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「MECHAVOCATION」（2019 年度版）の刊行にあたって
一般社団法人日本機械学会 関西支部
第 94 期支部長

田中 正夫

日本機械学会関西支部は、関西地区における機械分野の学術および技術の進歩をはかり、工
業や工学の発展に尽くすことを目的に、地域に密着した多彩な活動を行っています。学術・技
術交流、教育・啓発、世代間交流の３事業と並んで支部活動の重要な位置を占めているのが、
「MECHAVOCATION」（メカボケーション）の事業です。
“メカボケーション”とは、機械を天職と
する人々の集いを意味する日本機械学会関西支部の造語です。1993 年以来、関西に拠点を置く企
業と学校との交流の場を提供しており、
このたび、
その核となる技術情報誌「MECHAVOCATION」
（2019 年度版）を刊行することとなりました。本事業の趣旨にご賛同・ご協賛いただいた企業の皆
様に厚く御礼申し上げます。
本事業は、当初、関西地区の大学、短期大学、高等専門学校に在籍する機械系学生に対する
卒業後の進路選択のための情報提供を目的として開始されました。その後、産学の技術交流の場
を提供することを中心的課題として今日に至っています。本誌は、ご協賛いただいた企業の特色あ
る技術と求める人材などを発信するだけでなく、機械工学関連の大学・短期大学・高等専門学校、
そしてそれぞれに属する研究室のスタッフと研究テーマも幅広く紹介しており、
学生・学校と企業が様々
な目的で相互に交流するための有効なツールになるものと考えています。
本誌を 2020 年春に卒業・修了する予定の関西の機械系学生約 6,000 名、全国 160 の大学・短
期大学・高等専門学校の就職担当教職員および協賛企業に配布するとともに、例年通りインターネッ
ト版（Mechavocation on the Net）を支部の Web サイトに公開し、学校と企業を結ぶ情報媒体
として広く活用していただきます。学生の皆さんには、進路を考えるための情報源としてだけでなく、
機械系企業を取り巻く状況と最新の機械技術・製品を知る手段として有効に活用していただきたいと
思います。
メカボケーション事業としては、この技術情報誌の刊行とともに、企業と学校関係者の直接的な技
術交流のための「学生のための企業技術発表会」、
関西支部定時総会講演会での「メカボケーショ
ン学生研究発表セッション」､ 就職に関する情報交換・懇談を目的とした「就職に関する企業と学校
の交流会」を開催します。さらに、メカボケーション事業からの収益は支部の学術講演会活動や一
般市民の方にも開放した特別フォーラムなど、企業と学校だけでなく社会も含めた多彩な日本機械学
会関西支部活動の原資として活用します。
科学技術立国および産業立国を標榜する我が国は、高齢化社会や情報化社会といった社会構
造の変革期を迎えており、産業の中核を担う機械工業とこれを支える機械工学を基盤としてグローバ
ル競争に打ち勝つ技術力の強化と、それを可能とする学術の発展や人材の育成が強く期待されてい
ます。このためにも、産学双方の有益な技術・研究情報が集約された本誌が、より一層実効的な
連携の促進に供することを期待します。
最後に、ご協賛いただいた企業の皆様に再度御礼申し上げますとともに、本誌 2019 年度版の企
画・編集にご尽力いただきました実行委員、編集委員、事務局そして出版社の皆様に心より御礼を
申し上げます。
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企業

GUIDE
目的別に当冊子の活用方法を紹介いたします。

学生

1A

企業 学生が就職先の企業を探す
1B

自分の履修内容と関連ある企業や
興味のある業種で探す

− エンジニアサポートカンパニー −

株式会社 アルトナー

企業紹介記事の右に各企業の「重点技術キーワード」と「事業内容」
が簡潔に表現されています。あなたの履修内容に関連があるか、あ

1C

なたの知識や技術を活かせるか、またその企業がどんな分野で活
躍しているかがわかります。

1B

企業の特色や
職場環境で探す

アイキャッチ で学校機関、
学生アピール度UP！
今年度より各ページ下部に説明文挿入！

学校
学校機関の皆様へ

1D

資料請求
インターンシップ

新卒採用チーム（連絡先同上）
T E L 0120-56-7551（携帯可）
E-mail

saiyo@artner.co.jp

現況と特色

1B

学生

当社は、1962 年に株式会社大阪技術センターとして設立され、京阪神地区の大手製造
メーカーを中心に、設計・トレースなどの業務を受注してきました。その後、関東や中部
地区への事業展開など業績の拡大にあわせて、1998 年に株式会社アルトナーへと社名変
更を実施。また、時代の要請に応えるべく、当社の業務も機械設計から電気・電子設計、
ソフトウェア開発へと領域を広げ、事業内容も業務請負から技術者派遣という、よりメー
カーと密着・連携しやすい体制を整えてきました。
さらに現在では、産業構造の変化に伴い多様化する顧客企業のニーズや、モノづくりの
工程で広域・多様化する業務領域に対応するために、アルトナーではマーケットを「ハイ
バリュー」
「ワイドバリュー」
「プロダクトバリュー」と 3 つにセグメント化した戦略を推
進しています。エンジニアの「成長」と「自己実現」をサポートするために、時代のニー
ズに合った働きやすくやりがいのある職場環境づくりに注力しています。

当社の期待する人材

学生の皆様へ

第一に向上心。当社の研修制度を利用し、自らスキルアップができる人物を求めます。
第二にコミュニケーション能力。顧客先で業務を行う上で、やはりこれは必要です。また
チームワークも大切なため、協調性も求められます。

先輩の声

企業紹介記事の左上の
「キャッチフレーズ」
と本文の
「現況と特色」
を

ものづくりの楽しさ！ 試行錯誤を繰り返しながら、設計図を仕上げていきます。そし
て自分が設計したものが製品になる時の喜びはひとしおです。
『仕事が人を育て、人が仕事を拓く』そんなスキルアップの環境がアルトナーにはあり
ます。さらなる発展が期待される設計開発分野であなたも働いてみませんか？

見てください。
ここには、
企業の思いいれや価値観、
理念などが反映
どんな仕事をするのかで企業をえらぶことができます。

1C

興味を持ったらすぐ資料請求

1D

または、
http://www.kansai.jsme.or.jp/にアクセス

1A

重点技術キーワード
●あらゆる設計分野で活躍できる
●大手メーカーでの設計開発が可能
●スキルアップに最適な研修体制
事業内容

1）機械 2）電気・電子 3）ソフトウェア
上記分野の基礎研究、設計開発、及び開発技術等の周辺業務
●機械設計開発：自動車、自動機械、家電機器、OA 事務機器、通信機器、
航空機など
●電気・電子設計開発：デジタル家電、半導体、液晶製造装置、
燃料電池システムなど
●ソフトウェア開発：通信システム、制御システムなど
SUMMARY
設

立 1962 年 9 月

代表者 代表取締役社長 関口 相三

売上高 57 億 6,511 万円

事業所 東京本社（横浜市港北区）
大阪本社（大阪市北区）
宇都宮事業所（宇都宮市）
横浜事業所（横浜市港北区）
名古屋事業所（名古屋市中村区）
江坂ラーニングセンター（吹田市）

資本金 2 億 3,828 万円
株

式 東京証券取引所市場第一部

従業員数 801 名（2018 年 1 月末）

1D http://www.kansai.jsme.or.jp/

されています。
あなたが将来その企業に就職した時にどんな環境で

資料請求

〒 530-0005 大阪市北区中之島 3-2-18
住友中之島ビル 2Ｆ
T E L 06-6445-7551
FAX 06-6449-1334
U R L https://www.artner.co.jp/

インターンシップ

Click

Webには企業の詳しい情報を掲
載しています。掲載企業内で製品
分野での検索もでき、各企業のWebサイトにもリンクしていま
す。企業のWebサイトをわざわざ検索する必要はありません。

1E

Webについているエントリー機能は、
企業の人事担当者に直結

自己PRはもちろん、企業に対する質問なども受け付けています。
企業との双方向コミュニケーションが可能になります。
※エントリー機能のみ2019年3月1日よりスタート
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（企業の詳細ページ）

1E エントリーフォーム

2019
学生

2

学校

2 3

学生が進学先として
大学院などの研究室を探す

研究室構成スタッフと
研究テーマを掲載

専門的で高度な研究テーマが詳しく掲載されています。教員の
名前も掲載されているので、研究テーマの内容はもちろん、構成
スタッフによって、進路を選択することができます。

学校

企業

3

企業が研究シーズを求めて、
産学交流窓口を探す

求める研究シーズは、
研究室構成スタッフと研究テーマから探す

研究室構成スタッフと研究テーマのページで、関連のありそうな
研究テーマを発見したら、沿革と学科紹介のページに戻って「産
学交流窓口」に問い合わせてみてはいかがでしょう。産学交流窓

窓口情報

口専用のURLのあるところはアクセスすると、現在進行形の研究
シーズや研究予定のテーマなどにより詳しい情報に出会えます。

3

さらに産学交流の具体的な方法や連携の事例などを公開してい
るところもありますので参考になります。お目当ての教員や研究

学校

企業

学校が研究の
パートナー企業を探す

冊子で企業を絞り込み、
Mechavocation on the Netで詳細を調べる

「MECHAVOCATION on the NET」

まず冊子の「事業内容」や「重点技術キーワード」で関連の
ありそうな企業を絞り込みます。次にMechavocation
on the Netを活用して、詳細な企業の情報を見てさらに
絞り込みます。各企業のWebサイトにも直結していま
すから、さらに詳細な企業情報を入手できます。

− エンジニアサポートカンパニー −

株式会社 アルトナー

企業の詳細ページ

〒 530-0005 大阪市北区中之島 3-2-18
住友中之島ビル 2Ｆ
T E L 06-6445-7551
FAX 06-6449-1334
U R L https://www.artner.co.jp/

