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設立）は、地域における産業・教育・文

化の振興、産業技術の高度化と地場産
業の活性化および快適な社会環境を築
くため、産官学連携のもと、これに必要
な事業を実施するとともに、岐阜大学
研究推進・社会連携機構が行う各種活
動を支援し、もって地域社会の発展に
寄与することを目的としています。

1 「岐阜大学フェア 2012」を地域交流協力会が共催
本年 11 月 2 日（金）
、3 日（土）の 2 日間にわたって、
「学び、究め、貢献する岐阜大学─大学の今を知る─」
をテーマに岐阜大学キャンパスを会場として、
「岐阜大学フェア 2012」が開催されました。
今年度も前年度同様、全学を挙げた事業であることを受け、地域交流協力会では共催機関として岐阜大
学フェアの開催を支援し、2 日間で延べ約 1500 名の方にご参加いただきました。
地域交流協力会では「岐阜大学フェア 2012」の初日に、
「秋の特別講演会（次ページに詳しく紹介）」を
大学とともに主催し、大学の研究テーマをパネル展示した第二生協では、会員の皆様との交流を優先的に
行うのをねらいに「ランチ交流会」を実施しました。パネル展示は両日にわたり行われ、全学部にわたる
大学研究室や県の公設試験研究機関、岐阜市、高山市、多治見市、各務原市、郡上市の連携自治体の合計
114 枚のパネルが並びました。地域交流協力会もパネル出展し、来場者の皆様や岐阜大学関係者に対して
地域交流協力会の事業活動などの説明を行いました。
会員の皆様からも声を掛けて頂きありがとうございました。

岐阜大学フェアのオープニング

パネル展示の様子

2 秋の特別講演会の開催
岐阜大学地域交流協力会は、
「岐阜大学フェア 2012」の共催機関として、11 月 2 日（金）に「秋の特別講
演会」を岐阜大学とのコラボレーションにより開催しました。
秋の特別講演会の開催に先立ち、森学長から「岐阜大学フェア 2012」の開催挨拶でも、この特別講演会
のご紹介をいただきました。森学長に続いて小川会長が挨拶をいたしました。
講演会場となった講堂では、会員の皆様を始め、企業、自治体、学内からも教職員・学生など計 170 名
の皆様にご参加いただきました。
森学長から、われわれがいま直面している産業経済界のいろい
ろ難しい局面に対して、大学がどのように社会に貢献できるのか
と考えさせられており、そのためにはまず私たちの大学を良く知っ
ていただこうということで、スローガン「大学の今を知る」をテー
マに大学フェアを開催し、大学の教育・研究内容を紹介する 114
枚（昨年は 99 枚）のパネル展示、研究室見学、実験教室および模擬
授業等を通して、大学の現状を各界の皆様に紹介したいという挨
拶があり、一方、地域交流協力会については、常日頃より大学との
連携諸活動において大変お世話になっていること、地域交流協力
会会長の小川会長より今後のあり方についても頼もしいご提案を
いただいていることなど、感謝の言葉をいただきました。
小川会長から、協力会は平成 13 年、132 名の会員から始まり直近では 213 名の会員ということで、大
学関係者、先生方、会員の皆様方には、いろいろな方面でご指導・ご協力を賜り心から感謝していること、
岐阜大学では、8 月に産官学融合本部が研究推進・社会連携機構に組織変更され、より大きな先端的な研
究を進められ、地域社会に貢献する世界的な観点からの大きな成果を近い将来実現されることを期待し、
ノーベル賞受賞の山中伸也先生の研究スタンスを例にあげ、大学と地域及
び産業界が一緒になって、会員の皆様方からもいくつかの委託研究、共同
研究が推進されるようなきっかけの場を考えており、先生方の持っておら
れるシーズと会員の皆様がもっておられるニーズ、あるいはそのねらいが
マッチングできる機会（例えば「オープンラボツアー」）をより多く持ちた
いこと、経済環境の厳しさが増している状況下、こういう時こそやはり、大
学と連携してしっかりした研究開発、技術開発そして製品化あるいは生産
技術の進化（深化）といったことを進めて、コストでは負けない、当然なが
ら機能でも負けないそうした技術品質、そういったものを開発して世界に
打って出るということが一番の解決策ではないのかと考えますので、ぜひ
これからも協力会活動、先生方と会員の皆様方との連携・協力を進め、い
い成果をこれからも求めていきたいという挨拶がありました。
続いて、小見山理事より産官学融合本部から新しく組織変更した「研究推進・社会連携機構」の仕組み
について、
「研究を推進し社会との連携を推進していく」という融合本部と全く変わらない理念であるこ
と、研究推進・知的財産・産学連携および地域連携の 4 つの部門、プロジェクト研究センター、大学の強
みをグループ化した学術院で構成していると説明紹介があった。

