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MECENAT

島津の環境貢献プロジェクトチーム『え〜こクラブ』が
地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受賞
「 マイバッグ ゲット！」
「うあ、買い過ぎでゴミが40キロも増え
ちゃった」
京都市内の小学校。一風変わったす
ごろくで遊ぶ子供たちの声が響く。
一人ひとり400キログラムのゴミを
持ってスタート。さいころを振って進
んだ先のマスには、
「生ごみはきちんと
水を切って捨てている」
「お花見でマイ
食器を持参」など、ゴミ減量に役立つ知
恵が書かれていて、進むにつれゴミが
減り、ゴール時にもっともゴミの量が

「みんなで環境を考える出前講座」の活動風景

減っている人が勝者だ。
前 授 業 』は2001年２月から2007年
このゲームの名前は『え〜この京路
2月までに38回を数え、参加者は延べ
地（みやころじ）すごろく』。島津製作所
2500人を超える。大学生向けの環境
の環境活動チーム「え〜こクラブ」と、 講座、教員受け入れ、インターンシップ
京都大学の学生らでつくる環境ＮＰＯ
「京
受入れなども56回開催し、2600人超
都Ｒ」が協力して制作したもので、希望
が参加している。
者に配付している。
『え〜この京路地すごろく』をはじめ、
「え〜こクラブ」は1999年に結成さ
楽しみながら環境知識を身に付けら
れたプロジェクトチーム。
「温暖化防止
れ る グッズ も 多 数 制 作 。水 質 保 全 と
に特効薬・即効薬はない。永続的な活動
水資源 確 保 の 啓 発 を 狙 っ た す ごろく
で成果を上げるためには女性の感性と
ゲーム「雨水くんの冒険」は、2003年
アイディアが不可欠」との考えから、女
に京都・大阪・滋賀で開催された第３
性を中心としたメンバーで発足。
回世界水フォーラムで、世界100カ国
「当初は社内向けに環境教育や、啓発資
に英語版を配布した。
料、環境グッズなどを作っていたので
こうした活動が評価され、2006年
すが、自分たちの経験を少しでも社会
12月には地球温暖化防止に功績のあっ
にフィードバックしようと思い、社外の
た個人または団体に対して贈られる
環境活動の支援も精力的に行っています」 『 地 球温暖化防止活動環境大臣表彰』
（え〜こクラブ リーダー 岡崎令子）
を受賞した。
特に力を入れているのが、小中学校
地域社会との絆も深まっており、
「え
から大学までの学校に対する環境教
〜こクラブ」を中心とした輪はますま
育 の 支 援 。学 校 に 対 し て の『 環 境 出
す広がって行きそうだ。

『え〜この京路地（みやころじ）すごろく』
サイコロとコマは接着剤無しで組み立て
られるなど、
環境に配慮してつくられている。
若林環境大臣から表彰状を受ける（2006年12月11日KKRホテル東京にて）

〈巻末にプレゼントがあります。〉

▼え〜こクラブ URL http://www.shimadzu.co.jp/abouts/eco/eco̲club/

リデュース・リユース・リサイクル
推進功労者表彰を受賞
リデュース・リユース・リサイクル推進協議会による同会会長賞に、
え〜こクラブが選ばれました。当社および、え〜こクラブは、分別
の徹底、中間処理装置導入、管理精度向上のため廃棄物計量ソフト
開発などを進め、リサイクル率については、廃棄物合計で1996年
40%であったものが2005年には98%に向上しました。
（2006.11.6）

