2015 年度前学期
「現役社長の講話」開講
スーパー連携大学院コンソーシアム web ニュース

2015 年 10 月 27 日

志教育科目「現役社長の講話」は、各地域で活躍されている企業の経営者より特色ある技術や経営手法、地域の
特性などについて学ぶ授業となっています。授業は集合教育で行われ、講師や連携大学教員、他大学の受講生と
の交流の場にもなっています。今回は前学期に開講した現役社長の講話の模様を報告いたします。

室蘭工業大学「現役社長の講話Ｖ」
室蘭工業大学開講の「現役社長の講話Ⅴ」は、9 月 3 日（木）～5 日（土）に実施され、スーパー連携大学院プログ
ラム受講生は電気通信大学 5 名、富山大学 2 名、開催校の室蘭工業大学 4 名の計 11 名が受講しました。
1 日目北海道曹達（株）幌別工場（登別市）では、塩素や水酸化ナトリウム（苛性ソーダ）、北海道内で市場占有率
の高い凍結防止剤などソーダ化学製品の製造、キトサンを使用した化粧品など新製品などを主体に多角化の現状
などを見学させていただきました。また、（株）キメラ本社工場（室蘭市）では、1000 分の 1mm（1μm）レベルの加工精
度が求められる精密金型の超短納期精密部品加工の現状などを見学させていただきました。
2 日目は見学内容等を発表するプレゼンテーションを実施しました。受講生の個性がよく表れたプレゼンテーション
となり、互いに意見を出し合い、有意義な意見交換の場となりました。続いて、三和工業（株）の宮城一裕社長、（株）
キメラの藤井徹也社長、北海道曹達（株）の奥野宏之社長に講話いただきました。3 者の社長に共通して、「活躍す
る分野の知識を持っていることはもちろん重要だが、様々な経験を通じて一人の人間として確立できていること」、
「各々の道で活躍するために知識を蓄えることは間違ってはいないが、それ以上にさまざまな人生経験をして、社会
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に生きる自分のアイデンティティを確立すること」、「無駄となる経験はほとんど無いので、若いうちに多くの経験を積
み、それを社会に出たときに扱えるようになること」が重要であるとのお話をいただきました。
講義終了後、受講生と講師、先生方も参加し情報交換会が行われ、工場見学、社長の講話での疑問点を直接聞く
など活発な意見交換が行われ、有意義な時間となりました。
全体を通して、企業で自分が働くことを意識して自分なりの考えを改めて持つことができた旨の発言があり、受講
生にとって将来を考える良い機会になったことと思います。
（岩野 和彦 室蘭工業大学）

北見工業大学「現役社長の講話Ⅳ」
「現役社長の講話Ⅳ」は 8 月 19 日（水）～21 日（金）に実施さ
れ、スーパー連携大学院プログラムから電気通信大学の 8 名と
富山大学の 2 名、そして開講した北見工業大学から 8 名、計 18
名の学生が 3 日間にわたる講義を受講しました。
1日目は、サロマ湖で獲れたホタテを燻油漬けや干し貝柱等に
加工し販売する（株）しんや（北見市常呂・ところ）を訪問しました。
新谷社長からは、常呂漁業協同組合が研究所を作り研究を重ね
た結果ホタテの養殖が可能になり漁獲が安定したこと、またそのホ
タテの養殖技術を近隣の漁業協同組合にも広め地域全体の活性
化に繋がるようにしたことなどをお聞きしました。また、高度経済成
長期に常呂川の水質汚染が原因で漁業資源に被害が出たことか
ら、常呂漁業協同組合が立ち上がり常呂川の上流に植林して川の
水質向上を図ったこと、また、現在でも積極的に環境保全を行って
いることなどをお聞きしました。さらに、ホタテを加工する工場では
人手による検品が重要な作業となっており、手と目を通して安全・
安心を届けることに力を入れているとのお話もいただきました。
2日目の午前中には、水銀の回収・リサイクルを行っている野村
興産(株)イトムカ鉱業所（北見市留辺蘂・るべしべ）を訪問しました。
早坂所長から、水銀とその化合物の種類、水銀削減への日本の
取り組みについて説明があり、水銀のリサイクルを行うようになっ
た背景や、国内唯一の水銀焙焼処理工場であることなどをお話い
ただきました。その後、水銀含有廃棄物の処理、処分及びリサイク
ルを行う工場を見学しました。また工場見学を踏まえた質疑応答
の中では、水銀の中間処理場から最終処分場まで備えた完結型
リサイクルシステムをとっていること、過去の経験から危機管理を
しっかりとしていること、乾電池の仕分けなどリサイクル工場の鍵と
なる行程ではベテランの人手が未だに極めて重要であることなど
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ホタテ加工場での新谷社長と受講生
（株）しんやにて

