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◇歌唱「我等の生業」「覇気あれ我がクラブ」 ◇会長挨拶     
◇幹事報告           ◇委員会報告 指名委員会 他 
◇卓話 「ＬＥＤの未来」 尾坂久夫様（株式会社コタック代表取締役） 
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＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

２０１２～２０１３年度 

2012 年 10 月 11 日（木） 第２５５１回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 14 

◎ゲスト・ビジター紹介 

尾坂久夫様（株式会社コタック代表取締役・ゲストス

ピーカー）薗 信雄様（東京銀座ＲＣ） 

◎幹事報告 

◇国際ロータリーより  ＲＩ国際大会の 新情報 

◇ガバナー事務所より 

＊クラブ役員キット ： 「クラブ会長要覧」 「クラブ幹事要

覧」 「クラブ会計要覧」「クラブ管理運営委員会の手引き」 

「クラブ会員増強委員会の手引き」 「クラブ広報委員会の

手引き」 「クラブ奉仕プロジェクト委員会の手引き」「クラブ

ロータリー財団委員会の手引き」 

＊アンケートのお願い「新会員の集い」にむけて   

回答期限：１１／２０(火) 

◇６ＲＣ親睦ゴルフ大会ホストクラブ（茅ヶ崎湘南ＲＣ）より  

６ＲＣ親睦ゴルフ大会寄付の依頼  会長：１０，０００円 幹

事：５，０００円 〆切：１０／２６(金) 

◇茅ヶ崎湘南ＲＣより  創立三十五周年記念誌 

◇童謡「赤とんぼ」の碑を建てる茅ヶ崎市民の会より 童謡

「赤とんぼ」と茅ヶ崎に関わる記念誌贈呈について添付：記

念誌・・・童謡「赤とんぼ」の碑完成記念「山田耕筰と茅ヶ

崎」 

◇タウンニュース 

◎例会変更 

☆寒 川    １１／５(月) ⇒ １１／４(日)～５(月) 親睦家

族移動例会（福島応援バスツアー） 

           

１１／１９(月) ⇒ １１／１８(日) ９：００点鐘 さむかわ中央公園 

（「寒川町産業まつり」に振替） 

◎会報 着 綾瀬 

◎委員会報告 

指名委員会［小林直前会長］：次週例会

後、第一回の指名委員会を開催しますの

で、委員の方はよろしくお願いします。 

赤とんぼの会［田中会員］：記念碑建立が

無事終わり、記念誌配布を以って会を解

散致します。多額のご援助に感謝しま

す。 

※スマイルは裏面に続きます 

◎スマイル報告 稲毛 隆会員 

田中賢三君 秋深き隣は何をする人ぞ のぞき見し過

ぎて果たし合い 芭蕉＆世田ヶ谷 寛容の精神で行き

ましょう。 赤とんぼの碑、報告書の完成にて会を解散

しました。たいへんお世話になりました。 
伊藤留治君 ゲストスピーカー尾坂久夫様、本日の卓話

よろしくお願いします。 
和田幸男君 小澤さん、写真ありがとうございました。

尾坂様ようこそ。卓話よろしくお願い致します。 
平井 茂君 東京銀座ロータリーの薗様、ようこそ。ゲ

ストスピーカー尾坂様、よろしくお願いします。 
池上 實君 ゲストスピーカー尾坂様ようこそ。珍しい

お話、楽しみにしています。 



 
◎出席報告  佐々木博会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 
１０／１１ ２５５１ ３１ ２９ ２１ １ ７ ７５．８６％  

