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　世の中がめまぐるしく変化している。 東日本大震災をはじめとする自然災害の
猛威、 原発問題や為替の変動に起因したものづくり拠点のグローバル化、 シェー
ルガスによる産業構造の変化、 等々…。 一方地震や台風などは元々地球誕生以来
の自然そのものであり、 たびたび起こる災いを人間が被らないようにすることが
人類の知恵であり昔から伝承されてきた。
　しかし究極的には地球環境問題は完璧な人災であるにもかかわらず、 いったい
いつまで人間活動の肥大化を良しとし、 経済発展を善と考え続けるのだろうか。

そんなことで人類は本当に持続可能なのだろうか?
　人間活動の肥大化による地球環境危機は地球が一つしか無いことから、 このままではいずれ破綻する
ことは誰が考えても明白である。 当然企業経営者の使命として考えなければならないことは、 いかなる
場合においても企業活動を停止させることなく社会のために持続させ、 貢献することである。

　世の中の変化に右往左往するのではなく、 ブレのない経営を目的として、 この度バックキャスト思考
により経営計画を立案した。 何かの参考になればと思いこれを簡単に紹介する。
　バックキャスト思考とは将来のある時点の社会の状況を環境制約などから想定して、 事業のあるべき
姿、 ありたい姿を設定。 その時点から現在を振り返り、 いつ何をどのようにすべきかなどマイルストー
ンを置き、 経営計画の大綱を決める方法である。
　一方、 企業が経営計画において一般的に行っている思考方法をフォアキャスト思考といい、 過去から
現在までの成果をベースに積み上げていく方法である。
　次ページの図は2030年における地球環境リスクと予測されるシナリオを表している。 この時に予測
される環境制約をベースに10年後（2023年）の目標設定を行いさらにバックキャストして最初の3年間

（2014～16年）の目標を中期経営計画とした。

　廃棄物処理を先送りにした原発の再開、 大企業重視の経済政策など、 相変わらず従来のやり方を是と
する政策ばかりが横行している。 世の中の変化の大きさに加えその変化の速度が早くなってきた今、 従
来の価値観や方法論が通用しない場合が多く、 常に自らの行く先を見据えながら、 本当にこれで良いの
かと自問自答する今日この頃である。

バックキャスト思考と企業経営
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日本リファイン株式会社

代表取締役社長　 　

■2030年における地球環境リスク

OECD 環境アウトルック 2030, 環境省環境白書より



WINTER／2014 LFPI News Letter No.66
�

日本液体清澄化技術工業会

　第17回定時総会が、 去る2013年10月10日（木）にヨコハマプラザホテルにて開催された。
　今回の総会は、 シンポジウムなどとの併催の無い通常の総会であったため、 14時30分からの開催と
なった。おおよその時間割りは、総会：14時30分～15時30分、休憩：15時30分～15時50分、特別講演：
15時50分～16時50分、 交流会：17時～18時50分という事で行われた。
　参加者名簿によると、 会長・顧問・理事などを含め50名の参加者であったが、 当日参加が1名あった。
　総会は議事次第に従い進行し、 下記の報告がなされ全議案が承認された。
　1. 第一号議案（第17期収支決算書報告の件）
　2. 第二号議案（第18期事業計画案及び予算承認の件）
　3. 第三号議案（役員改選の件）
　4. 第四号議案（表彰・その他）

　今年は、 第18事業年度の予算報告の前に、 代表幹事および各委員会委員長により、 今期の新しい事
業計画などにつき説明いただいた。代表幹事からの説明に続き、広報委員長（事務局代行）、技術委員長、
国際交流委員長、 規格・標準委員長、 青年部会委員長、 環境・エネルギー委員長、 総務委員長が報告を
行った。 こうした報告は、 本来プロジェクターなどを使い、 丁寧に行う事が会の活動に対する理解を深
めるものであると思う。しかし、今回は当初予定していた時間帯の中に挿入するような形となったため、
短時間での報告となった。 次回はさらに工夫を要すると感じられた。
　表彰については、 会社・団体表彰5社：アサヒ繊維工業㈱、 ㈱ウエルシイ、 関西金網㈱、 ダイワボウ
プログレス㈱、 ミウラ化学装置㈱、 個人表彰3名：影山 剛様（㈱ニシヤマ）、 北原秀雄様（日本濾水機工
業㈱）、 門平充生様（東洋スクリーン工業㈱）、 マイスター表彰1名：板津彰伸様（㈱マキノ）であった。

第17回定時総会報告

総会風景 1 総会風景 2
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　15時50分からの特別講演は、 SAMチャプター理事の三田村和夫氏による「自動運転乗用車、 アベノ
ミクス、 ほか」と題して行われた。 自動運転乗用車では、 インターネットの普及により自動車の誤作動
を誘発するハッキングについて警告しており、アベノミクスでは、「改革の第3の矢は的に届かなかった」、

