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　危機管理というのは、多くの方が著作等を出
され、いろいろと検証されていますが、私は大
学を卒業後43年間、会社を取り巻く各種危機に
ついて経験をさせて頂きました。本日は、その
事についてお話をしようと思います。また、そ
れだけでは、面白くないので、東洋紡に入社
以来、様々な商品の開発に携わって参りまし
た。この事についてもお話をしようと思います。
1967年に名工大の大学院を卒業しまして、東洋
紡に入社いたしました。

１．まず始めに特許関係のお話として、私が入
社いたしました時には、既にポリエステル訴訟
というのが終結を迎えようとしていました。（図1）

　東洋紡がポリエステルを生産するに当たり、
Good Yearから特許を取得し、生産をしており
ましたが、DuPont 帝人　東レから特許に関し
て、訴訟を起こされました。最終的には東洋紡
が勝訴しましたが、その理由としまして、両社
のポリエステルの間には染色性に違いがあると
いうことと、決定的には、結晶の形態が異なる
ということでした。

２．次にTPA(血栓溶解剤)の敗訴についてお話
を致します。TPAとは（ティシュ）プラスミノー
ゲンアクティベーターの略で、人間の体の中に
ある血栓を溶解するたんぱく質ですが、これを

バイオの力で作成するということでした。米国
ジュネンテック社と東洋紡の係争になり、日米
バイオ特許戦争の第１号として新聞等をにぎわ
しました。結果として敗訴しましたが、大津バ
イオ医薬工場の操業停止という、企業経営と人
材的に大きな被害を受けました。現在日本の各
医薬会社からのバイオ医薬の受託製薬工場とし
て、稼動しております。事業開始に当たり、事
前の調査をしておりましたが、特許というのは、
なかなか分からないところがあり、このような
結果を招きました。

３．環境関係のお話として、1972年に、東洋紡
岩国工場から約500㎏のPCBが、徐々に流出し
ていたことが判明しました。（図2）
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　PCBの流出によって、海が汚染されており、
近隣の7団体に約８億円を支払い、また魚を毎
日約4ｔ買い上げ、プールに封入致しました。
岩国港専用埠頭のヘドロ中ＰＣＢ濃度90ppm
以下にするために、深さ55cmで約2万㎥の浚渫
をし、工場内に保管いたしました。1973年東洋
紡敦賀工場でも同様の流出事故が発覚し、被害
は少なかったのですが同様な処理をいたしまし
た。また両工場で熱媒のＰＣＢからの入れ替え
（ＫＳＫ-330）も致しました。

４．次は海水の淡水化設備のお話です。（図3）
　先ず始めに海水を取り込み、ろ過処理をした
後、ROモジュール（逆浸透膜）ホロセップを

通して、真水になります。図４に中空糸膜の断
面がありますが、外側から海水を入れ、浸透圧
以上の圧力をかけると塩は通れず、中空糸膜の
中に真水だけが出てくるという仕組みです。福
岡のプラントの写真ですが、一日に5万tの処理
をいたします。（図5）
　サウジアラビアには、大きな処理工場が各地
にあり、それぞれ一日11.4万t、12.8万t、20.8万
tの処理能力があります。従来は石油を燃やし
て、海水を水蒸気にして、真水を取るという方
式だったのが、省エネ型ということで徐々にこ
の逆浸透膜法に変わってきております。他の会
社ではフイルムを巻いた形にして、逆浸透をす
るということもされています。

５．次にダイアライザー（人工腎臓）について
説明します。（図6）

　上の写真において、トリアセテート中空糸が
たくさん集まっております。血液を外側に流し
ますと、赤血球は分子が大きいので中に入れず、
分子の小さい不純物だけが中に入って、血液を
綺麗にするという事になります。先ほどの海水
の真水化の技術の応用です。中空糸の製造方法

図4．中空糸膜の断面

図3．海水の淡水化設備（逆浸透膜）

図5．福岡のプラント

図6．ダイアライザー（人工腎臓）

図7．中空糸の製造方法
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についてですが、２通りあります。ポリマーの
吐出ノズルが◎型とＣ型の2種類あります。（図7）
　◎型の方は流体（空気など）を同時に吐出す
ることで中空糸にする方法ですが、Ｃ型のノゾ
ルについては、バラス効果によってうまくノズ
ルを出たところでポリマーがくっ付き、中空の
糸になります。1980年代の販売直後に一部の透
析患者の目が赤くなるという発症報告がありま
した。（図8）

