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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

５ 平成 28 年度総会開催案内

が行う各種活動を支援し、もって地域

６ 毎月開催「よくわかる知的財産セミナー」

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2015」を岐阜大学地域交流協力会が共催
10 月 30 日（金）
、31 日（土）の 2 日間にわたって、
「学び、究め、貢献する岐阜大学─地域と共に歩む
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 2015」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 2015」の初日
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、今年は大学の研究シーズ紹介会場を図
書館 1 階「アカデミック・コア」に移してパネル展示
いたしました。
パネル展示では、産業界で活用が期待される「もの
づくり・環境エネルギー・生命科学」関連の技術シー
ズ、先端技術を研究する各センター、5 学部及び連携
自治体など計 46 枚が紹介されました。

2 秋の特別講演会の開催（第 16 回）
岐阜大学地域交流協力会は「岐阜大学フェア 2015」の共催機関として、10 月 30 日（金）に「秋の特別
講演会」を開催しました。当日は会員の皆様を始め、計 118 人の皆様にご参加いただきました。開会に先
立ち、本学の福士理事と岡本会長が挨拶をいたしました。

福士理事の挨拶
ただいまより岐阜大学フェア 2015 が始まったわけであります
が今回の大きな特徴といたしまして会場が従来の食堂から図書館
1 階のアカデミック・コアで行うということになったことが大き
なところであります。
今回は厳選した研究シーズを展示していまして、岐阜大学が持
つ強み・特色さらに面白さという物をこれまで以上に味わってい
ただけるのではないかと思っております。
大学は敷居が高いと言われがちですが地域に溶け込んで地域の
皆様と共に全国さらに世界に羽ばたく大学になりたいと思っておりますので、その表れとしてもとらえ
ていただければと思います。
この岐阜大学フェアを皆様と共に盛り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

岡本会長の挨拶
本日は岐阜大学フェア 2015 に多数ご参加いただき、ありがとう
ございます。
平素は 230 余の会員の皆様、大学関係者の皆様には、協力会活
動にご協力いただきお礼申し上げます。
今年 2 人の方のノーベル賞の受賞が決まりましたが、梶田先生
の受賞は神岡にあるスーパーカミオカンデの成果であることか
ら、岐阜県民として誇らしく思います。
大学というのはそういった意味で社会に世界に貢献するために
学術的な研究を深め、そしてその成果を社会に還元するという大切な役割があります。
また一方協力会という立場で言えば岐阜県エリアでは岐阜大学の存在は非常に大きく、この地域での
知の拠点としての岐阜大学が、今社会で求められている地方再生・活性化に向けてどのような活用をし
ていくのかは重要な課題ではないかと思います。
岐阜大学のスローガンに「地域に根ざす・地域に貢献する岐阜大学」とあり、日頃先生方にお世話に
なっている共同研究・共同開発によって県内の中小企業の技術開発や新規事業についていろいろな意味
でサポートしていただくとか、最近では岐阜大学で勉強された学生のみなさんに地域での就職を促させ
ていただき人材の確保に努めるという、そういった意味での役割は大きいものと思っています。まさに

岐阜の宝の岐阜大学を地域の活性化のためにどのように役立てていくのかなど、考えていきたいと思っ
ています。
さて、本日の浅野社長のご講演ですが、結論からいいますと大変勉強になり最後には勇気をいただけ
るお話しになると思います。
零細であるとか下請けであるとか地方であるとか、いろんな意味で経営にとってマイナス面がたくさ
んあった会社をものの見事に復活させた名社長です。
経済産業省からも名誉ある賞も受けられています。
浅野社長の講演からは、ある意味では泥臭い・人間を裏切らない・正直であるとか大義をいだくとか、
最後は自分の未来は自分で切り開くという忍耐力と創造力が伺えるのではと思います。
知の拠点岐阜大学には様々な数の研究開発がありますが、それを世の中に出すためには一歩踏み込ん
だまさに浅野社長のような気持が必要ではないかと感じております。
我々企業経営陣にとっても一歩踏み出す勇気というものが自分の会社の発展、社会の発展に寄与する
のではないかと思います。
本日のご講演からは勇気をいただくと共に、知の拠点として期待される岐阜大学及び地域を支える会
員の皆様のご参考になればと願っております。

