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岐阜大学地域交流協力会（平成 13 年 5 月
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
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 ホームページをリニューアル
2013 年 9 月 30 日より、会員サービス向上の一環および会員と大学・地域と大学とのコミュニケーショ
ンツールとしての機能をアップして、リニューアル運用していますが、主なポイントは以下の通りです。
■トップページデザイン
街並みと大学との合成グラフィックを横幅いっ
ぱいにパノラマで配置し、岐阜大学地域交流協力
会（以下、地域交流協力会とする）が目指す地域の
活性と発展を連想させ、全体に白をベースに明度
が高めの青を使用し、ビジターに誠実さや知的な
印象を与えシンプルで清潔感のあるデザインとし
て、地域交流協力会のブランドイメージアップを
図っています。また、統一されたボタン配置、コン
テンツの整理により、見やすく使いやすいサイト
としています。
■メインコンテンツへのアクセス
使用頻度の高いメニュー 6 項目を選出し、ナビ
ゲーションとして上部に配置しました。

トップページ

浅いページ階層でビジターが容易に必要な情報へアクセスできるうえ、管理者側の記事の更新・管理
もしやすくしています。上部ナビゲーションは、視覚的にコンテンツと分離しやすくして、ホームページ
へのビジターが迷うことなく、探したい情報に的確に誘導できるデザインにしています。
■ブランドイメージ
岐阜大学のロゴを上部に掲載し、関連団体であることをアピールし、大学ブランドを意識したデザイン
としています。また、統一されたテンプレートを利用することでサイト全体の統一感を向上させるだけで
なく、地域交流協力会ブランドをユーザーに印象づけています。
■双方向性
当サイトは、地域や企業様とのコミュニケーションの場でもあります。会員企業様紹介メニュー、会員
様に問い合わせができるホームページへのリンクを配置するなど、ビジターの会員企業様との連携アピー
ルかつ、アクションを促すようなデザインにし、また、お問い合わせメニューを設置し、ホームページ上
から気軽に問い合わせできるようにしています。

2 「岐阜大学フェア 2013」を岐阜大学地域交流協力会が共催
11 月 1 日（金）、2 日（土）の 2 日間にわたって、
「学
び、究め、貢献する岐阜大学

─地域にとけこむ大

学─」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 2013」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 1,000 名
以上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 2013」の初

岐阜大学フェアオープニング

日に、
「秋の特別講演会（以下に詳しく紹介）」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、一般公開前に会員の皆様と大学教員が
交流を行う「ランチ交流会」を開催しました。今年の
ランチ交流会は、会員様の関心が高い 3 テーマについ
て教員がプレゼンを実施し、名刺交換や意見交換を行
う時間を設けました。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、郡上市の連携自治体の合計 85 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。

ランチ交流会の様子

3 秋の特別講演会の開催（第 14 回）
地域交流協力会は、
「岐阜大学フェア 2013」の共催機関として、11 月 1 日（金）に「秋の特別講演会」を
開催しました。
秋の特別講演会の開催に先立ち、小見山理事から「岐阜大学フェア 2013」の挨拶でも、この特別講演会
のご紹介をいただきました。小見山理事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 140 名
の皆様にご参加いただきました。

小見山理事の挨拶
岐阜大学フェアは、教育・研究の内容を知っていただく
催しで、研究を紹介するパネル展示、研究室見学、実験教
室、模擬授業など楽しいイベントを用意しています。この
機会に現状を知っていただいて、岐阜大学がご協力できる
ことがあれば幸いです。岐阜大学フェアの今年のスローガ
ンは「地域にとけこむ大学」でございます。実は今年度、岐
阜大学は文部科学省の「地（知）の拠点整備事業」
（通称
COC：center of community）に採択され、この事業のス

小見山理事挨拶

ローガンがこれでした。これまで大学が行ってきた教育・研究を、更に岐阜地域に向けて大学が邁進して
行こうという取り組みでございます。この取り組みの内容は、小川会長はじめ地域交流協力会の皆様に詳
しく説明する機会をあらためて持たせていただきます。
岐阜大学は、総力を挙げて岐阜の産業界とともに、“ モノづくり ” の視点をプロモートしてまいります。
地域交流協力会の皆様と、また新しい輪を重ねて進ませていただきたく、今後ともご支援、ご協力を賜
りますようよろしくお願いいたします。

小川会長の挨拶
本日は、岐阜大学フェア 2013 と共催し、青山千春先生
を迎え、地域交流協力会「平成 25 年度秋の特別講演会」を
開催いたします。本日の講演では、海洋学は当然ですが、
海の現場に入って実践的な研究をされている先生のホット
な情報が聴けるのではないかと思っております。地域交流
協力会は平成 13 年にスタートし、当時 132 名の会員でし
たが、現在では、210 名の会員まで増えており、大学との
交流が深まっていると感じております。
先ほど小見山先生から「地（知）の拠点整備事業」に採択