　いったん生産を中止して、原因究明をすべく、
病院と合同究明チームを作り、広範囲の検討を
実施しました。結果　原料に含まれた微量の不
純物が、特定の患者の発症原因ということが分
かりました。原料の精製から検討して、臨床テ
ストからやり直しをしました。被害が少なくて
済んだ例となりました。教訓として、迅速に現
場に入って、お医者さんと共同で処理をしたこ
とが早期の解決をもたらしたと思います。ＰＬ
の問題となりましたが、迅速な解決ができ、そ
の後の事業の拡大に貢献したと思います。後日
談ですが、約20年後に米国から同じ現象につい
て相談を受け、原因究明に当たりました。ＰＬ
問題として、大変に良かったという例です。

６．次に有機スーパー繊維について、ご説明い
たします。（図9）
　他社もいろいろな有機スーパー繊維を出され
ていますが、スーパー繊維というのは、強度が
20g/d 弾性率が500g/d以上の繊維を言います。
有機スーパー繊維には剛直鎖高分子と柔軟性高
分子の二種類があります。東洋紡には、Zylon
とDyneemaという両極端の糸があります。製
糸方法としては、液晶紡糸法とゲル紡糸法があ
ります。液晶紡糸法では、ポリマーが溶媒に結
晶状態で溶けております。これを細い繊維状に
すれば強度のある糸になります。Dyneemaは
柔軟性高分子の代表であるポリエチレンを超高
分子量分子に重合し、次に良溶剤により溶解す
ると分子の絡みが無くなり、溶剤を少し飛ばし
てやるとゲル状となり、その状態で糸を形成し
て、その後何十倍もの延伸倍率で引っ張ると分
子が綺麗に並んでスーパー繊維糸になります。
Zylonの分子構造を表示しております。（図10）

　DARと言われるジアミノレゾルシノール塩
酸塩とテレフタール酸（PTA）を重合して、
PBO ポリパラフェニレンベンゾビスオキザ
ロールを作ります。非常に危険なポリリン酸の
溶液の中で反応させて作ります。もともとは
アメリカの軍が開発しましたが、その後スタン
フォード・インスティテュートが特許をとり、
ダウケミカルがパテントを買って糸にしようと
したのですが、糸にする技術が無く、東洋紡が
糸にする技術開発を引き継ぎました。
　Dyneemaというのは、ポリエチレンであり
まして、重合度ｎが、ただ大きいというだけで
す。（図11）
　これはオランダのグロニーレーン大学が開発

図8．透析患者の目が赤くなるという発症報告

図9．有機スーパー繊維

図10．Zylonの分子構造
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しまして、オランダのＤSＭ社が糸にする研究
（ゲル紡糸）をしておりました。東洋紡もこの
大学で研究をしておりまして、1982年から共同
で開発をいたしました。
　どんな特性かといいますと表を見てくださ
い。Zylonは炭素繊維より高い断面積あたりの
強度・弾性率を持っております。（図12）（単位㎏
/平方㎜）
　もう一つの表（単位g/d）では、Zylonと
Dyneemaは、このような位置にあります。（図13）
　Zylonの難燃性についてご説明します。融点
が650℃難燃性（LOI）についても酸素濃度が
70％というものです。すばらしい繊維なのです
が、大きなトラブルに巻き込まれました。（図14）
　その内容とは、1999年～ 2004年までに米国
セカンドチャンス社（SC社）などで、防弾ベ
ストとして製造され、66,000着販売されました。
2003年6月にカリフォルニア州警察官が、防弾
ベストを着用時に射殺されるという事件が発生
し、訴訟となりました。2003年12月には、各州で、
クラスアクション（集団訴訟）が発生しました。
そうこうするうちに当のSC社は2004年10月に
会社更生法（チャプター 11）を申請しました。
東洋紡だけが訴訟を引き受けることとなりまし
たが、Zylonの特性については、その後も誠実
に情報開示し続けました。　
　クラスアクションについては、各州単位で集
団訴訟されるために、1企業では対応できませ
ん。そこに、なる手の弁護士が、登場して、全
国の集団訴訟を取りまとめます、勝てば弁護士
費用の半分を取得します。商品の購入者は、訴
訟に入らないという意思表示をしないと、この
集団訴訟から抜け出せません。訴訟が終了し、
勝訴すると知らない内にある日突然、購入者宅
に小切手が送られてくるということになりま
す。このクラスアクションの訴訟については、
2005年7月に全米を一括して和解しました。
　米国内外で訴訟の公判前に「ディスカバリー
手続き」がおこなわれます。この「ディスカバ
リー手続き」についてご説明します。これは公
判と同じように行われます。事前に証拠として
採用したい情報を第3者から入手するために行
われるわけです。弁護士から要求事項が出ます