［特別講演］
「大義（たいぎ）～日本の撚糸技術の火を消さない～」
浅野撚糸株式会社 代表取締役社長 浅野雅己 氏
【講演概要】
本日はこのような機会をいただきありがとうございます。
かつてあこがれた大学で講演することは、大きな喜びです。
これから浅野撚糸を通して私が直面した困難やそこからどうやって
抜け出し、事業を回復することが出来るようになったかをお話しした
いと思います。
ただ、これは成功者の物語ではありません。我々は、今世界を目指し
て事業を展開しようとしているところであり、夢を追いかけている途
上の話として聞いてください。
撚糸業というのは、文字通り糸を撚る仕事に携わっているもので、
自分の会社でも装置は持っていますが、多くの協力工場さんの助力を
得て製造を行っています。
私が会社を継いだ 1990 年代は業績は順調で利益率も高く、いつの間にか自分は優れた人間だと考え
るようになってしまいました。
しかしながら 2000 年に入ると急に仕事が減ってきたのです。理由は、人件費の安い中国へ大手企業
が工場を移動し始めたとことです。ほとんど仕事が来ず、会計士さんにもあと 3 年で会社は破たんする
といわれました。

この時私には廃業という選択肢もありました。今までの順調な事業をおかげでいくばくかの貯金もあ
り、会社の持っている装置、土地も売却すれば相応のお金が手に入り、楽をしてその後をすごすことも
できました。父親も廃業を進めました。
忘れもしない 2003 年の正月、私は父親と向き合い事業を続けたいと言いました。その理由すなわち
大義は 2 つ。一つは協力工場さんが装置を導入するために抱えた借金を何とかしたいという思い。浅野
撚糸が順調だったので、みなさん設備を買われていたのです。もう一つは世界一と自負する浅野撚糸の
技術を絶やしたくないという思いがありました。
甘いといわれるかもしれませんが、この 2 つの大義を持って、事業継続を決意したのです。
こうやって困難な道を自ら選択して歩み始めましたが、そこでの苦労は想像を絶するものでした。売
り上げは最盛期の 1/3 になり、蓄えはどんどんなくなっていきます。やむなく一部の人の解雇も行いま
した。それらの人々には長く口も聞いてもらえなかった人もいます。今まで社長と呼んでくれていた取
引先にも、おまえ呼ばわりするところが出てきました。
精神的にも追い詰められましたが、父親の「浅野家はゼロから出発した。またゼロに戻っても元に戻
るだけ」という言葉に救われました。
中国に勝つためには、オンリーワンの技術しかない。そう考え必死の開発が始まりました。思いつく
あらゆる物─ゴム、鉄、わら─を撚りました。実験回数は数千回にも及んだでしょう。そんな時にクラレ
という会社のお湯に溶ける糸を出会いました。この糸と普通の糸を撚りお湯につけると糸の一部が溶け
て、隙間が多くある糸が出来ました。ついに独自の技術が出来たのです。特許も取得しました。しかし、
問題はこの糸を何に使うかです。技術はあっても売れるものが出来ません。ここから次の苦闘が始まり
ました。そんな時支えになったのが京セラ稲盛会長の「その開発に命をかけ、世の中に必要であれば必
ず神が降りる」という言葉でした。
そんな時おぼろタオルという会社と出会いました。この糸でタオルを編んだところ、柔らかく給水性
に大変優れたタオルが出来ました。このタオルに神戸のベビーアパレルの老舗が着目してくれて、製品
を扱ってくれるようになりました。初めて少し光が見えた瞬間です。しかしながら、そのあとの販路が
なかなか開拓できません。
こうなったら自分で販売しようと考え、なけなしの貯金をはたいて東京ビックサイトにも出展しまし
た。しかし 1 回出展したからと言って売れるわけではありません。この困難な時に、妻と一緒に入った
築地の寿司屋で改めて妻の横顔の美しさに感動し、この時の横顔をロゴマークにし、希望を込めてこの
タオルに「エアーかおる」という名前を付けました。
さて、名前を付けたものの次の手をどうしようかと考えていたところ、この商品に対して経済産業省
の支援が決まりました。神が降りたのです。このお金を元にビックサイトにそれから連続して出展する
ことが出来ました。また、大きな通販サイトでの販売も始まりました。ここからエアーかおるの快進撃
が始まりました。
売り上げも伸び、浅野撚糸の業績は以前の順調だった時期を超えて、過去最高を記録しました。協力
工場さんの借金もようやく返済されました。エアーかおるは、さらに今海外進出を目指しています。よ
うやく 2 つの大義と共に困難な道を選んだことが報われたのです。
皆様から、なぜ成功できたのかということを聞かれると、必ず「運がよかったから」と返事をします。

