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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
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 理事会および総会の開催報告
平成 25 年 5 月 24 日（金）、じゅうろくプラザにて理事会
を開催後、平成 25 年度総会を開催し、下記の議事につい
て報告・審議され、承認されました。

○ 第 1 号議案：
平成 24 年度事業報告および決算報告について
理事会の様子

○ 第 2 号議案：
平成 25 年度事業計画および予算計画について
○ 第 3 号議案：
平成 25 年度役員について
○ 第 4 号議案：
協力会会則および幹事会規定改定について

平成 25 年度からの新役員体制として、太平洋工業（株）
代表取締役社長 小川信也様をはじめ各役員が再任される
総会の様子

とともに、次の方々が新たに役員に加わりました。新理事として、岐阜大学研究推進・社会連携機構（以後、
機構）産学連携部門長

内田裕市様、機構地域連携部門長

武内康雄様、岐阜大学学術国際部長木村晴茂

様が就任されました。
また新参与に岐阜大学教育学部長
様、同工学部長

早川万年様、同地域科学部長

六郷惠哲様、同応用生物科学部長

竹内章郎様、同医学部長

清島満

福井博一様が就任されました。

なお、理事会では議事終了後小川会長より、平成 25 年度の機構との共催事業計画のラボツアー・出前
セミナー等には期待をしており協力会としても協力は惜しまないという、発言がありました。
また、総会では小川会長より、日頃の会員の皆様の協力会事業へのご協力に対しての謝意と、大学に新
しくできた機構と連携を密にして協力会の事業を進めていきたい旨のお話がありました。
更に、株価・為替が乱高下し現況経済が大変厳しく不安定な中では、技術開発が重要であり、協力会で
大学との連携を密に協働してゆく企業単位の諸活動は大きな力になるのではないかと述べられ、本年度
の諸活動にも今まで以上に参加していただきたいと、会員の皆様への協力依頼がありました。

2 研究推進・社会連携機構と
岐阜大学地域交流協力会について
小見山理事より、産官学融合本部（以後、本部）か
ら機構への組織改革背景と組織の構成および役割並
びに岐阜大学地域交流協力会との関わりについて、
以下のような説明がありました。

[ 組織改革の背景 ]
本部から機構への組織改革は、昨年の 8 月、大学
の一元的かつ学内横断的な組織を研究支援という視
点から整備しないと「大学が危ない」ということから
改革を進めた。

機構についての説明の様子

その背景は大学の事情でもあるが、1 番目の背景は、研究を行う上で各種のコンプライアンス例えば安
全保障貿易管理や生物多様性に関係するようなことなどがどんどん崩壊し、先生方の研究業務の上でコ
ンプライアンスをクリアするということが大変な作業になってきた。
2 番目の背景が、最も重要な背景となるが、大学の研究というのは教育にリターンしていくわけで、大
学の教育は研究者がやる教育、科学の言葉の上に基づいた教育であり、その中でそれぞれの先生方に「ど
ういうことで一番お困りですか」とアンケートをした結果、一番大きな事は、少し意外だったが「研究時
間が足りません」という厳しい回答であった。これはいろいろな教育改革により、10 年前とは比べ物にな
らないくらいの業務を先生方がやらなければならないことに端を発していると理解し、先生方が研究時
間を確保するにはどうしたらよいかを考えた。大学本部として時間を保証するくらいいろいろなものを

支援していくことにより、研究時間を確保するしくみを設けた。
3 番目の背景は、現代社会が必要とする研究に対する課題は従来のように農学なら農学の分野、工学な
ら工学の単独の分野でできるものもあるが、今広がっているのは広領域にまたがるもので、部局単独では
できない研究が増えてきた。したがって大学ではそれを俯瞰しながらコントロールするような機構（しく
み）を考えなければならないということになった。
以上大きく 3 つの背景からこの機構組織にした。

[ 各部門の職務内容について ]
研究推進部門：コンプライアンスを一元的にクリアする業務、URA（岐阜大学として初めて）の職をい
れていろいろな公募情報の整理提供・申請書作成（研究者本人で書けない所はお手伝いするという業務）
を行う。これによって研究者は相当な時間節減ができる。
知的財産・産学連携部門の説明に続いて
地域連携部門：企業、自治体、NPO 法人との連携推進と地域社会との連携推進を実施する部門。
従来の本部で行ってきた知的財産・産学連携部門はそのままでパワーダウンにはなっていない。大学
はこれから「地の拠点」になろうとしているので、従来の部門に研究推進部門、地域連携部門を加えた形
の組織にした。