図12．Zylon/Dyneema繊維の特性

図13．Zylon/Dyneema繊維の特性

図14．Zylon/Dyneema繊維の特性

図11．Dyneemaはポリエチレン
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と情報を開示しなければならないわけです。こ
の「ディスカバリー手続き」については、米国
で何回か行いました。予行演習をしましたが、
日本人は紳士で、質問された以上のことをしゃ
べりすぎます。聞かれるほうは一人づつ、半日
以上をかけて厳しい質問をされますが、予行演
習を行い、このディスカバリー手続きに臨みま
す。そこでは「アメリカ人になれ」と言われま
す。聞かれた以上のことをしゃべるなと訓練さ
れるわけです。仕事が忙しいということで、断
ることもできますが、ある時は相手が大阪まで
来て、大阪の米国領事館の中でこの「ディスカ
バリー手続き」をおこないました。
　2005年6月に米国政府が、SC社の内部通報者
の通報により提訴をしました。「内部告発者保
護訴訟」（キイタム制度）で、日本の公益通報
者保護法とよく似た制度です。退職者又は内部
情報を提供できる社員が、社内資料で米国のた
め、または自分の為に提訴します。SC社の取
締役会の議事録、発言について、資料を提示し
たわけです。国が訴訟を起こすことになります
が、国のためにという訴訟ならば、和解金、賠
償金の15%から25%の支払いが、内部通報者に
対して支払われます。個人の為に起こした訴訟
では、和解金、賠償金の25%から30%の支払い
が、内部通報者に対してあります。結果、国に
は、どんどんと内部情報が、集まるわけです。
　2006年8月に、SC社の防弾ベストを買ってい
た、ドイツ州政府が、米国で訴訟を起こしたの
ですが、アメリカにとって利益がまったく無い
ので、米国が管轄権の行使を拒否するというこ
とで、（不便宜法延の法理）却下されました。
　現在もいくつかの訴訟が継続中のため、これ
以上訴訟内容についての詳しい説明は、差し控
えたいと思います。
　ここで訴訟の論点を整理しますと
・情報の開示がタイムリーに行われていたか。
…世の中に「未知の事実」は問われない。
・必要な情報を隠蔽していないか。…隠す、嘘
をつくことの罪
・事実をつかんだら、現場に入り徹底究明、そ
して情報開示
ということが、大事です。

７．最後に2008年10月の芦森工業㈱の消火用
ホース不正検定受検発覚について、述べたいと
思います。私はこの事件が芦森工業で発生した
時点では東洋紡に在籍し、株主総会で退職する
つもりでいました。その時、東洋紡の監査役を
やっておりまして、不祥事を起こしたら一体ど
うするんだということを申し上げていたら、お
前が適任だから、芦森の社長をやれといわれて、
現在事後処理に四苦八苦しております。
　内容につきましては、2008年10月内部告発で
検定不正受検が発覚しました。検査時に検定対
象のホースを事前に測定の済んだ物に取り替え
るという不正でした。
　同年11月に消防庁から不正行為の疑いの強い
ホースの回収と交換の自主回収命令が出されま
した。
　11月に第3者委員会(6名)を立ち上げ、報告を
致しました。関係者にヒヤリングを行い、経過
の背景を調査いたしました。内容は個別検定(抜
き取り検査)時のホースおよび試料片の取替え
というものでした。
　その結果、過去20年間に生産された224型式
の336万本の内、４万本を自主回収することに
なりました。ただし、生産が停止されているた
めに、他社のホースを買って来て、芦森工業の
ホースと交換するということをしております。
　また、不正の型式と期間が、自社の記録から
特定できないため、20年間に販売いたしました
ホースを市場から集めて、性能評価を実施し、
統計処理を行い、性能が初期の規格値を満たし
ていないものを自主回収対象品としました。
　纏めとしてどんな会社でも不正の事象があり
ます。その原因には、２つあって一つは、ルー
ルを理解していない。---知らないためにルール
違反になっている。
　２つ目は、ルールを理解しているが、ルール
通りにできない。それは組織のためだとか、自
分の為だと言う理由でルール通りにできない。
それは怠慢だとか、能力不足からとかいう理由
でできないわけです。
　どの会社でも存在する問題です。問題が発生
しているのに、早期に把握していないのが、一
番危ないことです。火災に例えれば、初期消火
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ということができていないと一番危ないことで
す。初期消火というのは、コミュニケーション
を含めて訓練ができていないとできません。そ
の状態をほって置きますと大事故になります。
ここに監査役協会の資料があります。（図15）