水銀リサイクル施設の見学
野村興産（株）にて

をお話いただきました。
昼の移動時間を利用し、オホーツク地域の土地柄を体感する見
学の一環として温根湯（おんねゆ）にある「北の大地・山の水族館」
にも立ち寄りました。幻の大型淡水魚・いとうをはじめ近隣の河川
に住むサケ、マス、イワナやそれらの動態などを見ることができ、
バスで移動するだけでは知ることのできない北見近隣の自然を垣
間見る機会となりました。
午後は、木材を加工・販売している協同組合オホーツクウッドピ
ア（北見市留辺蘂）を訪れました。北海道産カラマツ材の直行積層
接着パネルで組まれたセミナーハウスで、和田理事長の講話をお
木材積層接着加工場の見学
聞きしました。講話では、成長が早く強い反面くるいや割れを生じ
協同組合オホーツクウッドピアにて
やすいため使い難かったカラマツを、板や梁として活用するための
技術を開発したことをお聞きしました。板状に加工した木材を積
層・接着し集成材とするもので、北海道の約7割を覆う森林・木を
活かし北海道の木を北海道の為に使うことを可能にする技術です。
見学では、木材を乾燥し板状に、そして集積材に加工する行程と、
加工時に副産物として大量に出る大鋸屑をエネルギー資源として
活用する施設を見せていただきました。見学後にはご自身のこれ
までの経験を踏まえ和田理事長から、「お世話になった人とのつな
がりや信用を大切にしてきたからこそ、現在の自分がある。行く
先々での人と人との出会いを大切にして欲しい。」とのメッセージを
いただきました。
夕刻には、オホーツク・ビアファクトリーにて情報交換会が行わ
プレゼンテーション
れました。各校の学生、野村興産の早坂所長、北見工業大学の教
北見工業大学にて
員・職員が集う賑やかな意見交換の場となりました。
最終日には、受講学生によるプレゼンテーションが行われました。
学生は事前に出されていた課題について2日間の講話と見学を通し考察し、それぞれの視点から得たこと、北見地域
の産業振興に向けた提言などを発表しました。野村興産の早坂所長も交えた活発な議論が行われ、受講生からは、
「自分の五感で得た情報の価値は大きいと感じた。」、「地域の特色ある環境を活かした産業が多くあることを、身を以
て知った。」などの感想が聞かれました。
（鞘師 守 北見工業大学）