［講演１］
岐阜大学複合材料研究センター
センター長 三宅卓志 教授
複合材料研究センターは平成 24 年 4 月に、地域企業からの相談・
共同研究を通じて複合材料に関する地域ニーズに応えること、国や
他地域で行われている複合材料の研究やプロジェクトと連携し、地
域に最新情報を提供することを目的として設立された。金型創成技
術研究センターと連携し、製造業から強く要望されている ｢高速成形
加工技術の開発｣ を推進している。

講演概要

近年は複合材に対する関心が高いことから、地域の大きな期待を受けて 4 月に発足した。
このセンターがどのような体制で何を目指しているのか、具体的にどういうことをやっていくのかということ
を紹介したい。
今をさかのぼること 2 年前の 2010 年、この地域の産業振興に複合材料を生かせないかということで、岐阜県・
川崎重工・岐阜大学間で総括協定を締結し、県は関市に約 40 の評価試験設備を備えたぎふ技術革新センターの
設立とその支援として運営協議会を発足させて連携の仕組み作りを行ったこと、岐阜大学としては学の役割を果
たすために、複合材料のアカデミックセンターを立ち上げようということで、研究の推進・人材の集積を図り、
地域ニーズにあった地域のものづくりに本当に活用できる研究開発に取り組みその成果を企業に対して技術指
導・技術支援をしながら課題解決、複合材料の応用研究開発に取り組むねらいで本センターを設立した。
地域のものづくりに使えるようにということでありますので、地域のものづくり、地域の企業の特徴について
少し着目した形で事業展開することになり、この地区は中小企業率が高い自動車と電気関連の企業が多いという
ことで中小企業が展開可能な技術、なるべく地域にて隣接する部分のものづくりがこなせるように生産技術の上
流から下流まで幅広く押えて研究開発をし、中小企業が使える従来設備・従来技術と親和性のある製造技術を考
慮して研究開発を進めてゆく方向で考えている。
現在、課題の一つ一つの解決に向けて具体的な目標設定して研究に取り組んでいる状況で、もう少し研究が進
めば、その結果について情報発信ができてゆくと考えているので期待していただきたい。

［特別講演］
「日本の宇宙開発の現状と展望」
宇宙航空研究開発機構（JAXA） 広報部長

寺田弘慈 氏※

日本の宇宙開発利用を取り巻く状況のほか、ロケット、人工衛星、宇宙科学、月・惑星探査、国際宇宙ステーショ
ンおよび航空分野における宇宙開発の現状と展望についての紹介、そして、JAXA 産学官連携活動や中部地域に
おける JAXA の取り組みなど８項目について講演していただきました。

講演概要

1．宇宙開発を取り巻く環境
日本の宇宙開発は 1955 年の「ペンシルロケット」から始まりすでに 57 年目を迎えている。平成 20 年 5 月に「宇
宙基本法」が①国民生活の向上②経済社会の発展③世界の平和及び人類の福祉の向上の目的で成立した。
「宇宙基
本法」に基づき日本の国家戦略としての「宇宙基本計画」が平成 21 年 6 月に決定され、基本計画の目指す 6 つの
方向性とその実現のための 9 つのシステム・プログラムが策定され、研究開発力を高めつつ、宇宙の利用を重視
する政策が示された。