資料請求
インターンシップ

新卒採用チーム（連絡先同上）
T E L 0120-56-7551（携帯可）
E-mail

saiyo@artner.co.jp

現況と特色
当社は、1962 年に株式会社大阪技術センターとして設立され、京阪神地区の大手製造
メーカーを中心に、設計・トレースなどの業務を受注してきました。その後、関東や中部
地区への事業展開など業績の拡大にあわせて、1998 年に株式会社アルトナーへと社名変
更を実施。また、時代の要請に応えるべく、当社の業務も機械設計から電気・電子設計、
ソフトウェア開発へと領域を広げ、事業内容も業務請負から技術者派遣という、よりメー
カーと密着・連携しやすい体制を整えてきました。
さらに現在では、産業構造の変化に伴い多様化する顧客企業のニーズや、モノづくりの
工程で広域・多様化する業務領域に対応するために、アルトナーではマーケットを「ハイ
バリュー」
「ワイドバリュー」
「プロダクトバリュー」と 3 つにセグメント化した戦略を推
進しています。エンジニアの「成長」と「自己実現」をサポートするために、時代のニー
ズに合った働きやすくやりがいのある職場環境づくりに注力しています。

当社の期待する人材
第一に向上心。当社の研修制度を利用し、自らスキルアップができる人物を求めます。
第二にコミュニケーション能力。顧客先で業務を行う上で、やはりこれは必要です。また
チームワークも大切なため、協調性も求められます。

先輩の声
ものづくりの楽しさ！ 試行錯誤を繰り返しながら、設計図を仕上げていきます。そし
て自分が設計したものが製品になる時の喜びはひとしおです。
『仕事が人を育て、人が仕事を拓く』そんなスキルアップの環境がアルトナーにはあり
ます。さらなる発展が期待される設計開発分野であなたも働いてみませんか？

重点技術キーワード
●あらゆる設計分野で活躍できる
●大手メーカーでの設計開発が可能
●スキルアップに最適な研修体制
事業内容

1）機械 2）電気・電子 3）ソフトウェア
上記分野の基礎研究、設計開発、及び開発技術等の周辺業務
●機械設計開発：自動車、自動機械、家電機器、OA 事務機器、通信機器、
航空機など
●電気・電子設計開発：デジタル家電、半導体、液晶製造装置、
燃料電池システムなど
●ソフトウェア開発：通信システム、制御システムなど
SUMMARY
設

立 1962 年 9 月

代表者 代表取締役社長 関口 相三

売上高 57 億 6,511 万円

事業所 東京本社（横浜市港北区）
大阪本社（大阪市北区）
宇都宮事業所（宇都宮市）
横浜事業所（横浜市港北区）
名古屋事業所（名古屋市中村区）
江坂ラーニングセンター（吹田市）

資本金 2 億 3,828 万円
株

式 東京証券取引所市場第一部

従業員数 801 名（2018 年 1 月末）
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activity guide

グループに連絡をとることができれば産学交流の始まりです。

学生のための

企業技術発表会

MECHAVOCATION2018

発表会の報告
2017 年 11 月 25 日（土）関西一円の機械工学関連の学生たちと機械系企業の交流を深める「学生のための企業技術発表会」
を、近畿大学東大阪キャンパスで開催しました。
今年は昨年よりも 13 社多い、過去最高の 147 社にご協賛頂き､ うち 80 社の企業に出展頂きました。今年で 11 回目とな
るこの発表会は、年々認知度が高まっており、昨年に比べると、125 人多い 434 人の高専、短大、大学・大学院生が会場に
足を運び、会場全体は熱気に包まれました。
第 1 部は企業によるミニプレゼンが行われました。学生たちの多くは先生方から配布されたメカボケーション冊子の中か
ら気になった企業をチェックし、第 2 部で、意中の企業ブースに足を運びました。
18 時からは 2017 年 4 月にオープンしたアカデミックシアターの実学ホールで懇親会を行いました。出展企業を代表して、
八十島プロシード㈱の清水資生常務取締役が挨拶し、
「技術というのは人。こうした技術交流の場をいかに活性化させるかで、
次の技術の発展へとつながっていきます」という言葉に、大きな拍手が送られました。

■ 開会挨拶

企業

一般社団法人日本機械学会
関西支部 第 93 期関西支部長

徳永 節男

（三菱重工業㈱ 執行役員フェロー）
本日は、
「学生のための企業技術発
表会」に多数ご参加頂き、ありがとう
ございます。
「メカボケーション」は、機械を天
職とする人々の集いを意味する日本機
械学会関西支部の造語です。機械学会関西支部は 1993 年以来、
関西に拠点を置く企業と学校との交流の場を提供してきました。
今日出席されている学生の皆さんは、来春から就職活動を始
め、1 年後には社会に飛び立たれることと思います。
今日は 80 社の企業から、それぞれどのような技術を持ち、
どのような仕事をされているのか紹介して頂きます。
学生の皆さんには、これからの就活に向け、各企業の特徴あ
る製品や技術について勉強して頂ければと思います。

2019
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ミニプレゼン

学生と企業との最初のコンタクトともいえるミニプレゼ
ン。プレゼンターの雰囲気や話す内容が、その後の企業
ブースへの訪問数に直結するとあって、各企業は 1 分 30
秒という短い時間に、沿革や企業理念、技術力の高さや
国内外でのシェア、海外への事業展開などを端的にまと
め、機械系の学生たちに仕事のやりがいや様々な活躍の
場が用意されていることを PR しました。
学生たちは、
この日初めて知る企業名が多かったようで、
熱心に聴講し、企業リスト
にメモを書き込み、訪問
先を絞り込んでいました。

2019

INTERVIEW WITH STUDENTS

学生への インタビューより
■関西大学大学院

システム理工学専攻 1 年

K・U さん

理工学部 2 年

T・T さん

■大阪産業大学

「大学 4 年だった昨年に引き続き、参加しました。この度も
様々な発見があり、ためになりました。例えば、初めて社名を
聞く企業の存在を知ることができたこと、中小企業でも高い
技術を持ち、製品が国内外でシェアを占めていることなどです。
海外に支社や工場を持つ企業が多いので、自分の活躍の場が
広がるように、もっと英語力を養いたいと思いました」

■近畿大学

■滋賀県立大学大学院

「2 年生ですが、来年に向けた就活の下準備として、足を
運びました。正直なところ、関西エリアにどれぐらいの機械
系の企業が存在するのか想像すらできなかったからです。会
場の熱気や企業の説明を僕以上に真剣に耳を傾ける上回生
たちの姿を見て、来年の自分の姿を重ねました。おかげで研
究や就活への意欲も湧き、思い切って参加して良かったと思
いました」

■近畿大学

H・T さん

機械工学科 3 年

T・K さん

工学研究科 1 年

N・Y さん

工学研究科 1 年

K・A さん

工学部 3 年

I・T さん

「教授から勧められて来ました。企業の規模は違っても、そ
れぞれの個性や技術力の高さが実感できました。エネルギー
関係の企業を目指したいと思っています。その際、研修制度
や福利厚生にも注目したいです。会社がいかに社員を大切に
しているか図れるからです。働くということは、お金を稼ぐだ
けではないと思っていますので。今日は、様々な企業の比較
ができました」

「授業中、先生から発表会への参加を勧められ、就職につ
いて早めに考えようと思いました。事前に、機械学会の HP
で協賛されている企業をチェックし、各社の HP をのぞいて
きました。企業ブースの訪問先を決める助けにもなりました。
僕は部品設計に興味があるので、研修制度の整った企業で育
ててもらい、一人前のエンジニアになりたいと思っています。
この会のおかげで、進路の見通しが明るくなりました」

■大阪市立大学

M・G さん

「機械に特化した企業が一堂に会するので、僕にとっては
願ってもない機会でした。家電メーカーで設計開発に関わり
たい希望はありますが、プレゼンを聞いたり、ブースセッショ
ンを受けたりしたことで、多くの企業に対し、興味が広がりま
した。将来の活躍の場をイメージすることができました」

■大阪市立大学

理工学部 2 年

機械工学科 3 年

「先生から『この発表会だけは行っておいた方が良いよ』と
強く勧められました。予想以上に多くの企業が参加されていて、
機械設計を目指す僕としては、就活に役立つ情報が満載で、来
て良かった！と思いました。ブースセッションでは、あえて学生の
数がやや少ない企業を訪ねました。一方通行の説明ではなく、
対話型で説明を進めてくれるからです。今後は HP やパンフレッ
トなどを見て、応募する企業を絞り込みたいです」

「初めて知った企業が多く、応募したい企業数がグンと増
えました。研修期間や内容についても、応募の参考になりそ
うです。海外に展開されている企業が多いので、英語を習得
して、将来は海外勤務を命じられるようなエンジニアになり、
様々なことにチャレンジできる社会人になりたいです」

■京都大学大学院

「プレゼンを通して、多くの企業を知ることができました。そ
の後は、7 回分のチャンスを活かして、7 社のブースセッション
を受けました。今回は興味のある分野とはあえて違う企業を訪
ねました。なぜなら、企業選択の幅や視野を広げたかったから
です。事業内容だけでなく、仕事のやりがいなども丁寧に答え
て頂き、納得のいく説明が受けられ、満足しています」
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学生のための 企 業 技 術 発 表 会

企業

個別ディスカッション

プレゼン後、個別の企業ブースが設営され、討論開始の合図を受けて、学生たちは 7 社分（1
回 12 分）の説明を受けました。
各企業は、ひと目で会社名が分かるポスターやパネル、タペストリーをブースの横壁に設置
したり、椅子カバーを付けたりするなど、学生の目を意識した設営に力を入れていました。
さらに、現在活躍中のエンジニアが、各社自慢の商品を持参し、独自の技術や仕事内容など、
「ここでしか聞けない情報」を提供していました。

