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職業奉仕月間・米山月間

晴
安 藤 泰 雄

島 田 秀 和
当 番 大野君、大崎君

・点 鐘 安藤会長
・ソング 手に手つないで
・米山記念奨学生 リュウ・ユウヒさん
・卓 話 中村敬佳様
【会長報告】
先週の夜間例会は楽しいひとときでした。
皆様、有難うございました。
事務局には、大附パスト会長が季節ごとに
ご自作の絵を掲げて下さっています。今は香
りがしてくるような「あけび」の絵。心から
御礼申し上げると共に、機会がありましたら
皆様もご鑑賞頂けたらと思います。
本日の卓話は飯能ご出身の中村様。是非い
ろんな話を頂ければと楽しみにしております。
◎リュウさんに米山記念奨学金の贈呈
【幹事報告】
・次週３１日は定款により休会。
・１１／７第６回役員会１１時半〜
・１１月ロータリーレート１＄＝８０円
◎例会変更のお知らせ
◇入間ＲＣ
・１１／１５
（木）親睦旅行１１／１４〜１５
・１１／２９
（木）夜間例会
【委員会報告】
◎米山記念奨学委員会
市川
（洋）
君
大野康会員より米山特別寄付金を頂戴しま
した。有難うございました
（拍手）
。
◎雑誌委員会
土屋
（崇）
君
『友』
１０月号。横組「職業奉仕月間」関連。Ｐ７

「カスタマーディライト」期待以上のパフォーマ
ンスで顧客が「歓喜」。職業に根ざしたサー
ビスが重要。Ｐ４「ロータリーとは」職業倫理
を重んずる実業人・専門職業人の集まりで幅
広い奉仕活動をしている団体。縦組Ｐ２、
日本
社会事業大学・潮谷理事長「命を粗末にする状
況にあって、私達一人ひとりが変化を求めて
役割を担い、仲間を作り、使命感の中に立って
行く時、変化が始まる」。２１世紀に入り、同時
多発テロ、リーマンショック、大震災があった
が、家族の絆を大事にしていきたいという事
です。俳壇に日高、入間南ＲＣの会員の句。
【セミナー報告】
◎会員増強委員会
吉田
（行）
君
１０／２０
（土）
東松山・紫雲閣にてセミナー。
「魅力
あるＲＣに」とのお話をＰＧ、田中ＲＩ会長のブ
レーンの方から聴いて参りました。当クラブ
も未だ成果が出ておりませんので、是非よい
仲間をご紹介頂けますようお願い致します。
◎１１／１１
（日）
西川材フェアー
矢島
（巌）
君
新井前会頭の時から始め第１１回目。
ＲＣも
協賛。ご都合つく方はご来場下さい。
【出席報告】無断欠席なし

川口出席委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
１０／２０（地区）吉田
（行）
君
１０／２３（日高）和泉君

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・先週の夜間例会は皆様大変有難うございま
した。
安藤君
・中村社長様、本日はよろしくお願いします。
安藤君、高橋君
・結婚記念のお花を有難う。
平沼君
・りそな会ゴルフで優勝しました。 山川君
・遅刻
平沼君
本日計１１，
０００円、累計額４００，
６１０円。
◎７日例会当番は齋藤会員、杉田会員です。
【卓

話】

講師紹介
高橋プログラム委員長
名栗村ご出身。Ｎ７００系を始めとする最新鋭新幹
線は中村社長の技術無しには走る事は無かったと言
っても過言ではないと言われています。こうした技術
は、２０１５年就航予定のＢ７８７最新鋭機種の主翼
の技術となって世界の大空に羽ばたく予定です。

ボーイング７８７の
カーボン技術を提供してみて
株式会社 チャレンヂ
代表取締役社長

中村敬佳様

下名栗に育ち、飯能高校に入学。夏休みのアルバイ
トで叔父がそば屋を営む草加へ。そこにアルミの板金
を叩いて車を作っている会社があり、バイトそっちの
けで毎日行って仕事を見ていました。親父には「学校
辞めてもいいか」と電話、
「何を馬鹿な事を」と怒られ
ましたが、結局「給料要らないから働かせてくれ」と入
り浸り、以来、車一筋で現在まで来ました。
炭素繊維
（カーボンファイバー）
は“第３の材料”と言
われ、石油から作るものと石炭から作るものがありま
す。弱冠１７才から修業３年、２０才で独立。ガラス繊
維のＦＲＰ素材を使って軽量化したレース用オリジナ
ル車を作る事からスタート。コンセプトカー等も
作って欲しいという事で、
８２年、
（株）
チャレンヂを設立。
８６年「Ｆ１が炭素繊維を使った」との事で、イタリア、
英国で工場を見学し（１週間の予定が２か月）状況を
把握。その後、日本では弊社が最初という事で、トヨ
タ、日産、ホンダ、
マツダと、全社を手掛ける事になりま
した。６１年に日本で開発されたカーボンファイバーで
すが、戦略物資協定の中でココムに指定され、材料が
民事に下りて来なくなったため、当初は一部使える所
があった欧州から材料を入れていました。８９年には
ボディだけでなくシャーシーから全て炭素繊維で作る
ようになる。弊社製は安全性が高く、ドライバーの評
判も良かった。９１年、ル・マン２４時間レースで弊社
製ボディのマツダ車が優勝。バブルが崩壊、レースか
らの撤退が決まり、大急ぎで出た９２年１月のデイトナ
２４時間レースで日産車が見事、総合優勝。日本車が
レースで活躍した、文字通り“走り”となりました。エ
ントリー２００台中、ピットの関係で４９台だけが決勝
に残れるのですが、そのうちの１１台が弊社製。
その時、
名前が売れたかなと思っています。
２０００年を過ぎて、
公共性の高い、航空・宇宙、
鉄道
車両を炭素繊維にという声があり、
実験の手伝いをし
ていたのですが、製造する所が無いという事で、０７年
からＪＲ東海のＮ７００系新幹線の先頭部分を作る事
になりました。当初「軽く」という事だけだったのです
が、４人でやっていた連結器交換が女性１人で出来、
アルミより防音性が高いという事で一気に広がり、
ＪＲ西日本レールスター、ＪＲ東日本Ｅ５、Ｅ６系「は
やぶさ」のデータから製品まで弊社が担当しています。
現在は仕事量が増え、外注にお任せしています。
先月、炭素繊維複合材の独自製法で世界特許を取
得。各分野それぞれ大きな会社が出来る位のボリュー
ムになると言われています。僕も６２才、引退を考えた