緑化推進で京都市から表彰
京都市都市緑化推進功労者に、え〜こクラブと監査役
室の松山国男さんが選ばれ、10月8日表彰されました。
表彰されたのは、7団体と2個人。 え〜こクラブは屋
上緑化（ビオトープ）に努めていること、松山さんは自
宅の庭に季節の花を育て市民や観光客を和ませている
ことが評価されました。
（2006.10.11）
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田中耕一さん
日本学士院の新会員に
顕著な功績をあげた科学者を優遇し、
学術の発展に必要な事業を行なう目
的で設置された文部科学省の特別機
関である日本学士院の新会員に、
2002年にノーベル化学賞を受賞した
当社の田中耕一氏の他、5名の方々が
選ばれました。田中氏は、タンパク質
などの生体高分子を分解せずに分子
測定できる「マトリックス支援レーザ
ー脱離イオン化法」を開発し、学術上
顕著な功績があったとして選ばれま
した。今回の決定によって会員数は
136人となります。(2006.12.12)

高速度ビデオカメラHPV-1が
米R&D100に選出

第26回(平成18年度)島津賞
大阪大学大学院基礎工学研究科
教授 菅 滋正 氏に

アメリカの技術情報誌『R&D』誌
主催の、世界で製品化された技術的
に重要な製品100件を選出する技術
コンペで、2006年受賞製品に島津製
作所の高速度ビデオカメラHPV-100
が選ばれました。100万分の1秒とい
う超高速での連続画像を画質劣化な
く撮影できる画期的な製品である事
が評価されました。

(財)島津科学技術振興財団(理事長
岡本道雄)主催の、第26回島津賞が大
阪大学大学院基礎工学研究科・菅滋正
教授に贈られました。菅氏は「高精度
高分解能放射光分光法の開発と応用」
の研究の中でSPring-8放射光を軟X
線分光へ利用するという諸外国に見
られなかったユニークな発想で世界
に誇る成果を挙げられています。
(2006.12.7)

▼ URL http://www.shimadzu.co.
jp/test/prodsucts/vodeo

▼（財）
島津科学技術振興財団
▼Tel. 075 - 823 - 3240
▼ URL http://www.shimadzu.co.
jp/ssf/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

時・空計算尺「Gulliver」

第21回テニス日本リーグ
島津製作所テニスチームが
3位に入賞

第４３回
島津室内テニス選手権大会

東京大学名誉教授・理化学研究所
ゲノム科学総合研究センター特別顧
問である和田昭充博士が、宇宙の広
さや宇宙の起源からのようなミクロ
やマクロの世界を時間や距離に置き
換え、誰でも簡単に実感（イメージ）で
きる、時・空計算尺「Gulliver」を考案し、
（株）島津理化が販売しています。

▼（株）島津理化
▼ Tel. 03-5626- 6606
▼ URL http://www.shimadzurika.co.jp/
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第21回 テニス日本リーグ・決勝
トーナメントが東京体育館で行なわれ、
当社代表の女子チームが第3位に入賞
しました。個人賞では、女子優秀選
手賞と特別顕彰
（女子ダブルス20勝）
で、
猪野玲子、平知子が受賞しました。
（2007.2.17-18）

国内外の男女トッププロが参戦し、
男子は世界大会に結果が反映される
ATPTour公認の国際大会である島津
全国室内テニス選手権大会(主催：日本
テニス協会、
特別協賛：島津製作所)が、
京都市体育館で開催されました。
（2007.3.5〜3.11）

5年ぶりの優勝を果たした
鈴木貴男選手と服部社長
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アジェニカ社と共同研究
乳がんの診断・治療開発に
つながるタンパク質を発見
島津は、シンガポールのがん関連バ
イオベンチャー企業・アジェニカリサ
ーチ社と乳がんの診断・治療に役立つ
可能性のあるマーカ−タンパク探索
プロジェクトを共同で開始。結果、10
個の乳がんマーカ−候補となるタン
パク質を発見。新たに発見した10個
のマーカー候補タンパク質の中には、
乳がん治療薬として知られているタ
モキシフェン（Tamoxifen）の薬効の
現れ方や、予後に関する情報を与える
可能性を持つものもあります。本成果
は、今後、乳がんの発症や治療メカニ
ズムの解明、診断薬の開発につながる
ものと期待されます。(2006.8.22)