協賛企業の方への
インタビューより

■明石機械工業㈱

管理統括本部

コーポレート企画グループ

採用担当

田川嘉一さま

担当課長

毛戸康彦さま

総務部総務課

中井雄隆さま

「弊社は、トヨタ自動車とダイハツ工業の連結子会社で、コンパクトカーの基幹部品を製
造しています。今回、参加して感じたことは、車好きの学生が多いことですね。彼らに訴
えたいのは、弊社はトランスミッションやステアリングギヤという自動車の「走る」
「曲がる」
に直結する部品をつくっていることです。また、設計開発から完成品まで一貫して関与する
ので、仕事の幅も広く、マルチなエンジニアになることができます。今後も学生たちに弊
社を知ってもらうため、この会に参加し、知名度を上げていきたいと思います」

■㈱ NTT ファシリティーズ

エンジニアリング＆コンストラクション事業部

「NTT は通信会社というイメージがありますが、弊社は、全国に張り巡らされた NTT の
電気通信網を支える通信用建物や通信用電源・空調システムの企画設計など、幅広い分野
で事業を展開しています。機械系の学生さんと直接話す事で、事業内容を深く知ってもら
えればと思い、メカボケーションに参加しています。学生さんからは、『仕事の中身をここ
で初めて知った』、一方で、
『電気に馴染みがないので不安』との声もあります。その際は、
5 年間かけて研修を重ね、技術を習得していく過程をお話しすると皆さん、安心されます。
会を通して、働きやすい環境を伝えていきたいです」

■㈱ゴーシュー

「弊社は滋賀県にある自動車の鍛造部品メーカーで、今回、初参加です。400 人以上も
の機械系の学生さんが集まるイベントはあまりないので、参加して良かったです。内心は、
社名が学生さんに知られているわけではないので、ブースへの訪問者はゼロかもと不安視
していましたが、予想に反して、多くの学生さんが足を運んでくれました。中にはかなり車
に詳しい学生さんもいて、驚いたほどです。ブース説明の際、弊社は数百人の会社だから
こそ、一人ひとりの価値が高く、若いうちから責任のある仕事を任せてもらえることを話し
ました。今後も機械系の学生さんたちに出会えるこの会に期待したいです」

■スターライト工業㈱

商品企画課

主査

君島謙二さま

マネージャー

井上悟史さま

「当社は 80 年以上、フェノール樹脂をはじめとするプラスチックをベースとした製品を開発・
製造し続けてきました。プラスチックの特長を活かしたオリジナル材料開発、デザイン、ものづ
くりのノウハウから生まれた様々な製品は、自動車や輸送、産業機械、電気機器などあらゆる
分野で利用されています。この会への参加は、業界の展示会でお客様に PR する際の姿勢と
変わりありません。お客様に商品を説明するように、学生さんにも弊社について分かりやすく話
す。当然、入社して頂いて、一緒に働いてもらうことが目的ですが、もし、別の企業で働くこと
になったとしても、
『スターライト工業に相談してみたい、一緒に仕事をしてみたい』と思い出し
てもらえれば、ありがたいです。そんなご縁を描きながら、説明に力を入れたいと思います」

■セイコー化工機㈱

経営管理部

人事・法務担当

「セイコー化工機は、プラスチックの耐食性を活用した産業機械を製造しています。企業技
術発表会には､ 昨年プレゼンだけに登壇しましたが、今年はブースも開くことが出来たので、
説明にも力が入ります。昨年、
今年と学生さんを見て感じたことは、
会社の知名度や規模よりも、
入社して何ができるかを気にしている方が多いことですね。我々はニッチでコアな技術を持つ
会社だからこそ、仕事へのやりがいがあることを訴えました。ブースには、弊社の技術者たち
の論文を掲載した冊子を持ってきました。年に数回発行するもので、技術者同士で情報共有
することが狙いです。互いに技術を高め合える場があることも同時に PR したいです」
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INTERVIEW WITH COMPANIES
■タカラスタンダード㈱

人事部人事課

係長

中津留徹さま

「弊社は住宅設備の事業を展開していますので、機械系出身の学生さんが弊
社を最初にイメージする際、
『自分たちが活躍する場はココにあるのだろうか』
という疑問だと思います。それを払拭するため、製造業として開発設計、生産
をしていることを伝えようと、会に参加しました。ブースでは、衝撃に強く、傷
つきにくいタカラ独自のホーローを見てもらおうと、ホーロー板に火を付けた
り、固いものでキズを付けてみたりする実験を行いました。どの学生も身を乗
り出して見てくれ、手応えを感じています。過去にこのブースで、我々の説明を
聞いて、応募してくれた学生たちが内定したケースもあり、今回も弊社で働く
面白さを伝えられたらと思います」

■㈱タダノ

人事部人事グループ

吉本和哉さま

総務部人事課

吉川元章さま

「香川県高松市に本社を置く弊社は、国内トップの建設用クレーンメーカー
です。学生さんたちには、実際にクレーンが使われている、橋梁やビルな
どの建設現場、高速道路や河川工事などのインフラ整備の様子を、写真を
交えながら説明しました。より分かりやすく伝えるため、クレーンは、
“大き
なロボット”という例えを繰り返し、大好きなものづくりを通して、社会貢
献できる喜びも PR しました。弊社は、グローバル展開を進めており、国内
で経験を積んだ後は、海外に活躍のチャンスがあるということも話したいで
すね」

■ TOWA ㈱

「私たちは、半導体の製造装置を研究開発し、製造しています。一見、半導
体というキーワードから、
機械系の学生たちは『自分たちには関係のない分野』
と勘違いしがちですが、よくよく我々の説明を聞くと、
『専門分野が活かせら
れるかも』と目を輝かせます。事業内容を伝えることも大切ですが、私たちは、
働くイメージをつかんで欲しいので、京都本社の会社説明会では、工場や設
計室もお見せしています。学生さんに現場の雰囲気を肌で感じてもらい、不
安を取り除くことが大事だと思うからです。企業の知名度の格差を解消するた
めにも、今の学生たちの視点に合わせて、情報量を多くし、丁寧な説明を重
ねていきたいと思います」

■日本金銭機械㈱

経営企画本部

人事総務部

橋本美奈子さま

「当社は、140 ヵ国以上の紙幣や硬貨の真贋を鑑別する貨幣処理機器を
製造しており、米国カジノ市場ではトップシェアを誇っています。誰にとって
も、お金は身近な存在ということもあり、多くの学生さんが気軽にブースま
で足を運んでくれます。会には毎回、貨幣処理機を持ち込み、中の構造ま
でお見せしています。学生さんたちも喜んでのぞき込まれていますよ。会
のおかげで、弊社に興味を持ってくれる方も多く、
“メカボケ内定者”も少
なくありません。機械学会のおかげで、優秀な人材が集まり、立派な技術
者に育ってくれています」

■パーソル R&D ㈱

企画管理本部

採用部

採用グループ

伊藤広人さま

「私たちは自動車や航空機、産業機械などを製造する業界に対し、技術
支援を実施している会社です。関西地区の学生さんの採用を強化したいと
思っていたところ、ある大学の先生からメカボケーション事業を紹介して頂
き、昨年に引き続いて、参加しています。今回も多くの学生さんたちがブー
スに足を運んでくれました。ブースでは、仕事のユニークさはもちろん、
年間 5 億円も投資している社員教育についても PR しました。プロ中のプ
ロともいえる社員や外部講師を招いた年間 500 もある講座は企業の中でも
トップクラスだと思います。多くの学生さんたちに興味を持って欲しいと思
います」
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懇親会
懇親会は、アカデミックシアター実学ホール
に会場を移して行われました。
マグロの解体エンターテインメント集団「鮪
名人」（和歌山県）が来場。近畿大学水産研究
所で養殖された「近大マグロ」62 キロの解体
パフォーマンスショーを繰り広げ、会場
は多いに盛り上がりました。寿司
1200 貫が振る舞
われ、学生や企業
担当者たちはマグ
ロの美味しさを堪
能しながら、交流
を深めていました。

出展参加企業（五十音順）
【あ行】 明石機械工業㈱、旭化成㈱、㈱アルトナー、
㈱伊藤金属製作所、㈱イトーキ、㈱ NTT
ファシリティーズ、MHI ソリューションテク
ノロジーズ㈱、オークマ㈱、㈱大阪真空
機器製作所
【か行】 金井重要工業㈱、㈱カネカ、京セラ㈱、
京セラドキュメントソリューションズ㈱、極
東開発工業㈱、㈱栗本鐵工所、グンゼ㈱、
㈱ゴーシュー
【さ行】 ㈱ササクラ、
山九㈱、
三和ハイドロテック㈱、
㈱ジェイテクト、昭和電工㈱、㈱神鋼環境
ソリューション、神鋼鋼線工業㈱、新日鐵
住金㈱、新明和工業㈱、㈱ SCREEN ホー
ルディングス、スターライト工業㈱、住友
電気工業㈱、セイコー化工機㈱
【た行】 ダイキン工業㈱、大日本印刷㈱、太平電
業㈱、㈱ダイヘン、タカラスタンダード㈱、
㈱タダノ、中外炉工業㈱、㈱椿本チエイ
ン、㈱鶴見製作所、DMG 森精機㈱、東
洋ゴム工業㈱、東レ・カーボンマジック㈱、
TOWA ㈱、トクデン㈱、凸版印刷㈱
【な行】 中西金属工業㈱、夏原工業㈱、日亜化学
工業㈱、日世㈱、日本精工㈱、日本ピラー
工業㈱、日本金銭機械㈱
【は行】 パーソル R&D ㈱、㈱ハイレックスコーポ
レーション、パスカル㈱、パナソニック㈱、
バンドー化学㈱、㈱ヒラカワ、㈱ VSN、
㈱福井製作所、富士電機㈱、古河電気工
業㈱、ホソカワミクロン㈱、㈱堀場製作所、
ボルカノ㈱
【ま行】 ㈱前川製作所、マテックス㈱、三浦工業㈱、
㈱ミツトヨ、三菱ガス化学㈱、三菱重工業
㈱、三ツ星ベルト㈱、㈱村田製作所
【や行】 ㈱ヤスナ設計工房、八十島プロシード㈱、
ヤマウチ㈱、大和製衡㈱、㈱ヤマナカゴー
キン、㈱ユーシン精機、由利ロール㈱
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2017年度日本機械学会 関西支部