早坂所長（後列中央）と参加学生・教職員
北見工業大学にて
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電気通信大学「現役社長の講話Ⅵ」
現役社長の講話 VI が、「技術の実用化に必要な志を学ぶとと
もに、実社会で技術を活かした企業経営に必要な情報や起業す
るために必要な準備や精神などを、経営者とのディスカッションを
通してより詳細に学ぶ。机上の学習では得られない、実社会の
市場戦略や思考を学ぶ。」ことを目的に、9 月 14 日～16 日、3 日
間の集中講義形式で実施した。
初日は多摩地域にある企業 2 社、武州工業(株)と(株)鬼塚硝
子を訪問し、工場見学を行った。武州工業(株)は「一個流し」とい
う社員各々が全ての工程を習得して、作業分業をせずに製造す
る方法で、多品種少量生産型の企業戦略を実践し、安定した経
営を実現していた。全工程を１人の社員が行うことで、個人が品
質と生産に責任を負う体制では、分業型の大企業では難しい、
多品種少量生産が可能となる。武州工業(株)では、試作用部品
などの他社では請負いにくい部品生産にニーズを見出していた。
社員が職人意識を持ち、技術と品質に責任感を持ち、仕事に自
負を感じている姿が印象的であった。その一方で、積極的にコン
ピュータによる生産・労働管理も行っており、苦労して取得した
ISO シリーズの継続を放棄（卒業と称しておられた）したところは、
品質と環境管理に相当な自信があることを感じた。また、パイプ
曲げの技術を一般向けに製品化した「パイプグラム」も多品種少
量生産のベースがあったからであろう。
（株）鬼塚硝子では、ガラス細工の技術を進めた「小型 X 線発
生装置の創製への挑戦過程」を見学した。ガラス製造はまさに匠
の技術である。その職能教育から始まり、特殊ガラス製品で他社
と一線を画した経営を行っているところは、多摩地域の高度技術
企業集団を代表する企業の 1 つである。技術を活かし、小型 X 線
発生装置という他に例がない製品の創製に挑戦する姿は、「欧
米で実績がない製品は製造しない」と口を揃える大企業には見ら
れない姿であった。
武州工業（株）と（株）鬼塚硝子も中小企業である。多くの中小
企業は、新製品よりも今売れるもので商売しようとすることが多
い。しかし、両社とも技術を背景に新製品への挑戦に注力してい
ることは印象的であった。参加した学生さんには、新製品への挑
戦に興味を持ってもらうと同時に、収益とは相反する新製品創製
を可能とする経営手法にも目を向けてもらいたい。
2 日目は、電気通信大学において、スーパー連携大学院コンソ
ーシアム 梶谷誠会長、（株）リバネス 代表取締役 高橋修一郎
社長、交通システム電機（株） 代表取締役 若林勝司会長、
（株）志成データム 代表取締役 斎藤之良社長、電気通信大学
福田 喬学長 5 名の講演を聴講した。
梶谷会長からは、広く社会ニーズにおける技術とコミュニケー
ションの関係について、スーパー連携大学院のコンセプトも含め
て基調となるお話をうかがった。高橋社長からは、起業の苦労や
現在の研究インキュベーション活動について、若林会長には、官
の入札、競合他社との関係など、現実的かつなかなか伺えない、
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武州工業(株) 代表取締役 林 英夫 氏（右）

（株）鬼塚硝子 代表取締役社長 鬼塚好弘 氏

（株）リバネス 代表取締役 高橋修一郎 氏

交通システム電機（株） 代表取締役 若林勝司 氏

経営者ならではの貴重なお話をうかがった。斎藤社長からは、血
圧計から血管測定に技術を広げる思考の転換、医療機器開発
における認可の苦労などを実体験からお話いただいた。最後に
福田学長から、本講座を受講して身につけて欲しいことをわかり
やすく解説いただき、学生達に本講座の意図が良く理解できたと
考えている。
最終日は、初日に見学した 2 社、2 日目の梶谷会長、福田学
長を除く、企業講演者 3 名の話から、レポート代わりの発表を行
い講座のまとめとした。次の講座が午後から開始されることもあ
り、参加者人数の関係で、発表時間が 7 分質疑 5 分となり、学生
達には、発表時間が短く、討論時間も少なかったと感じている。
また、発想・思考が刺激された状態で、フリーディスカッション
に時間が取れると、新たな着想やイノベーション思考がさらに深
まるのではないかと思う。
（牧 昌次郎 電気通信大学）

（株）志成データム 代表取締役 斎藤之良 氏

大分大学「現役社長の講話Ⅲ」
2015 年度「現役社長の講話Ⅲ」は、7 月 24 日（金）～26 日（日）にお
いて、大分県中央地域（大分市、速見郡日出町、臼杵市）で実施され、
11 名の受講生が参加しました（スーパー連携大学院プログラム受講
生 9 名（大分大学 1 名、北見工業大学 1 名、電気通信大学 4 名、秋田
県立大学 3 名）、大分大学履修生 2 名）。
1 日目は(株)エリア（速見郡日出町）、(株)池永セメント工業所（大分
市及び臼杵市）2 カ所の施設及び工場の見学を行いました。㈱エリア
は、半導体に関連した業務内容であり、受講生の専攻分野によって、
内容の理解度に多少差があるように感じられました。しかし、見学の
際中および意見交換の場では、内容に対する理解度の高い受講学
生からの質問が、そうではない他の受講生の理解の手助けになり、
受講生どうしで理解を深める状況がありました。
次に見学した(株)池永セメント工業所では、池永征司社長から会社
の概要説明をしていただいた後に、工場見学をさせていただきました。
見学の際には、社長が見学箇所のすべてに付き添い、専門的なこと
も含め丁寧に説明して頂きました。現場での作業についての理由や
効率向上のための取組、会社内での従業員の労働環境への配慮な
どについても、具体的に説明して頂きました。
2 日目は（株）池永セメント工業所の池永征司社長から現在の会社
の状況と将来を考えた取り組みについて、具体的な話や大学卒業後
に携わった仕事から今の仕事までの複数の経験談について、(株）エ
リアの樋口嘉社長からは、仕事を始めた時の状況としばらくして会社
を大きくしていかないといけないと考えるようになった状況など現実の
社会で考えなくてはいけないことを具体的にお話しいただき、そのほ
か、ビジネスでは目の付け所が重要であることなど詳しくお話を頂き
ました。最後に、瀬戸製材(株)の瀬戸亨一郎社長から木材を扱う場合
の問題点を技術的に解決しようとして成功した例を交えて話をして頂
きました。木材ということで少し縁遠いと思っていた受講生もいるよう
でしたが、技術的取り組みを聞いて、どのような考えを持つのか、どの
ように実行するのかなどは大変参考になったものと思います。
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(株)エリアでの見学（日出町事業所内）