９／２７ ２５４９ ３１ ２５＋６ １８ ７＋１ ５ ８０．６５％ ８３．８７％ 

 消費電力が削減されれば、CO2 の排出量も押えられ、環境にも優

しいということになります。 
②長寿命 

 ＬＥＤはしばしば長寿命と言われますが、市販されているＬＥ

Ｄのパッケージで「４万時間保証」などと書いてあるものは、あ

くまでＬＥＤチップの寿命になります。しかし、実際には電源に

使われているコンデンサーなどが安価なものの場合、そちらの設

計寿命が１万時間とか５千時間であれば、そこまでしか保ちませ

ん。ですから、市販品を買われる場合は、電源に使われている部

品の設計寿命をきちんと見て頂くことが重要です。また、ＬＥＤ

が使われる環境も重要な要因です。チップが保証する４万時間と

いうのは常温 25 度で使用した場合のことで、傘のついたような

場所で使いますと、高温になりますから、チップも電源も寿命が

短くなってしまいます。これは蛍光灯などとは違って、電子機器

でデリケートなものだとご理解頂くとともに、取りつけに際して

は施工業者さんとしっかり相談されることが重要かと思います。 
③紫外線・赤外線の放出が少ない 

 そのお陰で夏でも虫が寄り付かなくなります。また、店舗など

では紫外線放出が少ないため、商品が傷みにくいという特徴があ

ります。 
④熱エネルギーへの変換が少ない 

 蛍光灯では電気エネルギーのうち 70％ほどが熱に変化してし

まいます。ＬＥＤではゼロとまではいきませんが、かなり低く抑

えられるため、学習塾・事務所・歯医者などでは、冷房の効きが

よく、空調コストも同時に抑えられるという効果が見込まれます。 
⑤ＬＥＤ導入の不安材料＜設置後の事故や不良の問題＞ 

 弊社では、製品が独り歩きしないように、企業や店舗の皆さん

に明るさの問題や取付工事が必要であるといったことなどを説明

致しますので、ＬＥＤを導入して頂くのに場合によっては何か月

も掛かります。それに対して量販店では大量に仕入れて安く売ろ

うとします。一般のユーザーさんはそれを買って取り付ければい

いと思ってしまいますので、そこで事故が起きてしまう場合があ

ります。また、安価で売られるものは粗悪な部品を使ってコスト

を削った結果、安全性に問題が出てしまうというわけです。 
これまでは CO2 排出量に規制があった大企業を中心にビジネ

ス展開してきましたが、昨年の大震災以降、一般家庭でも省エネ

の意識が高まったこともあり、導入されるケースが増えてきまし

た。そういうこともあり、先程お話した通り、私は茅ヶ崎生まれ・

茅ヶ崎育ちで、茅ヶ崎の中学で教員もやっていましたので、茅ヶ

崎に愛着がありますし、夢は茅ヶ崎で河本先生と学校を作るとい

う人間ですから、 後は地元でビジネスをしたいと思い、鶴嶺公

民館や茅ヶ崎市営球場にもＬＥＤを寄贈させて頂きました。今後

は皆様方のお力をお借りして、地元に密着したビジネスを展開し

てゆきたいと考えています。安全な製品を出来るだけリーズナブ

ルな価格で提供して、茅ヶ崎の街がコタックのＬＥＤで明るくな

ってくれればいいなぁと思っております。もしＬＥＤのことで何

か話が聞きたいといったことがございましたら、私・尾坂か河本

先生にご連絡頂ければ、ご説明にも窺いますので、今後ともよろ

しくお願い致します。 
 

卓話「ＬＥＤの未来」 

ゲストスピーカー尾坂久夫様 

［（株）コタック代表取締役］ 

加茂正司君 尾坂様、本日の卓話を楽しみにしています。 
河本啓伸君 本日、私の 40 年来の先輩であり、ボスでも

ある尾坂久夫をゲストスピーカーとして連れて参りまし

た。池上さんと同じくらい小さな声で話しますので、よ

ろしくお願いします。 
小林 亨君 お客様ようこそ。ぶじに帰国しました。 
出口敬純君 尾坂様、卓話よろしくお願い致します。 
下里洋一君 （株）コタックの尾坂さん、ようこそ。卓

話をよろしく。 
岡田和弘君 申し訳ございません。本日途中で退席させ

て頂きます。尾坂さんのスピーチ、聞けず残念です。 
佐々木博君 尾坂様ようこそいらっしゃいました。卓話、

よろしくお願いいたします。 
稲毛 隆君 ゲストスピーカー尾坂様ようこそいらっし

ゃいました。卓話よろしくお願い致します。 
［本日 13 件、19,000 円でした］ 

まず、コタックという会社の生い立ちですが、今から二十五年

前に文部省の派遣で台湾の高雄にある日本人学校で教鞭を執るこ

とになりまして、その時の教え子に高橋義治というのがいました。

現地の台湾語、中国語、英語、日本語の全てをこなすような子で、

のちに液晶の技術では世界一の住友化学に就職し、さらには独立

をして、液晶テレビやノートパソコンのバックライトの副資材を

自ら製造・開発・加工して台湾の大手液晶メーカーに卸すうちに

日本の大手メーカーである東芝さんの目に留まるようになりまし

た。ある日「日本との取引が始まりそうなので、先生、日本支社

をやってくれませんか？」という電話が私に掛かってきたのがき

っかけで日本側の企業とのパイプ役として、2005 年に株式会社コ

タックを設立することになりました。 
 2009 年頃に液晶バックライトの技術を使ったＬＥＤが日本の

市場でもこれから将来性のあるビジネスになりそうだということ

で、台湾でのよきパートナーを見つけようと動き出しました。台

南に技術力のある工場を持ち、日本企業の考え方をよく理解して

いるという会社に巡り合うことが出来、本格的にＬＥＤ製造に取

り掛かることになりました。 
 本日はＬＥＤ点灯のためというともあり、弊社製品の「リン酸

鉄リチウム蓄電池」もお持ちしました。安全で、かつ、コバルト

リチウム、マンガンリチウムの４～５倍の寿命があります。今、

主流は鉛蓄電池や普通のリチウム電池なのですが、今後は「リン

酸鉄リチウム蓄電池」が脚光を浴びるかと思いますので、何か気

になることがあったりすれば、お気軽にご連絡下さい。 
 さて、既にご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、ＬＥＤ

の特徴についてお話させて頂きます。 
①省エネ 

 直管の蛍光灯をＬＥＤに換えると、40％くらいの省エネになり

ます。今は製造中止になった白熱電球をＬＥＤに換えると約 80％
の省エネになります。また、工場などで使われる水銀灯は 500～
700 ワットですが、今日お持ちした 180 ワットのＬＥＤで代替可

能です。やはり省エネ効果はかなり高いということになります。 
日立造船新社屋に 80 灯導入されたハイベイランプ。このほかに

ドンキホーテ、アパホテル、東洋水産等に導入されています 