第93期定時総会講演会
メカボケーション

学生研究発表会

2018年3月12日(月) in 摂南大学 寝屋川キャンパス

2 ０１８年３月１２日（月）に摂南大学寝屋川キャンパスにて、メカボケーション学生研究発表セッションを開催いたしま
した。本年も昨年度と同様、63 名の学生たちが､ ポスターセッション形式で日頃の研究成果を発表しました。
一人で発表を行うプレゼンテーションとは違って、ひとつの会場内で複数の発表者が同時に発表を行い、聞き手が興味ある
発表を選んで聴講するポスターセッション。
「学外の大きな発表会は初めて」と話す学生が多かったものの、気後れすること
なく聴講者を集めて、持ち時間いっぱいに説明を続けていました。また、今年は例年に比べ、企業会員や大学教員の聴講者が
多く、会の注目度の高さをうかがわせました。
発表会終了後は、ビュッフェスタイルの懇親会が 11 号館 11 階のスカイラウンジで開かれました。席上ではベストポスター
賞の表彰式が行われ、日本機械学会関西支部長の徳永節男氏から受賞者に表彰状が授与されました。さらに、学生たちの得
票数が高かったベターポスター賞が急きょ設けられ、懇親会を盛り上げました。
ご参加頂きました、企業の方々、大学教員、学生、並びに運営面でご協力頂きました摂南大学の皆さまに厚く御礼申し上げます。

学生研究発表セッション
摂南大学寝屋川キャンパス 10 号館で 14 時から
開かれた学生セッションは、２部制で開催されました。
昨年に引き続きオープンな審査スタイルで、色違い
の投票シールが、
学生たち（３枚）
と企業・大学関係（５
枚）の聴講者に配られ、見やすさや構成、説明の分
かりやすさなど、特に良いと思った発表に対して投
票シールが貼られました。
参加した学生たちは「一方通行の発表よりも多く
の方と意見交換ができて刺激になった」
、企業から
はエンジニアや採用担当者が足を運んでいて、
「研
究内容はもちろん、学生たちのコミュニケーション
能力の高さもうかがえた」と話していました。

■ 開会挨拶
一般社団法人日本機械学会
関西支部 第 93 期関西支部長

徳永 節男

（三菱重工業㈱ 執行役員フェロー）
「今日は、メカボケーション学生研究発表会に
多数ご参加頂き、また、多くの企業の皆さまから、
メカボケーション活動に対してご支援頂き、誠に
ありがとうございます。関西支部の特徴ある年間活動において、集大成
となるイベントがこの学生研究発表セッションです。企業の皆さま、学
生の発表を聞いて頂き、
『これは良い』と思ったら、ポスター上部にシー
ルを貼ってください。一枚一枚が彼らのモチベーションアップにつなが
ります。今日は、時間の許す限り、活発な議論、討論をお願い致します」

協賛企業の方ヘの インタビューより
■淺田鉄工㈱

総務部

課長

■ＭＨＩソリューションテクノロジーズ㈱

新本知史さま

第二技術部
第一技術部

「初参加ですが、想像以上の規模と会場の熱気に驚きました。
機械メーカーの弊社にとって、残念ながら今回は、業務にマッ
チする研究テーマはありませんでしたが、採用担当としての立
場からすると、優秀な学生さんの多さには目を見張りました。
研究への情熱、こちらの理解度を確認しながら話を進める判
断力や説明の上手さなど、感心させられました。今後も続けて
参加したいと思います」

2019

部長
グループ長

淡立邦裕さま
加賀直樹さま

「研究に貪欲に取り組んでいる学生さんが多く、感心しました。
こちらの質問にきちんと答えられるのは、努力して研究をモノ
にしている証だと思いました。時々、
「この研究の先にあるもの
は？」
と応援の意味も込めて、
疑問を投げかけました。というのも、
目的意識は自分を一歩前に押し出してくれ、さらに研究を進め
てくれるからです。来年も楽しみに足を運びたいと思います」
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INTERVIEW WITH STUDENTS
■京セラ㈱

機械工具事業本部 野洲開発部責任者 志村洋二さま

「事業に関係するテーマを選び、聴講しました。印象的だっ
たのは学生さんが説明する際、目を合わせながら、言葉に抑
揚を付けて説明する姿でした。暗記ではなく、内容を理解し、
自分の言葉で話せていると感じました。ポスターセッションの
場合、どのような質問が飛んでくるかも分からないので、発
表者の理解度も試されます。有能な学生さんばかりで、グッ
と入り込んで聞くことができました」

■㈱タクマ

技術企画部

技術企画課

課長

芹澤佳代さま

■モリ工業㈱

「毎年、仕事の都合で、駆け足で会場内を回っていましたが、
今回はしっかり見たくて、時間を作りました。審査は、遠くか
らでも目を引くポスター制作ができているか、近づいた際、
全体の流れが分かるストーリー立てができているか、図や写
真に解説が付記されているかなど、多角的に見ました。本人
不在でも評価シールを貼りました。しっかりしたポスターが多
く、楽しませて頂きました」

人事部

次長

奥村輝一さま

「関西一円の機械系の学生さんや大学の先生方と接点を持
ちたくて、２０１７年度からメカボケーションの協賛企業になり
ました。今日は、初の参加ですが、大きな収穫がありました。
現在、社内で大学と共同研究を試みようという話が出ていま
す。このような発表会を通して、各研究室の特徴が知れるの
で、提携の申し出がしやすくなると思いました。次回はエン
ジニアを同行します」

学生への インタビューより
■Ｍ・Ｔさん

■Ｙ・Ｙさん

「立ち乗り式四輪型車両に着目した研究を発表しました。参
加した理由は、大学の先生や企業さんから、研究へのご助言
を直接、頂きたいと思ったからです。その甲斐あって、様々な
アドバイスを頂戴することができました。後半は、
聴講側に回っ
て、他の学生さんの研究を見て、自分とは違う視点を探りたい
と思います」

「学内でのポスター発表は何度か経験がありますので、過
去のポスターを見直し、明確な内容が打ち出せるよう、構成
の順番を変えたり、配置や文字のフォントに気を付けたりして
改良しました。説明の際は、専門用語はなるべく使わず、文
系の方でも理解してもらえるように言葉を選びました。ポス
ター発表は質問を受けることが多いので、すべて答えられる
よう準備万端で臨みました」

ベストポスター賞に 選ばれた学生の声
■１位

近畿大学

天寅喬文さん

■３位

「
『軽油−水エマルジョン燃料中の分散水滴径分
布がディーゼル機関の運転特性に及ぼす影響』を
発表しました。私はこの研究がやりたくて、近畿
大学に入りました。ポスター制作は、説明が無く
ても分かる内容を心掛けましたが、発表に立った
際は、聴講者の方の理解度によって、補足資料で説明をし、理
解を深めてもらいました。学外での発表会は初めてだったので、
他大学の方のポスターの作り方や話し方なども大変参考になり
ました。今回の受賞で、ゼミの先生に少しでも恩返しができた
かなと思っています」

■２位

大阪大学

大阪工業大学

寺尾勝さん

「『Al-25%Si 合金を用いてダイカストした薄肉
ヒートシンクに関する検討』について、発表しま
した。セッションでは、聴講者の方に具体的な説
明をしたかったので、実際に実験で作成したも
のを持参しました。 受賞は意識せず､ 勉強のた
めにポスターセッションに参加しましたが、聴講の方から研究
を発展させていく上での留意点を教えていただく事ができまし
た。ダイカストは、自動車の部品に多く使用されています。近
い将来は、輸送機器メーカーを目指したいと考えています」

豊田剛生さん

「『ハスとバラの微細突起構造がもたらす超撥
水性に関する数値解析』について研究しました。
僕は後半の発表だったにもかかわらず、前半です
でに投票ボードにシールが貼られていたので、や
る気が出ました。 説明も一気に進めるのではな
く、『ここまで大丈夫ですか』と一声かけて、次に進みました。
昨年、参加した卒業発表講演会のプレゼンのスタイルとは違
い、ポスター発表は、聴講者の方の反応がダイレクトに伝わっ
てきて、うれしかったです。質問やアドバイスを頂き、今後、
研究していく上での財産になりました」
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学生研究発表テーマ一覧
No.