「東シナ海や南シナ海での中国の狙いについて」、 など大変興味深い切り口で講演頂いた。

　17時過ぎからの交流会は松本会長の挨拶、 大矢顧問の乾杯の音頭により、 和やかなうちに進行し、
途中、 個人表彰出席者から受賞の言葉をいただいた。 18時40分頃に長岡代表幹事による中締めがあり、
総会を含むすべての行事を終了した。

表彰風景 受賞者記念撮影

特別講演の三田村和夫氏 講演風景
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　会の行事を進めるにあたっては、 多くの協力者の支えが必要であり、 今回も幹事会メンバーを含め裏
方を支える事務局員の多大な協力を得たと思っている。 こうした表に出ない作業は非常に重要であり、
裏方の地道な作業なくしては、 どのような行事もスムーズに実施する事が難しいと思う。 この場を借り
て、 厚く御礼申し上げます。

〈事務局長 卜部兼好〉

交流会風景 1 交流会風景 2
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食品開発展2013報告
　LFPIが過去2回特集記事を掲載している「食品と開発」編集部（UBM
メディア㈱）から食品開発展2013に1小間無償供与するのでLFPIのPR
に使ってほしいという依頼を受けた。 10月9日（水）から11日（金）の
3日間、 東京ビックサイト開催で中日はLFPI総会と重なったが、 食品
ユーザーへのアピールに絶好の機会ととらえ、 広報委員会、 幹事会の
有志の方々に毎日2名のご協力をいただき、 FOOMA同様の無装飾で
今回はパネルなし、 会カタログを置いただけの簡素な小間でLFPIのPRと出版物販売を行った。
　FOOMA2013が東1から6まで6ホールを使って4日間で94,087名（1日平均：23,521名）を動員
したのに対し、 本展示会は、 西1, 2およびアトリウム（大広場）にて、 3日間で40,102名（1日平均：
13,367名）を集めた。 アトリウムを1ホールとして数えると、 1ホールあたりの集客はFOOMAよりむ
しろ多くなり、 根強い人気がある展示会と言える。
　本展示会は機能性素材・健康素材の新製品紹介が主体であるため、 LFPIの清澄化技術には興味が薄い
のか、 通り過ぎる方が多く、 3日間の出版物売上は8冊、 13,100円であった。 食品製造機器の展示会
であるFOOMAの1日の出版物売上が21,550円だったに対して、 こうした客層の相違から4,366円と
いう結果にとどまった。 因みに、 LFPI小間に目指して来られ、 WEBで未購入の2冊を買われたお客様
があった。
　1小間提供の他に20分間の出展者プレゼンテーションの枠をいただき、 終了間際の16：30だったに
も関わらず「液体清澄化技術の向上を目指して」という題目のLFPI紹介に9名のご参加（製造メーカー：4
社、商社：2社、官公庁：2社、台湾：1社）を賜り、以下の内容をプレゼンする。創立意図は二つ：第1に、
濾過、 遠心分離、 流体移送、 素材などを含めた液体清澄技術という括りでの総括的で、 かつ、 実用的
な工業会の設立、第2に、会員の教育、啓蒙および異業種交流による新たなビジネスの創造。LFPIは「実
践的」をモットーに3つの活動=教育（技術セミナー、 実験講座）、 啓蒙（出版物発行、 規格創造）、 異業
種交流（定期および教育行事後の交流会）をしており、 その活動を広く紹介しているのがWEBサイトで、
データベース（活動記録であるニュースレター通巻66号、 雑誌記事PDFアーカイブ、 技術用語集）が充
実しており、 各種技術相談窓口を設けている。
　3日間ご協力いただきました広報委員、 幹事の皆様、 ありがとうございました。

〈アルファ・ラバル株式会社 青木 裕〉

LFPI プレゼン内容 出版物の展示販売
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Aquatech AMSTERDAM 2013について（投稿）
　　開催日程：2013年11月5日（火）～8日（金）
　　場　　所：AMSTERDAM RAI

　毎回、 とても1日では回りきれない世界的に大規模な水処理総合展示会である。
　世界各国から750以上の出展数、 18500名以上の来場者で、 今回も大変な活況だった。※

　日東工業（ドイツ）／東レ（スイス）／日東電工（Hydro noticsとして）出展されていたが、 その他の 
日系企業としての出展は3社と、 前回に比べて非常に少なくなっていた。
　逆に中国企業の出展が目立つ。 各ホールの2コマ程度の小さなブースはほとんどが中国企業。
　前回2006年以来の同展示会見学だった。 当時は各社EDIそのものを開発・展示されていたが、
　今回は、