[ 機構の中のもう 2 つの要素 ]
1 つは、プロジェクト研究センターという要素で、現在 6 つの組織がある。これらは大学を特徴化する
センターでその特徴は、先生方からボトムアップで申し出ていただき特徴化する。それを大学側が認可し
て、育てていくものがプロジェクト研究センターである。
大学を特徴化するもう一つの要素として学術院がある。学術院というのは、大学がトップダウンで特長
を創る研究組織である。岐阜大学は環境科学、生命科学の研究に力を入れたいという方針の下、関係する
先生で学術院を創り、現在この 2 つの学術院がある。

[ 機構のそれぞれの部門と地域交流協力会との関係 ]
機構のそれぞれの部門と地域交流協力会との関係で一番重要な事は、
「相互に協力する」ということで、
協力会とは特に産学連携部門と相互に協力をしながら交流をしたり、シーズ・ニーズのマッチング、技術
交流研究会の募集など、いろいろな場面を創りながら技術相談や共同研究などの連携機会を増加させて
いくこと。そして、岐阜県内の産業活動を大学としては及ばずながらプロモートさせていただきたいと考
えており、他の 3 つの部門も協力会に密接に関係している。その理由は大学の研究力を維持できて初めて
企業へ貢献協力ができる訳で、ともすると大学にはいろいろな課題があるが、それをできるだけ緩和し、
研究力を可能な限り上げていくことでこの 3 つの部門と産学連携部門が協力しながら地域交流協力会を
盛り上げていきたいと考えている。機構は、産官学融合本部を発展改組した組織であるが、岐阜大学はそ
れ以上の機能をこの機構に付加し、大学での研究を一丸的に俯瞰して支援する構図をとることにした。
岐阜大学地域交流協力会の皆様にはこういう形でこれからもよろしくお願いしたい。

3 記念講演会および協力会フォーラムの開催報告
[ 森学長の挨拶 ]
小川会長には長く会長職を賜り大変感謝していると
の謝意がありました。
社会からはいまどき大学を出てくる若者は、考えるこ
ともできないし知識もないしコミュニケーション能力
もないといろいろご批判がありますが、若者の人材育成
のために、4 年ないしは 6 年という短い間に大学も微力
ながら教育の質の保証・向上に向けて努力しております
森学長の挨拶の様子

が、産業界、経済界の方々にもある程度辛抱強くこの社
会人一年生を育てていただく、また通年採用の拡充につ

いてもご検討をお願いしたいと述べ、岐阜大学地域交流協力会の皆様にはいろいろお世話になるとは思
いますが、今後共よろしくお願いしたいと挨拶がありました。

[ 記念講演会 ]
森松工業（株）松久信夫社長が「日本で座して死を待つか、リスク覚悟で海外進出か！」と題して講演さ
れました。講演前半では、平成 24 年 9 月にテレビ朝日「報道ステーション」で森松工業が特集されている
番組のビデオが上映されました。この番組では、森松工業が、このタイミングで中国で大成功しているそ
の傑出ぶりと経営者の覚悟のほどや、その成功の陰には「納税をするというセーフティネット」と「独創
的なアイデアが生み出す地域貢献」が存在し、この会社の圧倒的な強みであると紹介されていました。
講演会には、会員企業の方や市民ら約 170 人が参加されました。

[ 記念講演会概要 ]
現在、尖閣問題など日中関係が非常に厳しい状態にお
かれているものの、経済では日本にとって中国無しでは
経営が成り立たない、国が成り立たないと言われるくら
い中国とは密接な関係にあり、私のような技術屋から見
ると、猛烈な勢いで中国の製造業が力をつけつつあるな
かでこれは日本の脅威になるなと、一つ間違えば日本か
ら技術が消えてしまう、製造業が無くなってしまうので
はないかとそんな危機感すら感じている。
中国（世界）の工場の経営について、社長は各工場に