タイトル

発表者

所属（学校名）

P001

複数デンドライトの運動を伴う高精度等軸晶予測のための phase-field モデリング

佐藤

遼太郎

京都工芸繊維大学

P002

共振法を用いた植物の葉の弾性定数の非破壊的計測手法の開発

吉次

宗一朗

大阪大学

P003

繰り返し荷重による Al ダイカスト製かち割りコンロッドのかち割り面への影響

秋田

佳祐

兵庫県立大学

P004

セル構造をもつアルミニウム衝撃吸収部材の衝突初期荷重に及ぼすセル形状の影響

植西

亮介

兵庫県立大学

P005

Al ダイカスト製かち割りコンロッドのき裂進展解析と大端孔内径変化の検討

吉田

圭佑

兵庫県立大学

P006

FEM 解析による磁気駆動トルクアクチュエータのトルク増加に対する検討

角地

美幸

兵庫県立大学

P007

Zr 基バルク金属ガラスの水中における腐食疲労に関する研究

桑原

大空

立命館大学

P008

スティリディウムのずい柱の高速回転運動に関する力学モデルの提案

立花

諒平

大阪大学

P009

AE 法を用いた低合金鋼鋳鋼の疲労損傷に関する研究 －熱処理と添加元素の影響について－

袴田

雅樹

関西大学

P010

Co-Ni-Cu 三元系合金めっき膜の力学的特性に及ぼす合金組成の影響

川上

直文

大阪市立大学

P011

単一すべり方位を有する単結晶銅における疲労破面近傍のすべり帯形態と格子回転の関係

岡

P012

巨視的不均一変形下における多結晶純銅の応力場およびひずみ場に及ぼす結晶粒径の影響

谷口

亮仁

大阪市立大学

P013

FDM 方式の 3D プリンタで造形した構造体の力学特性に及ぼす寸法の影響の評価

秋山

拓之

大阪市立大学

P014

サブミクロンの結晶粒径を有するニッケルの引張変形特性

齋部

一至

大阪市立大学

P015

Nb-Si 基合金の組織と機械的性質に及ぼす Ti, Cr, Mo 添加の影響

植村

強史

近畿大学

翔斗

大阪市立大学

P016

ハスとバラの微細突起構造がもたらす超撥水性に関する数値解析

豊田

剛生

大阪大学

P017

ブランク積層化による深絞り容器の耳抑制

大野

宏人

兵庫県立大学

P018

Al-25%Si 合金を用いてダイカストした薄肉ヒートシンクに関する検討

寺尾

勝

大阪工業大学

P019

コイル状ナイロンアクチュエータの駆動特性に対する含水率の影響

土山

春香

和歌山大学

P020

手の開閉動作補助デバイス実現のためのナイロンアクチュエータを用いた動作機構の開発

石田

龍一

和歌山大学

P021

過凝集性スキムミルクを用いた赤色血栓形成を再現できる模擬血液の開発

矢野

良輔

関西大学

P022

磁性粒子を用いた微細気泡の挙動制御

廣岡

雄一朗

立命館大学

P023

曲管を装着した人体の気管支における流れの PIV

永津

慶伍

立命館大学

P024

微細気泡オゾンによる洗浄技術の検討

久保田

遼

立命館大学

P025

勾玉型ブレードを持つ二重翼垂直軸風車の翼配置の検討

山田

涼平

立命館大学

P026

フィールド実験による勾玉型ブレード垂直軸風車の出力性能検討

山本

裕介

立命館大学

P027

前縁波形状翼を用いた翼性能の改善に関する研究（翼キャンバーの影響）

福井

啓太

滋賀県立大学

P028

振動平板ポンプの開発および性能評価に関する研究

服部

健太

滋賀県立大学

P029

微粒子捕捉フィルタの濾過性能向上に関する数値解析

小向

達也

京都工芸繊維大学

P030

仮想流束法を用いた懸濁液のレオロジーに関する数値解析

川口

美沙

京都工芸繊維大学

P031

デカルト格子仮想流束法を用いた翼近傍流れの数値解析

西田

拓矢

京都工芸繊維大学

P032

微小循環における赤血球の流動挙動と血液レオロジーとの関係性についての数値解析

佐藤

優輝

京都工芸繊維大学

P033

ガスタービン翼の冷却性能向上に関する研究

垣尾

和人

大阪工業大学

P034

ガスタービン翼内の二次流れ損失低減手法に関する研究

水口

翔平

大阪工業大学

P035

斜流ポンプの性能向上に関する研究

林

健太郎

大阪工業大学

P036

周期流中における NACA0012 翼周りの 3 次元渦構造と揚抗比の同時計測

柴田

侑

京都工芸繊維大学

P037

半開放ケーシング内に設置した回転円板周り流れの実験観測

遠藤

佑樹

京都工芸繊維大学

P038

飛行する回転パイプの屋外観測と数値解析

内藤

悠介

同志社大学

P039

地面付近を移動する矩形板周囲の流れ

三浦

一朗

同志社大学

P040

マイクロガスタービンにおける燃焼器の数値流体解析による設計・開発

細川

祐亮

立命館大学

2019
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INTERVIEW WITH COMPANIES

No.

タイトル

発表者

所属（学校名）

P041

希薄流中における単純形状物体周りの空力特性把握

山本

亮嗣

立命館大学

P042

隙間を有する一軸スクリューポンプに関する研究（ステータ段数が圧力変動特性に及ぼす影響）

阿部

雄太

摂南大学

P043

細管発熱体を用いた強制対流熱伝達に関する研究

笹井

勇佑

神戸大学

P044

ヘリウムガスの流量減少に伴う過渡対流熱伝達に関する研究

北野

あゆみ

神戸大学

P045

軽油 －水エマルジョン燃料中の分散水滴径分布がディーゼル機関の運転特性に及ぼす影響

天寅

喬文

近畿大学

P046

中央に高密度層を挿入した水平多孔質層の伝熱特性

土居

怜史

兵庫県立大学

P047

減衰付きのサイドブランチ型消音器を用いた共鳴音の低減

志水

達也

関西大学

P048

コインシデンス現象により生じる有限平板の振動の低減

河田

雅至

関西大学

P049

DC モータと電気回路を用いた台車型免震台の低固有振動数化

平山

恵太

関西大学

P051

直列二重動吸振器が取り付けられた減衰系における伝達関数の相反性について

水川

凱斗

兵庫県立大学

P052

連続体モデルに基づいた多スパン梁型動吸振器の支持位置の検討

大辻

佳孝

大阪府立大学

P053

立ち乗り式四輪型車両における操縦者による加速と自動加速の違い

三谷

俊貴

大阪府立大学

P054

曲線路を走行する大型貨物車の横転に関する走行安定性についての基礎検討

中田

耕太郎

大阪府立大学

P055

関節負荷を低減させた起立支援装置の基礎的検討

河合

拓哉

大阪府立大学

P056

位相回復ホログラフィによる気泡計測に関する研究

久保西

P057

ホーンモデルの放射端スペーサが音響特性に及ぼす影響

谷口

優理

京都工芸繊維大学

P058

足指動作の装着型測定装置の開発

宮内

悠孝

京都大学

P059

PhotoScan を使った大阪城の石垣の 3 次元計測

大崎

智彦

摂南大学

P060

金型用焼き入れ鋼のマイクロエンドミル加工について（左ねじれ工具の効果）

右川

太一郎

龍谷大学

P061

非回転工具とマシニングセンタを用いた彫金加工について（毛彫りの場合）

山田

和明

龍谷大学

P062

高速回転スピンドルを用いた CFRP のマイクロドリル加工について（高送りの効果）

岩元

志湧

龍谷大学

P063

立位姿勢制御戦略に着目した高齢者向けリハビリテーション機器の試作と実験に基づく一考察

前田

光毅

大阪府立大学

P064

曝気流れにおける流量分配に関する研究

齋藤

確

大阪電気通信大学

淳夫

京都工芸繊維大学

■は優秀ポスター賞の表彰を受けた発表テーマ
1 位：P045

天寅

喬文（近畿大学）

2 位：P016
3 位：P018

豊田
寺尾

剛生（大阪大学）
勝（大阪工業大学）
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関 西 支 部 賞
2017

研究賞

関

非相溶油を適用した HFO および
HC 冷媒のトライボロジー特性

西

1. まえがき

支
部
賞

2017

近年，環境負荷軽減の観点から地球温暖
化係数の低い冷媒が空調冷熱機器に適用さ
れている．代表的な冷媒としてプロパンや
HFO-1234yf が挙げられる．これらの冷媒
は冷凍機油との組合せにより，圧縮機内の
しゅう動部の潤滑性を決定づける一因とな
る．新しい冷媒を適用した冷凍空調機器の
信頼性を確保するためには，冷媒と冷凍機
油の潤滑性を把握し，しゅう動部の焼付き
や摩耗を防止することが重要である．
ところで，これらの冷媒を分子構造の特
徴で分類すると，飽和冷媒と不飽和冷媒に
分けることができる．不飽和冷媒は分子構
造に二重結合を有し，付加反応を起こしう
るため，油やしゅう動部との反応によりト
ライボロジー特性に何らかの影響を与える
と考えられる．そこで，これらの冷媒に関
して不飽和および飽和冷媒の耐焼付き性を
明らかにするため，冷媒環境下で焼付き試
験を行い，試験後のしゅう動面観察と合わ
せて考察を行った．
2. 冷媒と冷凍機油
使用した冷媒と冷凍機油の組合せを表 1
に示す．不飽和冷媒である HFO-1234yf に
対して飽和冷媒として HFC-134a を比較
対象とした．HFC-134a は耐熱性や材料適
合性など地球温暖化係数以外の物理的性質
が HFO-1234yf と類似している．炭化水

三菱電機 株式会社
■代表連絡先

佐々木 辰也

素系の飽和冷媒としてはプロパン（R290）
を対象とし，R290 と同じ炭素数 3 のプロ
ピレン（R1270）を不飽和冷媒として選
択した．試験に使用する冷凍機油として，
HFC，HFO 系冷媒の試験にはアルキルベ
ンゼン（AB）油を，炭化水素冷媒にはポリ
アルキレングリコール（PAG）油を用いた．

E-mail：Sasaki.Tatsuya@
ea.MitsubishiElectric.co.jp

水野
中尾
前山
高橋

康太
英人
英明
真一

3. 焼付き試験結果
図 1 に一例として HFO-1234yf 環境に
おける荷重と摩擦係数の関係を示す．荷重
を段階的に増加すると摩擦係数が急激に上
昇し焼付きが発生する．このときの荷重を
焼付き荷重と定義した．図 2 に各種冷媒環
境における焼付き荷重を示す．不飽和結合
である HFO-1234yf 環境における焼付き荷
重は HFC-134a よりも高いことがわかる．
これら冷媒種の分子構造の違いを比較する
と，フッ素数と水素数は同等で，炭素数と
二重結合の有無に差がある．一方，炭素数
がそれぞれ等しい R1270 と R290 の場合，
R1270 の方が R290 よりも焼付き荷重が
大きい．これらの結果から，不飽和結合の
有無が冷媒環境における耐焼付き性に影響
を及ぼすと考えられる．
4. しゅう動面分析

イオン量を示す． HFO-1234yf 環境下で試
験を行った試験片では HFC-134a 環境下
の場合よりも非しゅう動面に対するしゅう
動面でのフッ素イオン量比が大きい．不飽
和結合を有する HFO-1234yf は金属面への
吸着性が強いため，しゅう動中に試験片に
物理吸着膜を形成し，その膜が摩擦熱によ
りしゅう動面との間に電荷の授受を発生さ
せることで化学吸着膜としてフッ素化合物
層を形成したと考えられる．
5. あとがき
冷媒の分子構造に含まれる不飽和結合が
冷媒のしゅう動特性を向上することをしゅ
う動試験により明らかにし，しゅう動面の
分析により潤滑メカニズムを明らかにした．
今後，低 GWP 冷媒の空調冷熱機器への適
用により地球温暖化防止に貢献する．

