業として行うのは全国でも珍しく、施工中の見学
者数は延べ 2500 名に達しました。(清水建設㈱ホームページより引用)
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