委員会活動

第14回Next30産学フォーラム
７月29日（火）、第14回Next30産学フォーラム
を名古屋工業大学キャンパスにて開催、45名が
参加した。
今回のフォーラムは名古屋工業大学のキャン
パスをお借りし、学内施設の見学会と併せて開催
した。
はじめに、名古屋工業
大学学長の鵜飼裕之氏

愛知淑徳大学

名古屋工業大学大学院

准教授

准教授

丹藤 克也 氏

北川 啓介 氏

より 学 内 で も 産 学 連

と訴えた一方で、適切に扱えば一般的に記憶は信

携・人 材 育 成に力を入

頼できるものであることも付け加えた。

れていることの紹介があ

北川氏は
「白い建築から面白い建築へ」
をテーマ

り、
「 参加者には異分野

に自身の経歴や学内での広報活動、
さらに紙を素

交 流・自己 研 鑽として

材にしたテント型住宅や避難所で使用するダンボ

本フォーラムを是 非 活

ールパーテーションのニーズの違いなどについて

名古屋工業大学

用して欲しい」
との挨拶

研究内容の説明を行った。
また、公共の場において

学長

があった。

壁面や路上に映像を映し出すことで、人々が集まる

鵜飼 裕之 氏

続いて、愛知淑徳大学心理学部准教授の丹藤
克也氏と名古屋工業大学大学院工学研究科・創
成シミュレーション工学専攻准教授の北川啓介
氏による講演を行った。

にぎわい空間を創出するなど、区画整備された都
市空間を面白くする取り組みなども紹介した。
講演会終了後に
行った施設見学で
は、次 世 代の電力
システムの構 築に
向けた研 究・開 発
について｢リアルタ
イムディジタル シ
ミュレーター｣などを活用した実証実験の様子や、
ハイブリッド車や電気自動車の動力源を担うモー
タの設計・制御技術についての紹介があった。
その後 、大 学 会 館内の食 堂にて懇 親 会を開 催

丹藤氏は「あなたの記憶、本物ですか？ 記憶の

し、参加者は交流を深めた。会場内では｢参加者の

サイエンスへの招待」をテーマに、参加者に視覚・

上半身ジェスチャーを追従するロボット｣、
「 鉢巻状

単語テストを体験してもらうことで、人間は空想・

の脳血流測定診断」
などの研究内容の紹介もあり、

連想したことと体験したことを区別するのが苦手

参加者は学生から色々とアドバイスを受けながら、

であり、
これによる偽りの記憶が実際にその人の

ロボットの運 動・感 性 知 能について理 解を深め、

考えや態度・行動に影響を与えることを説明した。

学生との交流も楽しんだ。

また、仮に強い衝動に伴う出来事でも自身の思い
違いがよくあり、記憶は汚染されやすいものである
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び「消費税の軽減税率に対する意見」の諸点につ

第１回社会基盤委員会

いて審議を行った。
その中で特に、法人実効税率の

７月11日（金）、第１回社会基盤委員会を開催、

引き下げと代替財源の関係、消費税率の10％への

委員長の柘植副会長はじめ27名が参加した。

引き上げと逆進性緩和策のあり方について、活発
な意見交換が行われた。
第２部では、関西大学社会学部教授の矢野秀利
氏を講 師にお招きし、
「 法 人 税 制 の 現 状と課 題
〜経済成長のための法人税制のあり方〜」
と題し
た講演会を行った。第１部の内容を踏まえ、法人税
制の課題とあるべき姿について、国際比較等を交え
たご講演をいただいた。
（調査部

髙木 慶吉）

柘植委員長の就任挨拶の後、平成26年度の活
動方針について審議し、承認された。
活動方針については、東日本大震災や少子高齢

国際交流懇談会「アフリカセミナー」

化、人口減少、経済のグローバル化、環境ニーズの

７月17日（木）、国際交流懇談会「アフリカセミナ

高まりなどに加え、平成39年のリニア開業を見据

ー」を開催、82名が参加した。

えたまちづくりの必要性など、
さまざまな社会環境
の変化が見られる中で、道路、鉄道、空港、港湾そ
れぞれのさらなる充実やこれらの連携が大変重要
なものとなるという観点から、
「 交通ネットワークの
あり方」
を総合的に検討することとした。
また、検討
にあたっては専門委員会を設置することとした。
（社会基盤部