　2375社（上場企業1393社　非上場企業982社）
の監査役に対して、アンケートをした結果です。
不祥事発生の可能性については、14%が可能性
ありと回答され、48%が可能性一部ありと回答
されています。可能性無しが27%で、分からな
いが11%です。このデーターの読み方は、可能
性ありとした会社、14%は安全な会社、48%は
少し危ない会社、27%は非常に危ない会社と読
めます。必ず何処の会社でもこういった不祥事
はあります。表立ってはいませんが、どんな会
社でも必ずあるということは、皆さんが経験さ
れていることと思います。

図16．法令遵守の大切さ

　これを防ぐためには、図16に書かれています。
・挨拶運動
・服装規則
・２Ｓ運動
・ブレーンストーミング
・改善提案活動
・健全な企業風土…など

　「当たり前のことを当たり前にできる」とい
うのは、これらの運動、活動、作業しかないと
思っております。企業の中で健全な企業風土を
作るというのは、こういったことを真面目に
トップが推し進めるしか無いと思います。

　不祥事の抑止要因の表をご覧ください。（図17）
　2307社のアンケートの回答によりますと、不
祥事の抑止要因について有効なのは何かと言い
ますと、経営トップの姿勢、誠実性が92.2％　
健全な企業風土が81.7％です。
　何といっても企業のトップが誠実であるとい
う一言に尽きると思います。帝人の長島さんは、
私の同期ですが、日本でもこういったことに取
り組まれている優秀な会社だと思い、何時も尊
敬しております。経営トップの姿勢により、こ
ういったことが起きないようにされていると思
います。
　本日はご清聴ありがとうございました。

図15．監査役協会の資料

図17．不祥事発生の抑止要因
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C L U B

クラブ紹介クラブ紹介 №19 吹奏楽団活動紹介

　名古屋工業大学吹奏楽団は2008年８月に同好
会として発足し、今年の４月に部に昇格したば
かりの比較的若い団体です。今まで名工大には
存在しなかった吹奏楽団ですが、クラシックや
ポップス、ジャズなどの幅広い音楽ジャンルを
楽しめるという魅力から「吹奏楽をやりたい」
と考えた学生達が集まり、２年前に同好会を立
ち上げました。しかし、発足に至るまでには楽
器の手配、練習場所の確保、部員の募集等たく
さんの困難がありました。
　楽器の手配については、いろいろな学校を
まわって貸していただけるようお願いをした
り、家族や知人のつてで何とか手配したりしま
した。練習場所については、学生課に申請する
ことで、講義室での練習を許可していただきま
した。部員の募集については、掲示板にチラシ
を貼ったり、ホームページを作成したりするこ
とで多くの方に団体の存在を知っていただき、
徐々に部員を増やしてきました。
　そういった努力の末、昨年秋に行われた本大
学の工大祭（写真1）で、初めて一般の多くの
方々に演奏を聴いていただくことができまし
た。また、今年の５月には、みよし市で行われ
たSpring Festival（写真2）に出演し、初めて
外部で演奏させていただくことができました。
困難が多くある中でも、たくさんの人に支えら
れながら部員同士の協力、また部員のアイディ
アによって、私たちなりの音楽を楽しんでいま

す。部員数や楽器の種類の都合上、既存の楽譜
での演奏が難しいという問題もありますが、楽
曲の音のバランスを考えて原曲をアレンジする
ことで演奏を可能にしています。また、聞いて
いる人々に少しでも楽しんでもらえるよう、楽
曲中にアクションをとったり小道具を用いたり
とパフォーマンスにも工夫しています。特に昨
年の工大祭では、家庭にお馴染みのアニメ「サ
ザエさん」や人気のゲーム「スーパーマリオ」
のテーマを演奏しましたが、そこでは多くの工
夫を凝らしました。聞いている人々にもっと吹
奏楽を身近に感じていただこうと考え、部員全
員がサザエさんやマリオに扮し、さらに、家庭
にあるさまざまな大きさの鍋やお玉などを使っ
て軽快なリズムを奏でました。
　本吹奏楽団の目標は広く音楽を楽しみ、多く
の人々に演奏を聴いていただくことです。今後
は福祉施設や病院で演奏して人々に少しでも元
気を与えることができたらと考えています。ま
た、吹奏楽コンクールやアンサンブルコンテス
トに出場したり、最終的には定期演奏会を開催
し、お世話になった先生や先輩、家族や友人に
感謝の気持ちを込めて演奏したりしたいです。
　今年の秋に行われる工大祭においても演奏を
予定しています。昨年よりパワーアップした演
奏を多くの方々に届けられるよう、今後も精一
杯練習を重ねていきたいです。