焼 付き試 験 後 の 試 験 片 の 表 面 元 素を
TOF-SIMS により分析した．図 3 に試験片
ごとの非しゅう動面としゅう動面のフッ素

Table 1 Refrigerant characteristics and combinations of oil

Fig.1

Fig.2 Seizure load

Friction coefficient of HFO-1234yf atmoshere

Fig.3 Fluorine ion content measured by TOF-SIMS
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4. おわりに

PType WA は，市販の電動カートと同
程度のサイズに上記の多機能な機能が実
装されており，また，Cybathlon 2016 の
Powered wheelchair 部門で世界 4 位とい
う実績により完成度や技術性能の高さが客
観的に証明されている．

PType WA は日常生活で歩く環境の多く
を移動できる．乗って楽しく，乗り物本来
の魅力が詰まっており，障害者，高齢者は
もちろん多くの老若男女の新しい乗り物と
して普及させたい．

3. Cybathlon（サイバスロン）

謝

サ イバ スロンは スイス 連 邦 工 科 大 学
チューリッヒ校が開催する障害者アスリー
トの国際大会であり，2016 年 10 月に第一
回大会が行われた．アスリートは障害者で
あり，歩けないなどの障害を技術によって
解決した上で競い合う．人間と機械の融合
を正面から意識し，新しい人間支援技術を
日常生活に取り入れることを目的としてい
る．コースは障害者が日常生活でバリアに
なっている場面がタスクとして設定されて
いる．北京パラリンピック車いすレース金

Fig.1 パ
 ーソナルモビリティビークル RT-Mover PType WA
（⒜ フロント部，⒝ リア部，⒞ 右前から全体，
下：3 段の階段を上る PType WA）

2017

メダリストの伊藤智也氏がパイロット（操
縦者）になり，出場した．全てのタスクを
見事クリアし，
世界 4 位と大健闘した
（図 2）
．

賞

RT-Mover シリーズの技術的な特徴は以
下である．
・舗 装路面での移動効率性能，高速性能，
安定性能を考え，自動車と同様な 4 輪型
を前提
・前後のロール軸とステアリング軸を活用
することで，段差路面などに対して脚動

E-mail：nakajima@sys.wakayama-u.
ac.jp

部

2. RT-Mover PType WA（図 1）

中嶋 秀朗

支

著者は 10 数年前からロボットに不整
地移動能力を持たせるための研究開発を
行ってきた．移動機構には，脚，車輪，
あるいはクローラなどがあり，それぞれ
に得失がある．脚機構は一般的に，移動
路面を離散的に選択できるため不整地対
応能力が高く，また，車輪機構は舗装路
面での移動効率，及び，高速性能が高い．
開発した RT-Mover PType WA は，日常
生活での使用を念頭に，舗装路面での使
用を第一とした上で，散在する段差や斜
面に対応できるような脚機能を併せ持つ
移動体（パーソナルモビリティビークル，
以下 PMV）である．今後の Society5.0
や超高齢社会では，一人乗り用の近距離
移動体の活用が求められており，社会で
の応用可能性は大きい．

作を行うことが可能
・左右，前後方向の傾斜面や段差などの移
動時でも，搭乗部のピッチ軸，前後のロー
ル軸を活用することで搭乗部を常時水平
に維持可能
・駆動軸数を極力抑えたシンプルな機構で
4 車輪型移動体での脚動作機能を実現

■代表連絡先

西

1. まえがき

和歌山大学
関

日常生活レベルの凹凸傾斜地形を移動可能に
するパーソナルモビリティビークルの研究開発

辞

開発した機体のベース部分には，
（独）
鉄道・運輸機構「運輸分野における基礎的
研究推進制度」の平成 23 年度採択課題の
成果を活用した．また，科研費（基盤研究
（c）JP16K01550）及び和歌山大学基金の
助成を受けた．現在も，上記科研費，及び，
和歌山大学 独創的研究支援プロジェクト A
の助成を受け，研究を推進できていること
に感謝の意を表する．

Fig.2 大観衆の中，世界 4 位のゴールの瞬間（サイバスロン決勝）

（Photo by ETH Zurich/Alessandro Della Bella）
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無人運転トラクタの開発

株式会社 クボタ

1. まえがき

3. 開発技術

次世代農業である ICT を活用したスマート
農業が推進される中で，クボタは更なる高効
率化，高精度化，省人化，軽労化を実現させ
るため GNSS を利用した無人自動作業が行
えるアグリロボトラクタを開発した．
本開発では，①一連のトラクタ作業工程を
無駄なく高精度に自動化させることによってオ
ペレータの技能や熟練度に依存することなく
高効率化・省力化・軽労化を実現する．②２
台の自動運転トラクタによる協調作業を実現
させることによって更なる効率化と省人化を実
現する．③これら自動運転トラクタを運用する
にあたっての安全性を確保する．この３点を目
標に開発を進めた．

3-1 ル
 ート作成技術と自動走行制御技術
の開発
①ルート作成技術
１台車両での単独作業と２台車両（１台は
無人自動，もう１台は監視者が乗車しての自
動 or 手動）の協調作業を可能にし，作業終
了後に既耕地を踏まず出入り口から圃場外
へ移動出来る様，作業終了場所が圃場の出
入り口近くになる作業ルートの生成と，２台
協調作業の作業ルートでは，どのような圃場
形状でも必ず先行車両が追走車両の障害に
ならないような作業ルート生成ができる制御
アルゴリズムを構築した．
②直進制御技術
作業中のスリップや凹凸により目標位置か
らの位置ズレを解消するための制御アルゴリ
ズムを実装することで蛇行感のない高い直進
走行性を実現した．
③旋回制御技術
枕地部の狭いスペースで既耕地に踏み込
まず，また圃場から逸脱しないような旋回を
実現するために，旋回動作中は旋回経路か
らのズレが一定以上になると減速し，更にズ
レが大きくなると再度切替し動作を行うなど，
新たな旋回経路を生成するリトライ制御によ
り旋回精度を向上できる技術を構築した．
3-2 RTK-GNSS 一体型ユニットの開発
構成機器を集約した一体型 RTK-GNSS
ユニットを開発した．本ユニットでは，GNSS
アンテナの自社開発，及び高精度化ソフト
開発（IMU と GNSS を組み合わせたハイブ
リッド航法）により，高性能な RTK-GNSS

西 啓四郎

2. 無人運転トラクタの構成
自動運転を実現するために搭載した主な
機器及びシステムとして，高精度な位置情報
を得られる RTK-GNSS ユニット，各種条件
設定・情報表示のためのターミナルモニタ，
電子制御操舵システム，センサ及び機器類
から得られる情報を基に統合制御を行う自動
走行制御システム，監視者の車両周囲の監
視を支援する安全監視システム，車両間の
情報共有及び無人機の周囲をカメラ監視す
るための通信システム，
監視者が作業の開始・
中断・停止を行うためのリモコン通信機器が
あり，アグリロボトラクタはこれらの多岐にわ
たる様々な機器及びシステムによって構成さ
れている．
図１，
２に主な搭載部品構成図を示す．

Fig.1 搭載部品構成図①

■代表連絡先

ユニットを実現した．
図 3 に GNSS 一体型ユニット構成図を示
す．
3-3 障害物検知システムの開発
トラクタ周囲の障害物を網羅的に検知す
るため，３台のレーザスキャナと８個の超音
波ソナーによってトラクタ周囲の障害物監視
を行う構成とした．搭載したレーザスキャナ，
超音波ソナーは周囲に物体が存在すること
は検知できるが，その物体が何であるかを特
定することはできない．トラクタの作業環境
では，圃場内の雑草，収穫後の株あと，タ
イヤに付着した泥など，障害物として誤検出
され得るものが数多く存在する．そこで様々
な圃場で評価を繰り返し，障害物の誤検出
を回避するための調整や検出アルゴリズムの
開発を行い，安全性の向上を図った．図４に
障害物検知範囲イメージ図を示す．
4. あとがき
作業の高効率化，高精度化，省人化，軽
労化をコンセプトに自動運転トラクタとし
てアグリロボトラクタを開発した．自動運
転及び協調作業の実現により，市場要求で
ある効率的な農業経営の実現に大きく貢献
できるものと考える．
今後は，お客様からの評価や要望をもと
に，汎用性の向上や他のクボタトラクタへ
の技術展開を進めていく．

Fig.2 搭載部品構成図②

Fig.4 障害物検知範囲イメージ図

Fig.3 GNSS 一体型ユニット構成図

2019

18

関 西 支 部 賞
2017

技術賞
三菱電機 株式会社

薄壁型省エネ冷蔵庫の
統合設計技術の開発

Fig.1 P
 roposed pragmatic lean development approach using digital tool, real experiment
and humanistic collaboration.