小川会長挨拶

されたというお話がありましたが、
「ち」というのは地域の “ 地 ”、知性の “ 知 ” に加え、血潮の “ 血 ” がな
いと地域の活性化にはつながらないと思います。ぜひ産学官の交流では、今まで私たちが地域交流協力会
でやってきたことを、1 つ 1 つ検証しながら推進していただければ幸いかと思います。
一方、経済界ではアベノミクスでデフレ脱却ということですが、消費税率のアップといったことも含
め、景気の動向も気になりますが、それよりもやはり、技術開発をモノづくりの現場へどうつなげていく
かを考えることによって、活性化が図られるのではないかと思います。
今後も、
「地（知）の拠点：地域にとけこむ」大学と協力会との繋がりがより深まると確信しておりますが、
これからも皆様方のご支援・ご指導賜りますようお願い申し上げます。

［特別講演］
「希望の現場、メタンハイドレート」
株式会社独立総合研究所 自然科学部長

青山千春 氏

メタンハイドレートは、海底（下）のメタンと水が結合してできた天然ガスの一種で、見た目が氷に似
て、火を近づけると燃えることから “ 燃える氷 ” と言われています。このメタンハイドレートは、石油、石
炭、天然ガスに続く “ 第 4 の資源 ” になるのではないかと注目を浴びています。
メタンハイドレートを世界で初めて計量魚群探知機で発見された、株式会社独立総合研究所の青山千
春氏にメタンハイドレートについて、講演していただきました。

講演概要
1．メタンハイドレートとは何か
メタンハイドレートは、海底（下）のメタンと水が結合してできた天然ガスの一種で、見た目が氷に似てお
り火を近づけると燃えることから “ 燃える氷 ” といわれている。体積の 170 倍のメタンガスを含んでいる。
2．日本周辺にはどんなふうに賦存している？
日本周辺にはメタンハイドレートが多く存在してい
る。日本海域で 100 〜 200 年分の天然ガスがあると言
われている。
3．魚群探知機でメタンハイドレートの何がわかる？
計量魚群探知機で海中を見ると、水中のガスなどの
挙動が把握できる。
メタンハイドレートの浮上速度は時速 800m である
ことがわかった。

講演の様子

漁船で使う魚群探知機でも、メタンハイドレートプルームのイメージが見える。
4．メタンハイドレート研究開発動向と日本海連合のきっかけ
■太平洋側のメタンハイドレートの生産方法
腑存状態…南海トラフには水深約 1,000m から 2,500m の海底 200m−300m のところの砂の層に広く

薄く存在する。
生産方法…海底油田の方法の応用、熱分解法、減圧法。
■日本海側のメタンハイドレートの生産方法
腑存状態…水深約 1,000m の海底表面や、海底下 100m 程度
の泥の中に塊状で濃縮して存在。全てがわかって
いない。
生産方法…まだ開発段階に至っていない。海洋土木的手法が
有効。解離チャンバー法。
メタンハイドレート研究開発には、政府より自治体が先行し

講演の様子

て関心を示し、将来の雇用促進、地域活性化等を見据え、1 府 9 県で「海洋エネルギー資源開発促進日本
海連合」を組織し、政府へ開発推進の提言を行っている。
5．メタンハイドレートが実用化されると私たち国民にどのような恩恵があるのか
技術の輸出で開発費の元をとることができ、天然ガスの輸入価格交渉が有利になる。また、輸出コスト
の安い既存の施設が利用できる。身近なところでは、日本海側の雇用が盛んになり活性化する。電気代ガ
ス代も下がることが予想される。
6．実用化するために克服しなければならないことは何か
他国でもメタンハイドレートの研究を進めている。そこで、我々は、メタンハイドレートに関する意識
を変える必要がある。政府は子々孫々の事を考えて戦略を立て、研究開発者は国益を考え研究する必要が
ある。日本は資源のある国だということを忘れてはならない。

［講演後の懇談と研究シーズパネル見学］
青山先生は講演後、小見山理事・武内地域連携部門長・木村学術国際部長との懇談に引き続き、岐阜大
学の研究シーズに大変ご興味を示され、地域交流協力会内田理事（兼教授・産学連携部門長）の案内で、
第二生協でのパネル展示を熱心にご覧になられました。

懇談の様子

パネル見学の様子

4 10 月 25 日幹事会を開催
10 月 25 日（金）
、岐阜大学研究推進・社会連携機構の会議室にて平成 25 年度第 2 回幹事会を開催し
ました。
本年度上半期の活動内容・今後の活動計画（産官学交流会、出前セミナー、ラボツアー等）
・秋の特別
講演会などの報告が行われました。

5 毎月開催「知的財産セミナー」
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〉
研究推進・社会連携機構知的財産部門

編集
後記

弁理士 西尾 務

岐阜大学非常勤講師

TEL : 058-293-3183
e-mail : chizai@gifu-u.ac.jp

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。
今年の講演会は、産業界の米であると言っても過言ではない「エネルギー問題」に関心を持っていただく機会を提供いたしま
した。近い将来、メタンハイドレートの工業生産実用化により、円安がもたらすエネルギー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］