　　◦ソーラーパネルを動力とした水処理システム
　　◦コンテナ内に組み込んだコンパクトな水処理システム

　等の出展物確認や打合せができ、 非常に参考になった。
〈伸栄化学産業株式会社 鈴木 勝夫〉

会場のAMSTERDAM RAI 大賞のLG Sonic コンテナ式水処理装置
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＜川崎重工業について＞
　折角の機会ですので、 川崎重工業について知って頂ければ、 と思い、 つぶやきます。
　当社は、 鉄道車両、 二輪車、 造船、 航空機等の陸・海・空の輸送システム、 発電や環境プラント等
のエネルギー環境プラント、 ロボット、 油圧ポンプ等の産業機器の3つの事業からなる、 総合重工メー
カーです。 ちなみに、 川崎重工業の「川崎」は、 創業者である「川崎正蔵」に由来しており、 川崎市など、
地名としての「川崎」とは無関係です。
　当社工場は、 航空機工場以外は全て兵庫県にありますが、 その中の幾つかを紹介します。
 明石工場 ：国内におけるモーターサイクル、ガスタービン等のマザーファクトリーです。元来、当社は、
一般の方々には馴染みのない会社なのですが、 モーターサイクルの会社、 と説明すれば、 お分かり頂
ける方もおられるでしょう。また、「人造人間キカイダー」の乗るバイク（サイドカー付MACH ・）の会社、
としてご存じの方もおられるかも知れません。
 神戸工場 ：神戸工場は、 造船を初めとする様々な製品の工場です。 当社は株式会社化されてから、
118年の歴史を持ち、 戦前には軍需産業が盛んだった時期もあ
りました。 真珠湾攻撃を初めとする、 先の大戦で活躍した弊社
の製品、空母「加賀」、「瑞鶴」、戦艦「榛名」は神戸工場製ですし、
日本初の潜水艇建造以来、 潜水艦は戦前から現在に至るまで当
社の主力製品です。 なお、 軍用機で唯一の液冷戦闘機「飛燕」も
その筋の方々には有名です。
 兵庫工場 ：国内シェア1位の鉄道車両の工場で、 子供に人気の新幹線「はやぶさ」や「スーパーこまち」
等を製造しています。 なお、 満州鉄道の特急「あじあ号」も当社製品です。
　以上、 長々と会社の説明をしてきましたが、 実は従業員の多くが、 上記の説明に関連するマニアに
分類できます。 すなわち、 ❶バイクマニア、 ❷軍事マニア、 ❸鉄道マニア、 それに加え、 ❹関西大好
きマニア、 です。
❶バイクマニアは、 休日のツーリングは勿論、 外出しない日にはバイクを分解しては組み立てる作業を
繰り返して楽しんでいるそうです（手のかかる子ほどカワイイ、 らしいです）。
❷軍事マニアと会話をしていると、 軍事用語が次々と出てきます（例えば、 先方の出方を探ることを「ピ
ンを打つ」と表現します）。 また、「飛燕」と解説された社史掲載の写真を見て、「この戦闘機は空冷エンジ
ンだから飛燕ではない、 五式戦だ」とか、「飛燕の設計技師は、 零戦を設計した堀越二郎氏の同級生だっ
た当社社員だよ」、 等の説明をしてくれます。
❸鉄道マニアは、 鉄道車両関係の仕事に幸せを感じ、「この仕事が出来れば給料は不要」と言います。 ま
た、 披露宴会場にNゲージを敷き詰め、 それを見た新郎招待客が喝采する一方、 新婦招待客がドン引き
した、 等の話も聞きます。 なお、「結婚しました」葉書は、 披露宴会場のNゲージの真ん中で、 満面の笑
みを浮かべた新郎が寝そべる写真だったそうです。
　さて、 上記いずれのマニアにも分類されない中途半端な私は、 折角ですので水処理マニアを目指そう
かとも思いますが、 自称できるのはいつの日になりますか…。