分け，インテグレーション・イベントを通
じた人間系での柔軟な仕様調整法も含めた
知識統合型のシステム設計法を紹介した．
リーン開発法は学習先行型開発（知識ベー
ス開発）とも言われ，製品の物理現象を上
流設計段階に十分に学習することで，開発
下流での試作回数や手戻りループの削減が
期待できる．ある種，設計フロントローディ
ングを実現するための具体的手段の実例と
もいえる．今後，リーン開発法を空調機器
などの開発プロセスへも適用拡大し，更な
る手法体系化・拡張を進めていく．

2017

冷蔵庫の省エネ開発プロセスにおいて，
設計原理知識，1D オーダー計算手法，3D
大規模解析と要素実験を適材適所での使い

史典
剛
拓也
等

賞

４. あとがき

小林
清家
児玉
丸山

部

省エネ型の冷蔵庫の開発では，断熱壁
内のウレタンと真空断熱材 (VIP: Vacuum
Insulation Panel) の厚さを最適配分する断
熱技術に加えて，限られた庫内空間中に冷
却器，凝縮器やファン・風路ダクト等のデ
バイスをコンパクトに配置しつつ，冷凍サ
イクル性能を最大限に引き出すシステム設
計力が鍵となる．すなわち，熱力学，伝熱
工学，流体力学，制御工学，設計システム
工学などの機械工学体系を駆使して短期間
に省エネ性と実装コンパクト性を両立させ
る，擦り合わせ型システム設計技術が必要
である．

今回，家庭用冷蔵庫の開発において，各
種の数値解析法や要素実験を適材適所で使
い分け，インテグレーション・イベントを
通じた人間系での柔軟な仕様調整も組み合
わせたリーンなシステム設計法を開発した．
ここで，リーンとは，
『贅肉の無い筋肉質な』
という意味である．具体的には，1D 冷凍
サイクル計算法と 3D 熱流体解析を設計上
流段階から適用し，図 1 の体制イメージで
定期的な議論を通じて“各要素デバイスの
形状検討（Analysis）
”と“システム擦り合
わせ統合（Synthesis）
”を試みた．その結
果，省エネ性能と内容積サイズを両立させ
た「置けるスマート大容量 SMART CUBE
（スマートキューブ）
」冷蔵庫を開発できた
（図 2）
．

支

２. 技術的な課題

E-mail：Kobayashi.Takashi@
ds.MitsubishiElectric.co.jp

３. 開発した技術

西

一般家庭の年間電力消費の 10% 前後を
冷蔵庫が占めるというデータ例もあり，省
エネ改善が課題である．特に家庭用冷蔵庫
では省エネ性に加えて，食品の収納性を高
めるために庫内容積の大型化も重要で，両
立に向けた設計技術が求められている．

小林 孝

関

１. まえがき

■代表連絡先

Fig.2 A
 result of 3D thermal
analysis of refrigerator
platform“SMART CUBE”

⒜ Analysis result

⒝ VIP Layout

19

2019

2019

日 本 機 械 学 会 関 西 支 部
の 活 動 報 告

日本機械学会関西支部の活動報告
日本機械学会関西支部の沿革と現況

JSME － Kansai は今
［１］日本機械学会関西支部の沿革と現況
沿革
2017 年度の「IoT の発展が製造業にもたらす影響 －ひと、生産機械か

日本機械学会関西支部（JSME-Kansai）は、
京都府、
大阪府、
兵庫県、
奈良県、滋賀県、和歌山県に在住、もしくはこれらの府県において事業

ら、工場、企業そして Connected Industries －」に引き続き、今年度

を行っている関西地域の日本機械学会会員 6,547 名（2018 年 9 月末現

は関西大学で開催された年次大会にて「意味的価値と機能的価値の関

在で正員 5,474 名、
学生員 951 名、
特別員 122 社）
により構成されている。

係性のデザイン －機械工学の新たなチャレンジ－」と題した特別フォー

日本機械学会関西支部は機械工学分野の仕事に携わる研究者／技

ラムを開催し、社会の中での機械工学のあり方に関する議論の場を提
供している。

術者の交流、情報交換の場として、また「関西地方における、機械に

懇話会活動では、現在 9 つの懇話会がそれぞれ独自に研究会やシン

関する学術の進展および技術の進歩をはかり、かつ工業の発展のため
に尽くす」ことを目的として 1925 年
（大正 14 年）6 月 28 日に設立された。

ポジウムを開催しており、活発な関西支部活動の中で、会員に密着した

以後、地域活動に基盤を置いて機械工学を含む工業分野の将来に向け

活動の一翼を担うと同時に、産学交流の促進と支部から全国に向けた

ての積極的な提言を行い、常に全国に先駆けたユニークな活動を行って

情報発信に大きな役割を果たしている。
専門部会は 5 部会で構成され、主に年 3 回の関西支部商議員会後に

きている。

話題提供（講演）を主とした活動が行われている。
（懇話会活動および
主な活動内容

専門部会活動の詳細については関西支部の HP を参照。
）
2006 年 4 月に発足したシニア会は、会員数が 213 名（2018 年 2 月末

主な活動は、以下のように分けられる。
１）研究発表・技術交流活動

現在）に達し、原則 60 歳以上の会員相互の交流と、豊富な経験に基

・関西支部定時総会講演会

づいた企業への技術支援や小学生対象の理科工作教室の開催など活発

・秋季技術交流フォーラム

な活動を行い、機械学会本部、他支部からも注目を集めている。

２）情報提供活動
「MECHAVOCATION」活動

・先端機械工学関連講習会（年 6 回開催）

技 術 情報 誌「MECHAVOCATION」は、1993 年度に事 業を開始

・ステップアップセミナー（年 1 回開催）
・部門との合同企画講習会（随時）

して以来 26 年目を迎え、進路情報誌としてはもちろん、大学等の研

・先端企業施設の見学会（年間 2 回程度開催）

究と企業の技術を結びつける双方向の情報交換・技術交流の媒体と

・特別フォーラム（不定期に開催）

しての役割を確立している。
「MECHAVOCATION」では 1998 年度
よりインターネット版を併設し、企業技術を詳しく紹介するとともに、

３）懇話会活動（現在 9 グループが活動中）

「MECHAVOCATION」HP と企業 HP とをリンクし、学生がさらに多

４）専門部会活動（現在 5 部会が活動中）

くの企業情報を入手できるようにしている。また希望する企業には学生

５）学生会活動（見学会、
「メカライフの世界」展、


との双方向情報交換システム
（エントリー機能）を導入している。さらに、

卒業研究発表講演会など）
６）シニア会活動（2006 年 4 月設立）

技術情報誌としての性格をより明確にし、各大学・短大・高専の産学協

研究発表活動では毎年 3 月に定時総会講演会を開催し、一般講演と

同に関する取り組みについての情報を盛り込むなど、冊子、インターネッ
ト版、併せて有益な情報を発信している。

共にオーガナイズド方式の学術講演、フォーラム、ワークショップ等の
場が設けられ、活発な学術情報交換を行っている。一方、秋には懇話

今年度発行する「MECHAVOCATION2019」
（冊子）は、関西地域

会企画のもとに産学交流の場としての秋季技術交流フォーラムを開催し

の大学・短大・高専の最終学年へ進む機械系学生約 6,000 名、学校関

ている。2018 年 3 月の定時総会講演会における総講演数は特別講演 2

係者および協賛企業に配布するだけでなく、機械系学科のある全国約

件、基調講演 3 件、OS・一般講演・フォーラム・ワークショップ計 255

160 校の主要大学にも配布する。

件、関西支部賞受賞記念講演 4 件の合計 264 件に達し、2018 年 10 月

また、 産 学連 携 の重 要 性の認 識 が 高まる中で、 関 西支 部では

開催の第 19 回秋季技術交流フォーラムにおける講演数は特別講演・基

「MECHAVOCATION」が企業と学校関係者の技術情報交流のプラッ

調講演を含めて 33 件を数えた。また、企画から運営まで学生会が自ら

トフォームであることを活用し、2007 年度から様々な交流事業を推進し

実施する卒業研究発表講演会では講演数が 367 件に達し、コメンテー

ている。2017 年 11 月の「学生のための企業技術発表会」には、企業

タとしての商議員による的確な質疑応答により次世代を担う人材育成を

から184 名、
学校から教員 19 名､学生 434 名の合計 637 名の参加があっ

図っている。

た。今年度も 12 月に「学生のための企業技術発表会」
、2 月に「就職に

情報提供活動では各種の講習会を開催し、問題解決に必要な工学

関する企業と学校の交流会」
、3 月に定時総会講演会の中で「メカボケー

技術情報を提供している。ステップアップセミナーでは、主として戦略

ション学生研究発表セッション」を開催する予定で準備を進めている。

的技術経営に関わるテーマを取り上げ、高い評価を受けている。また、
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（関西支部常務幹事 赤松 史光）

日本機械学会関西支部の活動報告
2017年度−2018年度の関西支部事業報告

［２］2017 年度—2018 年度の関西支部事業報告
2017 年度〜2018 年度に日本機械学会関西支部が行った各事業の内容を項目別に分類して下表にまとめた。

行

事

名

内

容

開催日

会

場

出席数

第 18 回秋季技術交流フォーラム

特別講演 1 件、基調講演 11 件、フォーラム 22 件

’
17.10.21

神戸大学

230

第 93 期定時総会講演会

研究発表（一般・オーガナイズド方式併設）講演 255 件、特
別講演 2 件、基調講演 3 件、関西支部賞受賞記念講演 4 件
計 264 件

’
18.3.12〜13

摂南大学

444

第 19 回秋季技術交流フォーラム

特別講演 1 件、基調講演 16 件、フォーラム 16 件

’
18.10.20

和歌山大学

147

’
19.3.11〜12

立命館大学

第 94 期定時総会講演会
第 349 回講習会

構造・強度設計における数値シミュレーションの基礎と応用

’
17.5.29〜30

大阪科学技術センター

97

第 350 回講習会

事例に学ぶ流体関連振動（トラブル事例相談会付き）

’
17.7.27〜28

大阪科学技術センター

43

第 351 回講習会

応力計測の基礎とその応用（デモンストレーション付き）

’
17.10.16〜17

大阪科学技術センター

66

第 352 回講習会

実務者のための流体解析技術の基礎と応用（各種シミュレー
ション技術の適用事例紹介及びデモ展示付き）

’
17.11.1〜2

大阪科学技術センター

72

第 353 回講習会

実務者のための機械加工、接合、造形技術～基礎理論から
最新技術の動向まで～

’
17.12.7〜8

大阪科学技術センター

40

第 354 回講習会

実務者のための騒音防止技術（展示、簡易実習付き）

’
18.1.29〜30

大阪科学技術センター

41

第 355 回講習会

破壊力学の基礎と最新応用（実験実習、計算演習付き）

’
18.5.22〜23

島津製作所

105

第 356 回講習会

実務者のための振動基礎と制振・制御技術

’
18.7.30〜31

大阪科学技術センター

69

第 357 回講習会

熱応力による変形・破壊の評価方法と対策事例

’
18.10.22〜23

大阪科学技術センター

72

第 358 回講習会

実務者のための流体解析技術の基礎と応用

’
18.10.30〜31

大阪科学技術センター

80

第 359 回講習会

機械加工技術の基礎理論と最新動向～基礎理論から IoT、
’
18.12.6〜7
モニタリング、3D 造形～

大阪科学技術センター

第 360 回講習会

事例に学ぶ流体関連振動（トラブル事例相談会付き）

’
19.1.30〜31

大阪科学技術センター

ステップアップ・セミナー 2017

高付加価値商品開発とものづくり

’
17.11.30

大阪科学技術センター

ステップアップ・セミナー 2018

再生可能エネルギーの今を考える

’
18.11.30

大阪科学技術センター
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2017年度−2018年度の関西支部事業報告