松久社長講演の様子

設置されたウエブカメラを通して、毎朝全工場のラジオ
体操を見る。稼働中は何よりも安全な作業をしているか、危険な作業をしていないか、無駄な作業をして

いないかを、会社に出勤しなくても世界中どこにいても自分の眼で正確に現状把握できる。このように IT
を駆使すれば、8 工場を見て回ると 2 ヶ月かかることを 30 分で確認できることになり、
「私は絶対に会社
に出ない在宅勤務」自分の旅先が司令塔というつもりでいる。
一つの事にこだわることなく全方位でいろいろな体験をする。例えば、自分で開発したものを日本中一
人で売りに行き営業のノウハウを身につけたこと、自費で欧米視察したこともある。世界のメガ企業と直
接取引をするには日本でなく中国をはじめ世界に工場を持たなくては実現できないと考えたことなどの
積み重ねで今日の森松グループがあると思っており、その底流には自分の趣味である「どこまでいっても
研究開発」意欲が流れている。
更に、人材の採用について、私は 30 年前からことある毎に、社員に「国籍、宗教、性別、学歴、職歴、年
齢を問わない」どこの国の人でもいいと言っており、結果的に現在 16 カ国の社員が働いている。また、中
国工場約 100 人の営業部隊は、世界を飛び回る女性営業部長をはじめ、営業幹部はすべて女性であり、世
界の一流企業と同様に幹部に登用している。
最後に、中国ビジネスの留意点（中国人気質）について、日本から中国へ出て行った企業から、お金をた
くさんもらった、技術もしっかりもらった、もう取るものがないという段階で自ら日本に逃げ帰るとい
う、これがテイク＆テイクでギブ＆テイクの精神は中国（外国）には無いようであると締めくくられた。

[ 協力会フォーラム・交流会 ]
講演会終了後、平成 24 年度の岐阜大学技術交流研究
会の活動成果を発表する場である協力会フォーラム・交
流会を開催しました。
フォーラムでは平成 24 年度分・26 研究会のパネルを
展示し、事務局が選定した代表研究会のショートプレゼ
ンと、全研究会の紹介および協力会新参与の挨拶が行わ
れ、その後の交流会では会員と研究者および大学関係者
との間で活発な意見交換・異業種交流が行われました。
約 100 名の方の参加がありました。

協力会フォーラム・交流会の様子

４ 11 月 1、2 日 岐阜大学フェア 2013 の開催案内
岐阜大学の全学的な事業である「岐阜大学フェア 2013」が 11 月 1、2 日に開催されます。
岐阜大学地域交流協力会では、本フェアを支援するため、フェアに合わせて「秋の特別講演会」の開催
を予定しております。なお、
「秋の特別講演会」の内容が決まり次第、会員の皆様にご案内いたしますので、
ご参加のほど、お願い申し上げます。

５ 平成 25 年度活動支援岐阜大学技術交流研究会一覧
所
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名

称

教育学部

教授

巽

徹

GIFU 英語指導法開発研究会

地域科学部

准教授

三井

栄

中部三県景気予測プロジェクト研究会

地域科学部
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牧

地域科学部

講師

小西

豊

大学院医学系研究科

教授

藤田

廣志

歯科画像診断支援システムの実用化推進技術交流研究会

大学院医学系研究科

助教

佐藤

正夫

岐阜リウマチケア研究会

医学部

准教授

髙橋由起子

Gifu クリティカルケア看護情報研究会

医学部

准教授

今田

葉子
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教授
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晴久
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工学部

教授

髙木
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工学部
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内藤
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リラクタンスモータ実用化技術交流研究会
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岐阜地下水環境研究会

工学部

准教授

毛利

哲也

人間支援システム研究会

工学部

准教授

武野

明義

クレーズナノ多孔ファイバー実用化研究会

工学部

准教授

大谷

具幸

岐阜温泉科学研究会

工学部ものづくり技術教育支援センター

副センター長

水上

精榮

長良川エコツーリズム研究会

応用生物科学部

教授

福井

博一

岐阜県のブランド鉢花物育成研究会
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教授

土井

守

応用生物科学部

准教授

大場

恵典
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センター長
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比較腫瘍学研究会

生命科学総合研究支援センター

助教

鎌足

雄司

岐阜構造生物学・医学・論理的創薬研究会

総合情報メディアセンター

教授
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裕市

岐阜大学コンクリート研究会

総合情報メディアセンター

教授

篠田

成郎

ぎふ・森林起点型地域社会システム研究会

保健管理センター

助教

佐渡

忠洋

ぎふ事例研究会

編集
後記

秀樹

英語教育研究会
岐阜地域活性化研究会

希少動物人工繁殖研究会

今年の総会も、会員皆様のご協力により無事終了しました。
後日、記念講演会御礼に松久社長にお会いした時、講演の補足として、次の 2 点を会員の皆様に伝達してもらいたいと、依
頼されましたので紹介いたします。
・企業経営ではリスク分散を考えること。全世界の企業と取引するすなわち「世界取引」をめざすこと。
・全業種との取引を考えること。しかも商社などを介するのでなくエンドユーザーと直接取引すること。
今年度は、岐阜大学研究推進・社会連携機構との共催でラボツアーなどの開催を企画いたしますので、皆様のご参加お待ちし
ております。
[ 岐阜大学地域交流協力会事務局 ]