クロマトデータ処理ソフトウェア
分野でWaters社と提携
製薬企業などの品質管理部門で使
用されるクロマトグラフのデータを
統合管理する必要性が増すなか、世
界で最も多く使用されているソフト
ウェアである米国Waters社のクロマ
トデータ処理ソフトEmpower ® から、
国内トップのシェアを有する当社高
速液体クロマトグラフProminence
の制御を可能とするためのインター
フェイスソフトウェアを開発するこ
とで、同社と合意しました。これに
より欧米の製薬企業向けを中心として、
液体クロマトグラフの販売拡大を見
込んでいます。(2007.2. 27)
▼URL http ://www.shimadzu.co.
jp/news/press/070227.htmll

▼URL http ://www.shimadzu.co.
jp/news/press/060822.html

2007

マルチスライスCTを搭載した
高性能PET/CTを開発
今春発売に向け、東芝メディカル
システムズと合意

世界最高性能として定評のある島
津製PET装置に、国内外のCT市場で
実績のある東芝メディカルシステム
ズ（株）のマルチスライスCTを組み合
わせ、一度の検査でがんの発見だけで
なく、がんの正確な位置、性質、周辺臓
器との位置関係などの診断に役立つ
新型の高性能PET/CTの開発を進め
ています。高分解能で高い検査効率を
発揮するPETで初期病変をとらえた
上で、疑いのある部分のみを高速CT
で精査する検査方法をとることがで
きるため、被験者の被ばくを必要最小
限に抑えることができます。
（2007. 2 .13）
▼URL http ://www.shimadzu.co.
jp/news/press/070213.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高感度なタンパク質の
アミノ酸配列決定に最適
プロテインシーケンサ
PPSQ-31A／33A

島津製作所・ジーエルサイエンス
株式会社、分析機器事業について
の業務提携・資本提携

医用X線診断装置の相互供給で
日立メディコと業務提携

最新ソフトウエアによる、操作性と
データ解析機能の大幅な向上と、PTHアミノ酸の分離検出に最新の高速液
体クロマトグラフの採用により、ノイ
ズ低減と分析安定性の向上を実現し
たプロテインシーケンサP PSQ-31A
／33Aを発売しました。
(2006.8.31)

▼SHIMADZU BIOTECH
▼ Tel. 075-823-1351
▼URL http://www.shimadzubiotech.jp/products/ppsq /
index.html

分析機器本体の品揃えと国内外の販
売網に強みを持つ島津製作所と前処
理装置や消耗品に関して豊富な品揃
えとアプリケーション開発力、きめ細
かな国内販売網を有するジーエルサ
イエンス（株）
（社長：森憲司）は、分析
機器・理化学機器事業に関する業務
提携を結びました。相互に資本提携
すると共に、新製品・新技術の共同
開発、国内外における販売を通じて
相互の信頼関係と協調体制を築くこ
とにより、それぞれの分析機器・理化
学機器事業のさらなる発展・拡大に
資することを目的としています。
(2006.9.15)

島津と（株）日立メディコは、医用
X線診断装置の相互供給に関する業
務提携を結びました。今回の提携では、
島津は日立メディコに脳や心臓など
の血管疾患の検査・治療に用いる血
管撮影システムを供給し、これを日立
メディコが販売します。また同様に
日立は、島津に検診車用X線透視台
を供給し、島津が販売を行います。こ
のように両社のそれぞれの強みを活
かした製品を相互供給することにより、
製品ラインアップと販売チャネルの
充実を図っていきます。（2007.2.15）
▼URL http ://www.shimadzu.co.
jp/news/press/070215.html

▼URL http ://www.shimadzu.co.
jp/news/press/060915.html

●血管撮影システムBRANSIST safireはP13-14、ノロウイルス遺伝子検出試薬キットはP10に掲載しています。
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920mmの長ストロークタイプ・
省スペースタイプ
2機種追加しラインナップ一新！
小型卓上試験機 新EZシリーズ

