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■各事業所における品質保証体制

SCAS NEWS 2013-Ⅱ号（通巻第38号）を，物性
評価技術（物理物性，防災物性）をテーマとしてお
届けいたします。巻頭言に，京都大学大学院工学研
究科材料化学専攻 有機材料化学講座材料解析化
学分野 大塚 浩二教授より，「分離と化学の狭間か
ら」と題して，分離化学の重要性から日本での革新
的技術の開発への取組みと課題について提言を賜
りました。また，横浜国立大学大学院 環境情報研究
院 三宅 淳巳教授より，「熱測定による化学プロセ

スの安全性検討」と題して，化学プロセスの安全・
効率的な稼動を担うための情報ツールとしての熱測
定技術について実施例を交えながら，さらに化学プ
ロセスのリスク管理についてもご紹介いただきまし
た。その他，テーマ関連の技術報告，SCAS NOW，
トピックス，法律ウオッチャー等もご紹介させてい
ただきました。今後も，お客様のご期待に応えられ
るよう当社の最新分析技術情報を提供してまいりま
すので，ご愛読のほどよろしくお願い申し上げます。

　皆さんは自
分の名前に対
してどんな感
じを持ってい
ますか。
　幸 一美は男
か女かわかり
ますか。私の

名前です。小学校の頃は，同級生から女
みたいな名前とよくからかわれました。
同じクラスに○○和美という名前の女の
子がいました。クラスの男友達のA君
とB君は，「○○と幸が結婚したら，二
人ともユキ・カズミになるぞ｣ と大声で
クラス中のみんなに言いふらすのです。
小学生は無邪気とはいえ残酷ですね。
　｢どうしてこんな女みたいな名前をつ
けたん？｣ と親に聞くと，｢お前の弟は
弘美（ひろみ）やからお前のほうが男ら
しい｣ と，わけのわからぬ返答。小中高
と一美という名前に引け目を感じての少
年時代を送りましたが，大学からは一転
して，幸（ゆき）という姓に苦労しました。
　私の郷里の大分は，｢幸｣ という姓は，
大分市沿岸部を中心に関アジ・関サバで
有名な佐賀関あたりまで結構ありますの
で，珍しくもなく困ったことは一度もあ
りませんでした。ところが18の歳に親
元から離れて大阪で下宿生活を始めたと
たんに，幸という苗字はたいへん珍しい
ことを知らされました。｢ゆき｣ と正し
く呼ばれたためしがないのです。授業の
出席を取るのに先生が出席簿を見ながら

読み上げるのは，｢さち君｣，｢こう君｣，
｢さいわいさん｣，｢みゆきさん｣，｢しあ
わせ君｣ …，最初は恥ずかしくきまりの
悪い思いをしました。そのうちに慣れて，
何でもOKでーす，の気分で，何と呼ば
れても ｢はい｣ と答えたものでした。大
学時代に取得した運転免許証に印字され
たフリガナは，「コウイチミ」とまるで
香辛料のよう。
　新入社員で配属された男性ばかりの
職場の先輩諸氏からは，｢なんや，男や
ないか。かずみさんなので女の子と期待
していたのに，がっくり。｣ と。期待を
見事に裏切ったのでした。当時は，こん
な名前に誰がした，とまで思ったもので
した。
　ところが，入社後の会社生活の中で
経験した三度の欧州赴任では，形勢逆
転となりました。外国人にとっては，
｢Kazumi｣ も ｢Yuki｣ も発音しやすく覚
えやすいので，ずいぶんと自分の名前に
助けられました。仲のいい友達もでき，
Kazumiと呼ばれ，仕事のお付き合いで
はYuki-sanと呼ばれ，困ったことは一
度もありません。日本語ではKazumiは
｢いちばん美しい｣，Yukiは ｢幸せ｣，だ
から ｢幸せで超イケメン｣ がボクなどと
言って説明すると，ばかうけです。急に
打ち解けて商談もスムースに行くので
す。還暦一歩手前の今は，幸一美という
名前を，何の恥じらいも感じないどころ
か，ユニークな名前と嬉しく思うように
なっています。時の流れとは恐ろしいも

のです。超イケメンはさすがに実態を表
さないので，｢幸せでココロ美男」を目
標に，名は体を表す，となれるよう，こ
れからの人生を自分の名前に相応しい生
き方をしたいもの‥とさえ思えるくらい，
今は親に感謝しています。｢こんな名前
に誰がした，なんて思ってごめんね｣ と
30年前に他界した父親に詫びるととも
に，親の心，子知らず，と自省しています。
名前というものはその人の人生に大きな
影響力があるのかもしれません。
　ところで，住化分析センターは英語名
を Sumika Chemical  Analysis 
Service Ltd.， 通 称，｢SCAS｣ と
呼びます。一方，SCAS Singapore，
SCAS Europe，SCAS Korea，SCAS 
Taiwanなどの海外現地法人子会社の
｢SCAS｣は通称どころか正式名称です。 
SCAS＝ ｢Speedy, Cost-Conscious, 
Accurate Service｣，と自社宣伝と
して社外向けの会社紹介資料に最近
は記載されるようになってきました。
Speedy（スピード：納期遵守），Cost- 
Conscious（コスト：価格），Accurate（正
確さ：品質），まさに ｢納期・価格・品質」
の総合力で海外のお客様にも，国内のお
客様にもご満足いただけるサービスを提
供できる会社でありたいものです。当社
はSCASという世界に誇れる社名であ
ることを私たち社員がうれしく思い，お
客様からも，名は体を表しているね，と
言っていただけるよう日々精進して行き
たいと思います。

名は体を表す？
取締役　環境事業部長、海外事業推進室・化学品安全事業部担当　幸　 一美