星野 莉沙（生命・物質工学科4年）

写真1．2009年度工大祭にて

写真2．2010年度 Spring Festivalにて
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C L U B

クラブ紹介クラブ紹介 №20 明るいソフトテニス部

　大学生にもなって部活かと思うかもしれませ
んが、大学の部活動では高校までとは違い幅広
い友好関係を築くことができると思います。こ
の機会をかりて、名工大ソフトテニス部の紹介
をしたいと思います。
　ソフトテニス部は４年生６人、３年生６人、
２年生９人、１年生７人の計28人で、活動して
います。練習は、毎週月、水、金、土曜日にク
レーコートで練習しています。練習内容は、後
衛の一本打ちや前衛のボレー練習などの基礎練
習から試合形式の練習なども行っています。卒
業したOBの方にも練習に来ていただき、より
質の高い練習を行い、更なる技術の向上に日々
励んでいます。
　大会では春季と秋季に愛知リーグと東海リー
グがあります。現在、愛知リーグでは３部中３
部と苦戦しています。東海リーグでは５部中４
部であり、もう少し頑張りたい所です。日々の
練習では、この愛知リーグと東海リーグでひと
つでも上がれるよう精進しています。また東国
体と呼ばれる東海の国立大学による大会があり
ます。この大会でも最近はあまりいい成績が取
れていないので、この大会もひとつの目標とし
て練習に励んでいます。
　去年より更なる技術の向上を目指して、夏に
合宿を行っています。２泊３日で普段の練習で

はできないような内容の濃い練習を行います。
年々参加者も増え、充実してきていると思いま
す。昨年は白馬で行いました。
 　年間の行事としては、毎年夏にOB会が行わ
れています。２日間で行い、１日目はOBの方々
との親睦会が行われ、OBの方々から激励の言
葉などを頂いています。大先輩の方々に多く参
加いただいてありがたく思っています。２日目
には、OBの方々によるソフトテニス大会やOB
対現役といった形で共にソフトテニスを通して
の交流を深めています。OBの方々も久しぶり
の再会を喜び、久しぶりのテニスを楽しんでお
られます。
　毎年恒例の飲み会としては、花見、新入生歓
迎会、忘年会、新年会が行われており、先輩、
後輩の垣根なく仲良く飲み会をしています。そ
の他にも、大会後の飲み会などみなで交流する
機会を増やし、よりいっそうチームワークを深
めています。
　ソフトテニス部に所属することで、先輩、後
輩との繋がりを持てることはもちろん、他学科
の友人も多くでき様々な情報交流をすることが
可能です。また大会を通して他大学との繋がり
をもつことができます。これからもこのような
つながりを大切にしながら練習にはげみたいと
思っています。

ソフトテニス部 主将　畑和幸（生命・物質工学科3年）

写真1．H20夏合宿の様子

写真2．H20 OB会の様子

C L U B

クラブ紹介クラブ紹介
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学内ニュース学内ニュース

　4月6日、大学キャンパス正面にて、世界初の双方向音声案内デジタルサイネージの除幕式を行なった。
　このデジタルサイネージは、大型ディスプレイに登場する３Dキャラクター「メイちゃん」が、来校
者の音声を認識し学内を案内するという、世界初の全天候型デジタルサイネージである。世界トップレ
ベルの研究プロジェクトとして名古屋工業大学の徳田・李研究室が中心となって取り組んでいる音声言
語処理を利用し、オープンソースで公開しているソフトウェア「MMDAgent」を基盤技術として開発
された。
　当日は報道陣が多数集まるなか、学長と開発責任
者である徳田恵一教授による除幕式を行い、歓声と
ともに70インチの大型ディスプレイに「メイちゃん」
が登場。
　その後、参加者が「メイちゃん」に実際に声をかけ、
食堂の場所を聞くなど、多くの人が最先端かつ独自
開発の技術を体験した。
　名工大は、「メイちゃん」を象徴として一層のキャ
ンパスの情報化を進めることとしている。
　名工大の新しい「顔」となる「メイちゃん」を是
非ご体験ください。　　　　　　　　　　 （事務局）