液体クロマトグラフの
分析時間を1/10に短縮！
超高速液体クロマトグラフ
Prominence UFLC

バイオマーカー探索解析の
信頼性向上と作業の大幅な
効率化を実現
NBSバイオマーカー探索システム

樹脂・ゴム・フィルムなど伸びの大
きな材料の強度試験に最適な最大容
量5kN・920mmストロークというこ
のクラスでは最高水準の性能を有する
EZ Test EZ-Lと、小物部品の精密万
能 試 験 に 適 し た 最 大 容 量 5 0 0 N・
500 mmストロークの
EZ Test EZ-Sの2機種
を発売しました。
(2006.8.24)

新規開発の超高速分析用カラムXRODSの特徴を生かし超高速液体クロ
マトグラフProminence UFLCを発
売 し ま し た 。分 析 時 間 を 汎 用 L C の
1/10に短縮しながら、市販の超高速
LCでは困難であった汎用LCと同等
の再現性と信頼性の両立を実現しま
した。(2006.10.31)

NBS試薬とNBS試薬用に最適化し
た新規マトリクス及び高速液体クロ
マトグ ラ フ P rom i nence、MALDI
プレート用スポッティング装置Accu
2
Spot、質量分析装置AXIMA-TOF

▼分析計測事業部
セールスプロモーション課
▼Tel. 075-823-1352
▼URL http ://www.shimadzu.co.
jp/test/

▼分析計測事業部
セールスプロモーション課
▼Tel. 075-823-1352
▼URL http ://www.shimadzu.co.
jp/products/lc/lc. htm

▼SHIMADZU BIOTECH
▼Tel. 075-823 -1351
▼URL http : //www.shimadzubiotech . jp/products/nbs/
nbs2.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ブーツ対応型 靴除菌脱臭乾燥機
ひかりdeきれいBoots &Shoes
（SSS-300-W）
Vol.63 [1・2] (2006.9)
●詳しくは WEBをご覧下さい。

http://www.shimadzu.co.jp/products
/tec̲news/srv63̲12/index.html

＜みなさまの声＞
●島津について
◆クレームを申告したところ、
迅速に対応していた
だいたことがある。
末端で問題があっても、
なにかあ
れば手堅く対応してくれるイメージがある。
（30代、
男性）◆X線関係の製品を長く使わせていただいて

島津サイエンス東日本(株)は、1台
でブーツや靴の除菌・脱臭・乾燥を行
う靴除菌脱臭乾燥機「ひかりdeきれ
いBoots&Shoes」を発売しました。
従来の乾燥機能中心の機器に比べて
水虫や足の悪臭に悩む人に対して有
用で、高温多湿の日本において特に大
きな衛生的効果を発揮することから
注目を集めています。(2006.11.6)

います。患者に優しい商品を提供して欲しいと思っ
ています。
（50代、
男性）

で構成されるタンパク質解析装置に、
DYNACOM社と共同開発のマススペ
クトル解析が容易に行えるシステム
専用の定量的プロテオーム解析支援
ソフト「TWIP」を組み合わせ、バイオ
マーカー探索解析の信頼性向上と作
業の大幅な効率化を実現するシステム、
「NBSバイオマーカー探索システム」
を発売しました。(2006.9.27)

微細加工流路による電気泳動
ガラスプレートを世界で初めて搭載
大量処理型BioMEMS DNAシー
ケンサDeNOVA-5000HT
DNA配列の長鎖解読能力を保ちつつ、
40万塩基の新規ゲノムを1日でドラフ
ト解読できる世界最高の処理能力と、
大幅なランニングコストの低減（当社
比1/5以下）
を実現した大量処理型Bio
MEMS DNAシーケンサ De NOVA5000HTを発売しました。
1枚のガラス
プレート上に384本の微細流路が形成
された電気泳動プレートを、世界で初
めて採用しています。
（2006.10.19）