日本の宇宙予算は NASA の約 1/10 で 1,800 億円、宇宙機器産業の
売上高は約 2,600 億円、宇宙利用サービス産業は約 7,400 億円でトー
タル約 1 兆円に過ぎない。限られた予算で日本の宇宙開発は進められ
てはいるが、国際宇宙ステーション参加 5 カ国の中にも入っており健
闘している。
2．宇宙輸送
宇宙へ確実に衛星を打ち上げるあるいは物資の輸送のためのロ
ケット技術は 2001 年「H －Ⅱ A」に移行してから信頼性が大きく向
上し、米国、ロシアに肩を並べるまでになり、平成 24 年 5 月には初め
て海外から受注した韓国の衛星の打ち上げにも成功している。
今後は 2013 年に H －Ⅱ A の廉価版の個体燃料ロケット「イプシロ
ン」の打ち上げ、2020 年頃までに、有人輸送を見据えた次期基幹ロケット：H －Ⅲラインナップを開発・構築し、
有人ロケットおよび有人宇宙船に対応する計画である。
3．宇宙利用
日本の静止衛星は、主に通信・放送・気象の分野において幅広く利用されており、宇宙空間の利用により優れ
た情報収集・伝達網を実現し、気象衛星「ひまわり」に代表されるように、地上からは見えない当たり前のインフ
ラを形成するという、日常生活に密接に関係した存在となっている。昨年の東日本大震災では、
「きく 8 号・きず
な」という 2 つの通信衛星による支援活動は、地上通信手段が復旧するまで大きな力となった。また、陸域観測技
術衛星「だいち」は津波被害地域の詳細把握をすぐ確認することに役にたった。
4．宇宙科学と宇宙探査
宇宙の構造と進化に迫る「X 線天文衛星すざく」や「赤外線天文衛星あかり」、太陽の爆発現象のメカニズムを
解明する「太陽観測衛星ひので」などは着実にその成果を積み重ねている。7 年の月日をかけて帰還した「はやぶ
さ」は、世界で初めて小惑星から物質を持ち帰った探査機として世界中を感動に巻き込み、国内では 3 本が映画
化され JAXA を一躍有名にした。2014 年には「はやぶさ 2」の打ち上げが予定されている。更に、月探査計画も進
めており 2020 年頃を目標に実現させたい。
5．国際宇宙ステーション
2009 年 7 月日本実験棟「きぼう」が完成、2011 年国際宇宙ステーションが完成し、現在までに日本の宇宙飛行
士 4 人が送り込まれ、2015 年までにさらに 2 人が滞在する計画である。
国際宇宙ステーションへの物資輸送手段として、スペースシャトルの代わりとして日本が開発した「宇宙ス
テーション補給機こうのとり」が今年 7 月打ち上げられ、その運用に成功している。
6．航空の研究開発
世界の航空旅客輸送量は今後 20 年間は平均 4.8％で成長し、約 2.6 倍の旅客規模になり、それに従い運行機材
数は今後 20 年間で約 2.0 倍となり、29,800 機の新造機の需要が見込まれ航空産業は確実な成長が期待される産
業である。JAXA は航空機の基礎・基盤研究を推進し、日本の航空科学技術水準の向上、国産旅客機の開発、安全
性、環境適合性など社会的要請に応える航空科学技術を研究・貢献している。
7．宇宙技術のスピンオフ
宇宙技術で培われた基盤技術の応用により商品化された技術例が 9 点紹介され、その身近な例としては ◆個
体ロケット点火技術⇒エアバッグ ◆宇宙機の構造に関する研究論文⇒キリン缶チューハイ「ダイヤカット缶」
などがある。
8．JAXA オープンラボ
JAXA と企業・大学などが連携協力し、それぞれが得意とする技術・アイデア・知見などを結集して、共同研
究により、宇宙航空発の新しいビジネスや魅力的な宇宙航空プロジェクトの創出を目指すための枠組みで、
JAXA の技術・知見、データなどを企業・大学などに活用していただいて、新しいビジネスの立ち上げや新しい
商品・サービスの開発を行ったり、企業・大学などの有するユニークで優れた技術を宇宙航空プロジェクトに応
用することを目指しているものである。
岐阜大学工学部も、平成 24 年より JAXA のオープンラボに連携参加し、共同研究を行っている。