　　技術委員のつぶやき話（その15）
川崎重工業株式会社　谷山　教幸

三式戦闘機「飛燕」
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　近頃、 仕事と生活の調和を実現する「ワークライフバランス」という格好良い言葉が出てくるようにな
りました。 仕事もオフタイムも充実。 なんとも響きが良いですが、 果たして自分の場合はどうなのだ
ろう。 そう思いながらこの記事を書き始めました。
　独身時代にはまっていたことは、 映画、 水泳、 旅行でした。
　映画でよく通ったのは、 池袋にある文芸座という、 少し古い映画を何本立てかで行う映画館です。 例
えばダイハード1、 2の2本立て、 ケビンコスナー特集など、 その時々でいろいろな特集をやってくれ、
だいたい2本か3本。 入れ替えはないので、 コンビニで昼となるサンドウィッチを買って、 朝10時過
ぎに映画館に入り、 3本見ると外は暗くなるような時間。 お尻が痛くなって文字通り大ハードですが充
実感を味わったものでした。
　今は休刊になりましたが、 チケットぴあを片手に行くと900円で一日過ごせた記憶があります。
　2つ目の水泳は、 高校まで水泳部に入っていたのがきっかけです。 しばらく水に入らないと身体がな
んとなく気持ち悪く、 さしずめ泳がないと死んでしまうマグロのような感じでしょうか。 フラッと千
駄ヶ谷にある東京体育館のプールによく通い、 心地よい汗をかいていました。 こちらも公共の施設なの
でリーズナブルな趣味です。
　3つ目の旅行は、 当時ネットは普及していませんでしたので、 旅行会社のパンフレットや本屋で雑誌
を読んだりして思いを巡らせ、 ここだ、 と思った場所ができたら夜行バスの手配をしたり青春18きっ
ぷをチケットショップで買って、 その日の夜には出発。 一人旅を満喫していました。 ほぼ都道府県を
制覇したころ、 国内では飽き足らず、 海外にも足を延ばし、 ヨーロッパ、 北欧、 カナダ、 ニュージー
ランド、 タイ、 インドネシア、 シンガポール、 オーストラリア……　6年間の学生生活でのバイト代
はほぼ旅費に消えました。
　と、 ここまで書いていて気付いたことは、 時間がたっぷりとれた学生時代にやっていたことが大半で
す。 やはり、 社会人になってからのワークライフバランスの実現はなかなか難しいです。
　そんななか、 子供を授かってからガラッと自分の考えがかわりました。
　タレントのダニエルカールさんが、「子供ができてからは自分だけの用事は入れず、仕事が休みの日は、
極力家族と過ごす。 友達との飲み会は、 子供が大きくなるまで延期してもらうようお願いしています。」
と話されているインタビュー記事を読み、 やってみようじゃないか。 と思いました。
　それまでに充分すぎるくらい好きなことをしてきたから、 できたのだと思います。 今でこそ、 イク
メン、 イクジイといった男性が育児に参加することが浸透してきて、 当社でも育児のために時短をとる
男性社員が出始めましたが、 ほんの十数年前、 現在中1の娘が産まれたころは、 まだまだそんな風潮は
なく、 自分の行動はイクメンの先駆けだったと自負しています。
　出張で泊まりの時以外は、 どんなに帰りが遅くなろうと、 毎日欠かさず子供を風呂に入れることを自
分の義務とし、 子供と接する時間をできるだけ多く取りました。 当然、 土日も自分の予定は入れず（床
屋に髪を切りに行くくらい?）、 良くも悪くも干渉する父親になっていました。 接する時間が長いと気づ
くことも多いので楽しいです。

広報委員のオフタイム
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　そんなわけで、オフタイムの大半を子供と過ごすことで占めていますが、それだけではもったいない、
家にいてもやれる趣味はなんだろうと、 はまったのが少し前にブームになっていたガーデニング。
　庭を飾るため、 プランターをいくつか並べ、 季節ごとに花を咲かせることをしていました。 子供に
土をいじらせたり水をまかせたり、 一緒に過ごしながらできる趣味。 そして、 植えた花がどんどん咲
いていくことの快感は何とも言えません。
　最近はなかなか時間がとれず花をいじることが減ってきましたが、 子供が手を離れつつあるいま、 ふ
たたび、 過去の趣味に少しずつ手を出しても良いかなぁ。 とそんなことを考えている今日この頃です。
　年齢とともに少しずつ変化している『私のオフタイムの過ごし方』でした。

〈メルテックス株式会社 池島 賢司〉

門から庭へのアプローチ エアコン室外機カバーに載せた
ゼラニウムのプランター

アプローチのビオラ－咲き終わったものをこまめに
摘み取ると株が大きくなりどんどん咲く。

庭に設置した木製フェンスにかけたジニア（百日草）
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記後集編
　会員の皆様、 あけましておめでとうござい
ます。
　昨年は流行語大賞の候補が目白押しでした。
言葉の勢いは世の中の活気に左右されるのだ
そうです。 景気の浮揚を期待している人が多
かったあらわれだったのではないでしょうか。
皆さんは好況感を実感できましたか。
　他にも明るい話題として、 2020年オリン
ピックの東京開催が決まりました。 プレゼン
テーションは素晴らしかったですね。 相手に
伝えることの大切さを感じました。
　晴海のマンションを購入した友人は、 家か
ら競技会場がみえるらしく、 私もその頃には
遊びに行こうかと思っています。
　会員の皆様ならびにご家族が今年一年も良
い年となりますよう、 お祈りいたします。

〈メルテックス株式会社 池島 賢司〉