世界初！双方向音声案内デジタルサイネージ設置

メイちゃんの説明をする本学　徳田教授

　名古屋工業大学は、4月13日、東日本大震災を受け緊急講演会を開催した。
　当日は、岩手県災害対策本部からの依頼を受け、岩手県と宮城県で被災状況と対応状況の現地調査を
行なった本学防災安全部門長でもある社会工学専攻　渡辺研司教授が講演した。
　当日は、愛知県内にとどまらず東海地域からも多くの参加者が集まり、140人定員の教室が満員にな
るほどで、この課題に対する関心の高さが窺えた。
　渡辺教授は、サプライチェーンが停止した場合の製造業における影響をエンドユーザーへの供給停止
という側面だけでなく、産業全体の問題として工業的視点から地域の雇用と産業の損傷のリスクについ
て講演した。
　今後、官民連携によるサプライチェーンの再編成
と情報共有が重要であり、金融機関や、国・地方自
治体の段階的情報連携など、東海・東南海地震へ備
えるべき具体的事例についても提言した。会場では
参加者が熱心にメモをとる姿が見られた。
　参加者からの質疑応答は講演終了後も続き、渡辺
教授の元には長い列ができた。
　第２回講演会は、4月22日（金）「津波被害、地盤
の液状化とインフラ機能の低下」をテーマに５名の
教員が報告する予定。　　　　　　　　　（事務局）

第１回東日本大震災緊急講演会を開催

説明する渡辺教授
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　平成23年3月9日に、梅原理事と鵜飼副学長、ご列席の元、若手研究イノベータ養成センター 特任教
員の、荒牧　勇先生、林　灯先生の送別会が行われました。若手研究イノベータ養成センターは、平成
21年に設立され、本学が重点的に取組む4つの先導的融合研究領域、ナノテクノロジー・材料分野、情
報通信分野、環境分野、ライフサイエンス分野で、広く国内外から優秀な若手研究者を集め、任期制
特任教員として採用し、テニュア・トラックへ導入するものです。現在（平成23年3月）お二人を含め、
８名の先生方がご活躍されております。
　荒牧　勇先生（写真前列中央）は、情報通信分野にて、「脳情報の実社会への応用を目指して」のテー
マを取り組んでおられました。4月からは、中京大学
スポーツ科学部に准教授にとしてご転出されます。
　林　灯先生（写真前列右からお二人目）は、環境
分野において、「環境調和型化学システムの確立に向
けたモデル材料の開発ーカーボン多孔体のナノ空間
を利用した複合材料ー」のテーマを取り組んでおら
れました。4月からは九州大学水素エネルギー国際研
究センターに准教授としてご転出されます。
　お二人の今後のご活躍をお祈りいたします。

（事務局）

若手研究イノベータ養成センター 特任教員送別会

　名古屋工業大学は、環境にやさしい、自然・人・物が調和したキャンパスライフを目指し、学生及
び教職員から創エネルギー・省エネルギーの方策についてアイデアを募るコンテストを実施した。
　都心のキャンパスに適した緑化活動や、構成員の環境意識を高めるための学内エコポイント制度な
ど、環境に配慮した多種多様なアイデアが応募され
た。審査は、着想はもとより全学的整合性、実現可
能性など、総合的な視点により環境対策委員会が行
い、学生部門、教職員部門合わせて17の作品を入賞
作として決定した。
　来年度以降は、実現可能な応募アイデアをもとに、
創エネルギー・省エネルギー活動に向けての実施方
策を選定し、実施していく。

（事務局）

「創エネ・省エネアイデアコンテスト」を実施

受賞した学生・教職員が出席した表彰式での記念撮影
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OH T L I N E