広辞苑によると運とは、世の中の動きなどを支配する人知・人力
のおよばない成り行き、とあります。しかしながら、運を呼び込む
ためには徳が必要です。2003 年の経営危機を招くまで、私は「自
省」をすることもなく不徳を重ねてきました。正しい「大義」を持
ち、
「苦労」で慢心や見栄を取り除き、
「和」を大切にし、
「利他」
「感
謝」の精神で「全力」を振えば必ず運は舞い込んできます。
そして常に大きな目標に向かって「夢」を持っていたい。
浅野撚糸は社名が示す様に撚糸業をなりわいとしています。エ
アーかおるは優れた製品であり、海外進出も目指していますが、当社はタオルを製造する会社にはなり
ません。
インテルを目指しますがアップルにはなりません。
本業の撚糸技術にこだわり、そこでまた独自の技術を開発して世界に打って出る。
これが私の現在「夢」です。
この大きな夢に向かって我々の闘いは、まだまだ続きます。
本日はご清聴ありがとうございました。
最後につらい時期をささえてくれた妻と社員、それからこの糸をタオルに編んでくれたおぼろタオル
さんに感謝の意を表し、話を終わります。

3 10 月 20 日幹事会を開催
10 月 20 日（金）、岐阜大学産官学連携推進本部の会議室にて平成 27 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（総会、出前セミナー、技術交流会等）および予算執行状況・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。

4 12 月 8 日開催のラボツアーに協賛
岐阜県が 2018 年末までに本学のキャンパスに「県食品科学研
究所（仮称）」を建設し、大学と共同で互いの強味を生かし、科学
的根拠に基づいて健康への効用を表示できる機能性表示食品の
開発や、食品分野の育成を目指します。
このことから、岐阜大応用生物科学部の協力を得、食品科学に
関する研究室約 30 人の先生方にご協力願い、ツアーだけでなく
「4 人の先生の講演・30 枚のパネル展示」も同時開催しました。
その結果、来場者：89 人、ツアー：63 人が参加され、ツアー
後に開催された産官学交流会では企業及び官庁の参加者と先生

方との活発な意見交換あるいは技術相談など、有意義な場を持つ
ことができました。

5 平成 28 年度総会開催案内
【開 催
日】 5 月 24 日（火）
【場
所】 ホテルグランヴェール岐山
【スケジュール】 （変更する場合があります）
平成 28 年度総会
（14：00 ～ 14：45）
記念講演会
（15：00 ～ 16：45）
協力会フォーラム・交流会（17：00 ～ 18：30）

6 毎月開催「よくわかる知的財産セミナー」
気が付けば、知的財産が身近に !!
開催日 毎月第２金曜日

参加
無料

16：00 ～ 17：00
場所

産官学連携推進本部内

1Ｆミーティングルーム

企業の方、地域の方、自治体の方どなた様も大歓迎 !!

気軽に楽しみながら知的財産の知識等を身近なものに !!
3 名の講師陣
・弁理士
・弁理士
・弁理士

編集
後記

廣江武典（岐阜大学客員教授）
：著作権法・不競法
服部素明（岐阜大学非常勤講師）
：特許法
廣江正典（岐阜大学非常勤講師）
：商標法・意匠法

「岐阜大学フェア 2015」共催行事の「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、廃業の危機から会社を見事復活させた内容で、勇気をいただくだけでなく、夢の実現に向かって自ら切り
開くチャレンジ精神をも学ぶことができました。
岐阜大学地域交流協力会も微力ながら、少しずつ社会環境が変化する中で、皆様に少しでも満足していただけるように、全
体の行事・事業の在り方などの見直しにチャレンジしていきたいと考えております。
［岐阜大学地域交流協力会事務局］