山口 智）

第１回税制委員会
７月11日
（金）、第１回税制委員会を開催、委員長
の上田副会長はじめ24名が参加した。

第１部では、
アフリカ開発銀行 アジア代表 東京

やわが国および中部圏の経済活性化を図るため

（ジェトロ）途上国貿易開発部長の石井淳子氏を講

委員会の第１部では、
「 平成27年度税制改正要
望の基本的考え方」、
「 税制改正要望骨子案」およ
2014.9

セミナーを、
２部構成で行った。
事務所長の玉川雅之氏と(独)日本貿易振興機構

としての意見を取りまとめている。

中経連

の企業進出およびアフリカの最新情報を紹介する

本委員会では、わが国の中長期的課題の解決
に、
どのような税制がふさわしいかについて中経連
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国際交流懇談会の活動の一環として、
アフリカへ

師にお招きし、
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「日本・アフリカ ビジネスパートナーシップ
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のアプローチ方法や市場の動向などを紹介した。

る首 都 直 下 型 地 震の規 模や首 都中枢 機 能の維

石井氏は「ジェトロのアフリカ関連事業とＢＯＰビ

持・継続の必要性、官民の危機管理体制等の調査

ジネス事例紹介」をテーマに、
アフリカビジネスへ

結果を報告した後、中部圏の役割のイメージと具

の相談案件・市場開拓について、実例を交えて紹

体的な役割案を説明した。

介した。

委員からは
「３連動地震について調査するべき」、

第２部では、(独)国際協力機構(ＪＩＣＡ)ケニア
事務所とセミナー会場を国際電話回線で結び、
ライブ中継で４団体 ※５名の駐在員がアフリカ・ケ

「国の権力を分散することが必要」等、活発な意見
が出された。
今後の活動としては、有識者の講演やヒアリング

ニアのビジネス環境や最新状況などを紹介した。

等を重ね、中部圏の役割に対してさらに議論を深

セミナー 参 加 者はビジネスパートナーとしての

めることとした。

可能性を広めるとともに、
アフリカの新しい知識を

（企画部

小西 教雄）

深めた。
（国際部

平山 りえ）

※４団体
（一社）日本アフリカビジネス研究所（JABiC）

●

（独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）ケニア事務所

●

（独）
日本貿易振興機構（ジェトロ）
ナイロビ事務所

●
●

在ケニア日本国大使館

第１回農商工連携特別委員会
８月６日
（水）、第１回農商工連携特別委員会を開
催、委員長の村瀬副会長はじめ22名が参加した。
本委員会は、農林水産業と企業との協力・連携
の場の創出とそれを通じた関連ビジネスの振興と
育成を図るとともに、規制緩和などの制度改革や

第１回地方分権特別委員会
８月５日
（火）、第１回地方分権特別委員会を開催、
委員長の小笠原副会長はじめ18名が参加した。

環境整備を行政に要請していくことを目的に活動
を展開している。
今年度１回目の委員会では、昨年度に取りまと
めた提言書(案)の取扱いについて協議を行った。
政府は昨年末から農業政策に関する検討を加速
しており、
これまで政府が公表した施策には提言
書(案)の提言項目と一致する内容が多く含まれて
いる。そこで、本委員会では会員企業に対してアン
ケートを実施し、改めて経済団体としての考え方・
スタンスをより明確にした上で、提言書(案)を要望
書として構成し直すことを提案し、了解を得た。ま
た、要望書は年度末を目途に作成し、適切なタイミ
ングを見計らって要望活動を行う。
委員からは、
ものづくり力の農業への応用や、輸

本委員会は今年度、
リニア開通に伴う首都中枢

出促進・海外への販路拡大、農業参入のためのさ

機能の維持・継続のための中部圏の役割について

らなる規制緩和の必要性など、広範な分野にわた

調査・研究を行い、中経連としての主張を取りまと

る様々な発言があり、活発な意見交換が行われた。

めることを事業計画とした。事務局から、想定され

8

中経連

2014.9

（産業振興部

水田 晴久）
中経連

2014.9

9