ホットラインホットライン
ごきそごきそ

平成22年度 名古屋工業会
課外活動活性化経費授与式

課外活動団体名 企　画　名 支援金
柔道部 全国国立工業大学柔剣道大会及び東海地区国立大学体育大会の開催支援 50,000

剣道部 全国国立工業大学柔剣道大会の開催支援 70,000

ボート部 新オールの導入支援 83,000

S-EV（ソーラーカー部） Dream Cup ソーラーカーレース鈴鹿2010優勝に向けてタイヤの購入支援 100,000

ロボコン工房 NHK大学ロボコン2011における初級者・中部地区大会資材の購入支援 100,000

美術部 名古屋工業大学美術部作品展覧会の経費支援 27,000

吹奏楽団 東国祭・工大祭の演奏参加、アンサンブルコンテストの参加のための演
奏技術向上への支援 70,000

合計 500,000

　社団法人名古屋工業会では、平成22年度課外活動活性化経費の授与式を2月16日に実施し、以下の７
つのクラブの代表者に二杁幸夫常務理事から授与した。

　授与クラブ及び企画内容は以下の通り。

名古屋工業会の本部関係会議情報（平成23年1月～ 23年2月）
○運営委員会　2月8日(火)18:00 ～
議題１　平成23年度事業計画について
　　　　事業計画案を提示し、承認
議題２　平成23年度予算編成について

23年度予算案を提示し、承認
議題３　委員会の活動について
　　　　委員会の活動状況について、委員長等から説明
議題４　その他
　　　　①23年度の年間行事予定について　②第45回通常総会について
　　　　③叙位叙勲者について
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情報情報 ネットワークネットワーク
　平成23年3月10日、参加者35名で観光バス１
台を貸切り実施しました。好天に恵まれ、名古
屋栄を９時に出発し、午前の見学先である三菱
電機稲沢製作所に向かいました。ここのエレ
ベーター試験塔「ＳＯＬＡＥ（ソラエ）」は高
さ40階建てビルとほぼ同じ173メートル（イナ
ザワの語呂合わせ）で、外からよく目立ち、近
づくと場所がすぐ分ります。バス到着後、展示
館において総務課長様による説明、ビデオによ
る紹介を受けました。そしてエレベーター、エ
スカレーター展示の見学に移り、エレベーター
の古い１号機から最新の国内向けおよび海外向
けのモデルなどを見て回りました。同社はエレ
ベーターのシェアーは国内30％で日立を抜いて
トップで、名古屋駅前のミッドランドスクエア
とＪＲセントラルタワーズはともに同社製で分
速360㍍とのことです。ソラエ最上階からの眺
めは360度のパノラマで濃尾平野に伊勢湾、遠
く御岳山をはじめ多くの雪山が望めますが、当
日は少し霞と雲に遮られてぼやけていました。
　昼食後、午後の見学先である岐阜県各務原市

平成22年度名古屋支部“工場見学研修会”実施報告

にあるエーザイくすり博物館に移動しました。
くすり博物館の常設展示室は医薬の歴史に沿っ
て数多くの資料、一例として江戸時代の蒸留器
〔らんびき〕、さお秤、売薬行商人の行李（こう
り）、明治時代の薬屋、薬と病の錦絵などが展
示されています。また、医薬分野の図書館では
「解体新書（解剖書）」、薬草図、生薬（しょう
やく）コレクションをはじめ、江戸時代から明
治時代の貴重な書物が多数収蔵されています。
くすり博物館の外は薬草園で、温室と露地栽培
があり、残念ながら露地のほとんどの薬草はこ
れから芽吹き始めるところでした。展示室およ
び薬草園の見学の後、薬草に関する講演をお願
いしてありましたので、タンポポ、ドクダミ、
ヨモギ等の身近にある薬草、サクラについてな
ど参考になる話が聞けました。
　見学後は吹上の浩養園で乾杯し、参加者全員
での懇親を深めました。無事に楽しく終えるこ
とができ、お世話していただいた関係者の皆様
に厚くお礼申し上げます。

記：緑　静男（D42）
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名古屋工業大学基金

　名古屋工業大学では、企業・団体や個人の皆様から教育研究環境の整備充実を目的とする寄附をお
願いしております。

ご寄附をお願いしたい額

　　　一口　１，０００円
　　　※本基金の趣旨をご理解いただき、なにとぞ複数口のご協力をお願いいたします。

基金の使途について
　寄附金については、本学の教育研究、社会貢献及び国際交流に関する活動等の推進を図るとともに、
教育研究環境の整備充実のために有効に活用させていただきます。

寄附の申込みについて
　裏面の寄附申込書に必要事項を記入の上、名古屋工業大学企画広報チーム宛てにE-mail、FAXまた
は郵送にてお送りいただくとともに、下記の振込先金融機関の口座に直接お振込み願います。
　大学近郊にお住まいの方は、本学収納窓口（本部棟２階）でも寄附申し込みを承っております。