※立川理事長が講演されることになっておりましたが、急遽都合により、代理として寺田広報部長が講演されました。

3 交流空間「遊 Go」の開催（7 〜 11 月）
毎月第２金曜日は、いつもの場所で ! 研究推進・社会連携機構・エントランスホールに集合。
◆事前申込みは必要ありません。ご都合の良い時間帯にお越しください。
［時 間：17 :30 〜

場 所：研究推進・社会連携機構部・エントランスホール ]

◆会費：500 円（地域交流協力会が当日徴収します。）
※岐阜が誇る地酒や「共同研究開発された食品」をご用意しています。
飲食物の持ち込み・差し入れ可能です。飲酒後の自動車運転は絶対しないでください。

7 月 13 日

9 月 14 日

41 人参加

36 人参加

㈾平野本店【積翠】

杉原酒造㈱【黒米酒】

平野醸造㈾【母情】

池田屋酒造㈱【富久若松】

布屋原酒造場【花酵母】

大塚酒造㈱【初霜】

郡上特産品【母袋いぶり豆腐
肉桂せんべい

8 月 10 日

明宝ハム

とろとろプリン】

39 人参加

所酒造㈾【房島屋】
JA ぎふ【枝豆】
岐阜大学農場【野菜サラダ】

㈲弓削銘水堂【沢あざみおから漬け（おむすび）】

10 月 12 日 35 人参加
二木酒造㈱【氷室

玉の井】

山眞産業㈱【バラのマカロン

11 月 9 日

バラのゼリー】

42 人参加

平和錦酒造㈱【寒椿

金泉】

㈲弓削銘水堂【豆腐】

遊 Go の優待券
		

2 枚を配布させていただきます。是非、ご活用ください！！
（点線にて切ってお使いください。）

4 10 月 26 日幹事会を開催
10 月 26 日（金）
､ 岐阜大学研究推進・社会連携機構の会議室にて第２回幹事会を開催しました。
本年度上半期の活動内容や 11 月 2 日（金）の「秋の特別講演会」の開催、岐阜大学フェアへの出展など
の報告が行われました。
また、岐阜大学キャリアセンターから「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」に
ついて説明があり、インターンシップ事業を中心とした本事業に対する協力要請がありました。

5 今後のスケジュール
○交流空間「遊Ｇｏ」
［毎月第 2 金曜日］ 平成 24 年 12 月 14 日
		

平成 25 年 1 月 11 日、2 月 8 日、3 月 8 日

○運営委員会

毎月末

○知的財産セミナー（プレ遊 GO）

場 所：研究推進・社会連携機構 １階ミーティングルーム
時 間：16：30 ～ 17：30

気楽に楽しみながら知的財産の法令、規則等を身近なものに！！
・最近話題になった「事例」で、知的財産を学ぶ 『偶数月』
・知財の「活用例」で、知的財産に親しむ
『奇数月』
〈講 師〉
弁理士 廣江武典

岐阜大学客員教授

〈申込先・問い合わせ先〉

弁理士 西尾 務

岐阜大学非常勤講師

TEL : 058-293-3183

研究推進・社会連携機構知的財産部門

e-mail : chizai@gifu-u.ac.jp

交流空間「遊 Go」へ

編集
後記

秋の特別講演会も皆様のご協力により無事終了することができましたこと、御礼申し上げます。
今年は、173 年ぶりに観測できた金環食、第 30 回のロンドンオリンピックに全国民が感動に湧き、秋には、山中教授のノーベ
ル生理学・医学賞の受賞を全国民が賞賛し、年も押し迫る師走には衆議院議員選挙と続きます。選挙結果がデフレ経済を払拭す
る、円高で苦しむ産業界を救う方向へ向かうことを願うばかりです。
【岐阜大学地域交流協力会事務局】