いので、今月末、三菱ケミカル
ホールディングにＭ＆Ａで全
ての技術を売却、狭山工場は
研究所として残すが、量産は
海外も念頭に入れ今後２年半
の間に動こうと考えています。
話題性が先走り現実的には
工場等が無く、大きくは進んで
いないのですが、東レ、三菱
レイヨン、帝人の３社で世界の
７割を生産しています。
Ｂ７８７は評判が良く、海外にも飛べるようになった。
１３年から製造に入り１５年から飛ぶ予定のＢ７８７—９
（ダッシュナイン）の主翼は三菱重工が担当、その型等
を弊社が担当します。型に約２年かかり、
「月産１０機」
だと型は３年しか持たず、延々と型を作らなければな
らない。さてどうしようという中で今、動いています。
金属はＸＹＺ方向同じ強度で、１ｍｍでもその物性
は保障されているが、炭素繊維は１方向しか強くない。
手法と工程で物性を保障しなければならず、大手が参
入して機械でどんどん作るわけにはいかない難しさが
あります。さまざまな形状が１工程で出来、耐摩耗
性、耐熱性、耐伸縮性、耐酸性、電気伝導性、引張強
度、
曲げ弾性があらゆる金属より優れ、
格段の軽量高剛
性がある。輸出規制があるため、自動車レースも税関
を通さずサーキットまで行ける許可が頂ける１８か国
だけで開催しています。柔らかいものからダイヤのよ
うに硬いものまであり、その一部の凄い材料で製作さ
れた車はレースでも絶対に死亡事故が無い。Ｘ線透
過率が抜群に良く、ステルス戦闘機は外装だけでなく
内部にも使う研究をしています。
“２１世紀の素材”と
してさまざまな用途で本格拡大が始まっています。
オールカーボンの試作車を年に２種位作っており、
１０年先には一般車もこうなるのかなと考えています。
３年前に「戦略的基盤技術高度化支援事業」の採択
を受け、特殊工法を開発。
７時間かかったのが５分で
出来るようになった。それが世界特許を取った技術で
す。３月から欧米にこの手法を広めに行っていますが、
「最初に作ったのはチャレンヂなんだよね」
というのが
残れば良いなと動いています。カルロス・ゴーン氏が
最初に乗ったのは日産「Ｚ」。
「ＧＴ—Ｒ」は輸出されて
おらず乗れなかった。日産の社長になり「ＧＴ—Ｒを復
活したい。
条件は素人が３００ｋｍ／ｈで走ってパンクし
ても安全に走れる車」だと言って、設計陣のほとんど
が投げた時、１人だけがうちに依頼に来た。
「パンク
しても素人が運転出来る」という事で、ブリヂストン、
ダンロップの協力を得てタイヤから設計した。
４本１００万
円。
当初は月産１０００台、今は３００〜５００台。その分、
炭素繊維の部品を増やしています。レーシングカーで
はガソリン燃費を２５％減らしたハイブリッド型エンジ
ンを計画中。ブレーキ時のエネルギーをバッテリーに
蓄える方式をデンソーが開発、５分間それをやる事で
８時間走れると言われています。強烈にブレーキもか
けるレーシングカーでは発生する電気も凄くて、これ
で一気に加速します。また、シャーシーを炭素繊維で
作る事で安全性も高まります。シートの裏や隙間は全
てガソリン。ガソリン・タンクの中の“人間が乗るバス
タブ”が絶対壊れないように作る。１方向しか強くな
い事を利用し後ろからの力を前に伝え、真ん中には力
がほとんどかからない構造です。
Ｂ７８７は外装の９９％が炭素繊維ですが、炭素繊維
を固めるマトリックス樹脂の難燃性化が難しく、まだ、
内装にあまり使われていません。弊社の開発した製法
が有効的に使われるよう動いているところです。
阪神大震災後、耐震補強にカーボンファイバーを
橋脚に巻き、
２年で日本の高速道路を全部直しました。
立川市・めがね橋の欄干は弊社が担当。風力発電では
７０ｍのブレードもテスト中。今日は世界で一番軽い
８００ｇの椅子を持参しました。この作品はＭｏＭＡに
も献上されています。
※次週の例会案内は省略。