税制上の優遇措置について
　名古屋工業大学へのご寄附については、法人税法、所得税法による税制上の優遇措置が受けられます。
【寄附者が法人の場合】
　　寄附金の全額を損金算入【法人税法第37条第3項第2号】
【寄附者が個人の場合】
　１．所得控除

　寄附金額の合計（総所得金額等の40％を上限）から２千円を除いた額について所得控除を受
けることができます。

　２．個人住民税の軽減
　寄附金額の合計（総所得金額等の30％を上限）から5千円を除いた額に、次の控除率を乗じた
税額が、寄附した翌年度の個人住民税から軽減されます。

　　　[控除率]　都道府県が指定した寄附金　―――　４％
　　　　　　　 市区町村が指定した寄附金　―――　６％

※都道府県・市区町村の双方が指定している場合、10％となります。都道府県・市町村により
取扱いが異なりますので、お住まいの都道府県・市町村にお問い合わせください。

■ご寄付にあたって
　　○寄附者のご芳名を本学ホームページへ掲載

　ご寄附をいただいた皆様への感謝の意を込めまして、ご芳名を掲載させていただきます。公
開を希望されない方につきましては、件数として掲載させていただきます。

■詳細については、名古屋工業大学基金ホームページをご覧ください。
　　 http://www.nitech.ac.jp/kikin/index.html　　　　　　　　　

【お問い合わせ・寄附申込書送付先】国立大学法人名古屋工業大学　企画広報チーム
E-mail：kikin@adm.nitech.ac.jp
TEL：052-735-5004　FAX：052-735-5009
※電話受付　9:00 ～ 17:00（土・日・祝日を除く）
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【個人用】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

国立大学法人名古屋工業大学長　殿
寄附者
住所（〒　　　-　　　　）　　　　　　　　　　　　

（ふりがな）

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　　　　　　　　　　　　　　　　

　下記のとおり寄附します。

記

　１　寄附金額　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

　２　本学とのご関係

　下記のいずれかにレ点をつけ、差支えない範囲で該当する項目に記入願います。

　　　□　卒業生又はその家族

　　　　　学科・専攻名：　　　　　　　　　　　　　　卒業・修了年：　　　　年

　　　□　在学生の保護者

　　　　　学科・専攻名：　　　　　　　　　　　　　　　

　　　□　教職員又はその家族（退職者を含む）

　　　□　上記以外（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　３　氏名の公表

　　　ホームページ等へのお名前の掲載について、レ点をつけてください。

　　　□　希望する　　　　□　希望しない

　４　その他

　　　　振込み時の名称（氏名）が上記の寄附者名と異なる場合にご記入ください。

　　　　　　　　氏名：ﾌﾘｶﾞﾅ 

　　　　　　　　　　　漢字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○送付先：〒466-8555　愛知県名古屋市昭和区御器所町
　　　　　名古屋工業大学企画広報チーム
　　　　　電話：052-735-5004　FAX：052-735-5009

名古屋工業大学基金寄附申込書



問題　

解答は次号に掲載します。
パズル：稲葉直貴（EJ⑬）作

（前回の答え）

□に適当な四字熟語の漢字を順番に入れて意味
のある文を作ってください。 

（例題）

（答え）

例題：□人の□を□気で□う。 

他力本願（他人の力を本気で願う。）

　この度の大震災で被害に遭われた方々にお
かれましては、謹んでお見舞い申し上げます
とともに、一日も早い復興を心よりお祈り申
し上げます。
　これまで、人類が抱えるエネルギー問題、
食糧問題、環境問題などの解決に向けて、目
標は定めるものの、なんとなく危機感の欠落
があったことは否めないと感じております。
今回の震災により、それらを含める形で、
我々のライフスタイルについて改めて方向性
を見定めていかなければならない転換期に
なったと感じております。学長の式辞にも
あった「新しい世界観や価値観」の指標が必
要となっています。

　さて、最近の名工大の活躍ですが、ホーム
ページ（名工大）のトップにも掲載されてお
りますとおり、３件（４名の先生）が文部科
学大臣表彰科学技術賞を受賞されるなど名工
大の活躍も目覚しいものであると確信してお
ります。また、本号より新しい企画としまし
て、名工大で活躍されております女性教員の
紹介を少しずつではありますが進めていくこ
とになりました。是非ご一読ください。今後
も変わらず、会員皆様のご活躍情報やごきそ
に対するご意見などをお待ち申し上げます。
引き続き、会員皆様からのご協力を賜りた
く、なにとぞお願い申し上げます。

（Ｗ⑥　山本勝宏）

編集後記