●ぶーめらんについて
◆押し付けがましくないところが良い。
（50代、
男性）
◆冊子から直接伝わってくる島津製作所さんの仕
事への取り組みや冊子を手に取った時の感触読
んでいるだけで冊子に引き込まれそうになります。
（30代、女性）

＜編集部より＞
「長生きしたいからではなく、
好きなスキーをしたい
から長生きした」
とおっしゃった三浦さんのお父様
の言葉に感動しました。
良く生きるとはまさにこのこ
と。
私たち島津も皆さまの「良く生き、自分を活かす
ための人生設計」のお役に立てる技術・製品を創り
続けていきたいと思います。
（五十嵐・中田・長谷川）
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▼島津サイエンス東日本（株）
▼Tel. 03-5542-3222
▼URL http ://www.shimadzu.co.
jp/science-east/

▼SHIMADZU BIOTECH
▼Tel. 075-823 -1351
▼URL http : //www.shimadzubiotech .jp/products/denova/
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2007年4月1日発行 第16巻 年2回発行
株式会社 島津製作所 社外報 ぶーめらん

「ぶーめらん」
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TEST2007 第9回総合試験機器展
（東京ビッグサイト）

4-6

JIMA2007 総合試験機器展
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第27回日本医学会総会
(大阪国際会議場)
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2007国際医用画像総合展
(パシフィコ横浜)

4-6
25-27

● 三浦雄一郎さん 直筆サイン入り
本・色紙… 各１名様 (計2名様）

実装プロセステクノロジー展
（幕張メッセ）
レンズ設計・製造展2007
(パシフィコ横浜)

［MAY］

●「カルピス酸乳/
アミールS」… 3 名様
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10-11

(社)日本食品衛生学会
第93回学術講演会
(銀座ブロッサム・中央会館)

15-17

第55回質量分析総合討論会
(広島国際会議場)

200ml ペットボトル
１ケース（24本入り）

16-18

第20回インターフェックスジャパン
第6回国際バイオEXPO
(東京ビッグサイト)

提供：株式会社カルピス
www.calpis.co.jp

18-20

日本超音波医学会 第80回学術集会
(城山観光ホテル)

23-25

人とくるまのテクノロジー展2007
(パシフィコ横浜)

24-26

第50回日本糖尿病学会
年次学術集会
(仙台卸商センター)

24-26

第36回日本インターベンション
ラジオロジー学会総会
第36回日本IVR学会総会
(石川県立音楽堂)

● 島津分析機器
「ひと・モノがたり」
…5名様
分析技術の軌跡を
ＯＢ達の証言で綴る

30-6/1 ifia JAPAN 2007 (東京ビッグサイト)
30-6/1 JPCA Show 2007 (東京ビッグサイト)
［JUN］

● え〜こクラブ
「えーこの
京路地すごろく」

1- 2

24th Live Demonstration in Kokura
(西日本総合展示場)

6-9

PLATEX Osaka 2007
(インテックス大阪)

7-10

第23回放射線技師総合学術大会
(石川県立音楽堂)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・

15 -16

第1回日本エピジェネティクス研究会
年会 (大阪コンベンションセンター)

■応募方法

27-29

M-Tec 第11回機械要素技術展
(東京ビッグサイト)

27-29

第18回設計・製造ソリューション展
(東京ビッグサイト)

ＷＥＢからご応募いただけます。
http : //www . shimadzu.co.jp/
aboutus/magazine/

本誌P19で紹介

［JULY ］
9-12

29 - 31 2007分析展 (幕張メッセ)

■応募締切り
2007年7月27日（金）17時まで

第16回国際複合材料会議（ICCM-16）
(国立京都国際会館)

［AUGUST］

…10名様

■当選者の発表は厳選なる抽選のうえ、ＷＥＢ
上にて発表いたします。
◆ 本誌に対するご意見、ご感想をお寄せ下さい。
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