(株)池永セメント工業所での工場見学（臼杵市コン
クリート強度試験施設）

2 日目意見交換会
（大分市ホルトホール）

講話終了後は、講師を交え、全体意見交換会を行い、その後は、意見交換会を拡充する形で、受講生から講話
についての感想・考えを一人ひとり発表してもらいました。
全てのプログラム終了後は、会場を換え、受講生と講師、先生方も参加した情報交換会が行われました。大型台
風の接近という状況もありましたが、活発な意見交換が行われ、有意義な時間となりました。
（君岡 亨一 大分大学）

スーパー連携大学院プログラムのモデルケース
○○大学○○学部 4 年生の XXXX 君は、大学院進学にあたり、スーパー連携大学院プログラムの
「7 つの志」に意義を感じ、受講することに決めた。書類審査（学部成績と志望理由書）、小論文、面
接で総合的に審査されるとのこと。チャレンジすることにした。面接では”志”を見せるぞ！

晴れて XXXX 君はスーパー連携大学院プログラム受講生資格審査に合格し、所属大学の履修と同時にスーパー
連携大学院プログラムを履修することになった。
前学期は室蘭工業大学で開講の「MOT 基礎論」を遠隔受講することにした。他大学の授業を受講
するときは、e-learning システムを使って受講する。パソコン、web カメラとマイクがあれば自宅でも
受講できるし、先生への質問は Skype でできるのでスムーズな受講ができる。
今日は大分大学で開講の集合教育「現役社長の講話Ⅲ」に参加している。普段会うことのない他大学のスーパ
ー連携大学院プログラム受講生と机を並べていることが新鮮だ。○○会社の△△社長が、起業の苦労や、経営
哲学を語られた。経営者から実践的な話を聞くことができ、刺激を受け、自分の将来像を考える機会となった。
博士後期課程に進学することにした。スーパー連携大学院プログラムの博士後期課程に進むためには、サーティ
フィケート審査に通らなければいけない。①所要単位の修得、②総合成績 GPA 値 3.2/4.0 以上、③短期インター
ンシップ実施、④TOEIC600 点以上、⑤研究プロポーザル審査に合格することが求められる。①～④は全てクリア
した。あとは研究プロポーザル審査の合格に向けて頑張るぞ！
無事にサーティフィケート審査に合格！（＾＾）！ 博士後期課程に進むことになった。

○○会社との共同研究が決まり、半年間○○社の研究所に長期インターンシップとして通うことになった。共同研
究のテーマも決まり、○○社の担当部長との面談も済んだ。現場を通してコミュニケーション力を高めたい！
共同研究先○○社の米国研究機関で、2 か月間海外研修をすることになった。
○○社△△部長から高い評価をいただいており、社員として一緒に働こうと声をかけてもらった。○○社への就
職を考えてみよう。
いよいよスーパー連携大学院プログラム博士後期課程修了のサーティフィケート審査を受ける。
最終試験である研究成果の発表以外の修了要件は全てクリアした。明日は研究成果の発表。
パスできるか・・・。
サーティフィケート審査に合格！
スーパー連携大学院から「イノベーション博士サーティフィケート」が授与された。
就職は、共同研究先の○○社に入社することになった。ハードな 5 年間だったが、充実し
た時間だった。「7 つの志」のうち 6 つくらいは身についただろうか・・・今後も日々勉強だ。
さて、どんなイノベーションを起こせるだろう !!!
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