行

事

名

第 645 回見学会
第 93 期定時総会見学会

内

容

関西エアポート（株） 関西国際空港
（株）クボタ

水素インフラ見学

堺製造所

会

場

出席数

’
17.9.29

泉佐野市

17

’
18.3.9

堺市

22

’
18.9.27

茨木市

29

’
19.3

米原市

第 646 回見学会

ヤマトグループ

第 94 期定時総会見学会

鉄道総合技術研究所

特別フォーラム

IoT の発展が製造業にもたらす影響 －ひと、生産機械から、
’
17.9.28
工場、企業そして Connected Industries －

大阪科学技術センター

104

年次大会市民フォーラム

意味的価値と機能的価値の関係性のデザイン
－機械工学の新たなチャレンジ－

’
18.9.9

関西大学

63

親子のための講演会「スポーツ工学最前線」
～ 2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて～

’
17.8.5

大阪大学中之島センター

50

青少年のための講演会「身近になる宇宙開発」

’
18.8.4

ナレッジキャピタル

137

日本の有人宇宙開発について

’
17.9.19

大阪科学技術センター

57

’
18.9.4

大阪科学技術センター

－

’
17.6.17

近畿大学

87

「機械の日・機械週間」の
記念行事

サロン de 関西支部

総合物流ターミナル（関西ゲートウェイ）

開催日

風洞技術センター

（台風のため中止）
関西学生会との意見交換会
技術情報誌「MECHAVOCATION 2018」発刊

メカボケーション活動

学生のための企業技術発表会

’
17.11.25

近畿大学

637

就職に関する企業と学校の交流会

’
18.2.20

大阪科学技術センター

204

メカボケーション学生研究発表会

’
18.3.12

摂南大学

関西学生会との意見交換会

’
18.6.9

近畿大学

技術情報誌「MECHAVOCATION 2019」発刊

その他

’
17.11.20（冊子およびインターネット版）

’
18.11.19（冊子およびインターネット版）

学生のための企業技術発表会

’
18.12.15

近畿大学

就職に関する企業と学校の交流会

’
19.2.19

大阪科学技術センター

メカボケーション学生研究発表会

’
19.3.11

立命館大学

2018 年度関西支部賞募集

’
18.8 上旬
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日本機械学会関西支部の活動報告
関西学生会活動報告

［３］関西学生会活動報告
６．
『メカライフの世界』展

関西学生会は、日本機械学会関西支部の学生員（18 大学､ 6 高等

小中学生をはじめ一般の人々に機械、機械工学に対する興味と理解

専門学校､ 会員数 951 人）の有志が集まって自主的に運営されており、

を深めてもらうことを目的として、展示および体験型の教育普及活動を

全国に 8 つある支部の中でも精力的に活動している学生会の一つであ

『メカライフの世界』展として、関西学生会全体で協力して毎年実施し

る。主な活動を以下に述べる。

ている。関西学生会が最も力を入れている活動の一つであり、上半期
１．学生会総会

総会（4 月）の時期から企画会議を重ねて、
『メカライフの世界』展の

関西学生会の活動は、4 月から始まる上半期と 10 月から始まる下半

実施に向けた準備を行っている。会場は、バンドー神戸青少年科学館

期に分かれており、4 月と 10 月に総会を開催して、学生会の年間活動

（神戸市立青少年科学館）にご提供いただいており、さらに共催として

報告、予算報告等を行っている。4 月の上半期総会においては、任期

多大なご協力を賜っている。
『メカライフの世界』展としては、関西学

を翌年 3 月までとして、委員長校、副委員長校（2 校）
、書記校、会計

生会のみが共同して同一会場で開催している。
2017 年度の『メカライフの世界』展は 11 月 18、19 日に開催され、


校を選出している。役員校の交代時期を 4 月とすることで、
学生会にとっ
て最大の行事である 3 月の学生員卒業研究発表講演会（卒研講演会）

1,319 人の入場者があった。フォーミュラーカーやエコランカーなどの展

までの準備期間を十分に確保し、その運営を円滑なものとしている。

示、二足歩行ロボット、クレーンゲーム、パイプオルガンの操作体験、
ホバークラフトの試乗体験などで、子供たちが科学技術や機械工学に

２．幹事校会（運営委員会）

触れる機会を提供した。また、風船ホバークラフト、ストローチューブ

関西学生会では、年に 7 ～ 8 回程度、30 余名の運営委員の出席の

プレーン、紙コップロボットハンドなどの無料工作や、モーターカーの

もと、幹事校会（運営委員会）を開催し、
『メカライフの世界』展、卒

有料工作で、子供たちにものづくり体験の機会を提供した。2018 年度

業研究発表講演会、見学会等の企画立案・準備も含め、学生会活動

の『メカライフの世界』展も引き続きバンドー神戸青少年科学館のご協

全般について、熱心に議論し決定している。

力のもと、11 月 10、11 日に開催予定である。

３．講演会

７．学生員卒業研究発表講演会

関西学生会では、幹事校会（運営委員会）と同じ日に、支部の幹事、

卒業研究発表講演会は、関西学生会の最も重要な行事の一つであ

開催校の教員、シニア会の幹事等にお願いして、機械工学に限定する

る。毎年 3 月の卒業時期に開催され、卒業研究をやり遂げた学生員

ことなく、幅広い分野のテーマについて講演していただいている。参

がその研究成果を公表する貴重な機会となっており、同時に特別講演

加者の知識を拡げるのみならず、参加者が学生会の活動に触れること

や学生懇親会も行われている。卒業研究発表講演会では、優秀な発

で、学生会の各種企画への参加の契機となることを期待して、この講

表に対して Best Presentation Awards（BPA）を授与している。この

演会は一般の学生員にも公開している。

BPA は 1998 年に制定され、学生員のプレゼンテーション能力の上達
目標の一つとなっている。商議員、学生会会員校の教員、シニア会の

４．見学会

会員には、各講演セッションでのコメンテータを担当いただいており、
さらに、セッション司会の大学院生とともに BPA の評価も担当いただ

学生が産業界の実態に触れる機会を持ち、学生会活動の一層の活
性化をはかるために、関西学生会の主催で京阪神地区の工場の見学会

いている。その他、講演会の運営、BPA の採点集計・発表などは、

を開催している。この見学会も、一般の学生員に公開している。関係

すべて学生会が担当している。
2017 年度の卒業研究発表講演会は 2018 年 3 月 10 日に摂南大学寝

企業のご理解とご協力を仰ぎながら企画・実施することで、毎年意義
深い見学会となっている。2018 年度は、9 月 19 日に川崎重工業（株）

屋川キャンパスで開催され、367 件の発表があった。BPA は 39 名に

明石工場において見学会を実施した。多数の学生諸君の参加を得て、

授与された。2018 年度の卒業研究発表講演会は 2019 年 3 月 11 日に、

非常に有意義な見学会であった。

立命館大学で開催予定である。

５．学生交流会

８．機関誌『春秋』

学生交流会は、日本機械学会年次大会の際に開催されている。第１

関西学生会では、学生会の活動報告、
『メカライフの世界』展などの

部は企業の若手技術者による導入プレゼンテーション、第 2 部は若手

行事内容や、関西学生会の会員校の紹介などを記事とした冊子を、機

技術者を囲んだ立食形式の意見交換会で構成されており、学生員と若

関誌『春秋』として毎年１回刊行している。学生が自主的に編集してお

手技術者との積極的な交流がなされている。この交流会は一般学生に

り、ユニークで個性あふれる記事が、写真を交えて掲載されている。
『春

も公開している。2018 年度の学生交流会は 9 月 11 日に、年次大会開

秋』は、関西学生会の会員校には無料配布され、卒業研究発表講演

催校である関西大学において開催された。関西学生会も委員長を派遣

会でも参加者に配布されている。2018 年度は通算 50 号となる。

し、運営に協力した。
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関西学生会会員校（太字は幹事校）

９．シニア会との交流会
関西学生会では、シニア会に企画・運営いただいている交流会に参
画している。交流会ではテーマが設定され、シニア会会員による基調

大阪大学、大阪工業大学、大阪産業大学、大阪市立大学、大阪府

講演、シニア会と学生会双方からの提言、グループ討論などが行われ

立大学、関西大学、京都大学、近畿大学、神戸大学、同志社大学、

ており、学生がシニアの豊かな経験、知識を学ぶ貴重な機会となって

兵庫県立大学、龍谷大学、大阪電気通信大学、京都工芸繊維大学、

いる。2017 年度の交流会は、
「シニア会と学生会との討論会～技術立

滋賀県立大学、摂南大学、立命館大学、和歌山大学、明石工業高等

国の担い手として」をテーマとして、10 月 29 日に大阪産業大学梅田サ

専門学校、大阪府立大学工業高等専門学校、神戸市立工業高等専門

テライトキャンパスで開催された。学生会からは 26 名が参加し、非常

学校、奈良工業高等専門学校、舞鶴工業高等専門学校、和歌山工業

に有意義な交流会であった。2018 年度の交流会も同一テーマで、10

高等専門学校

月 28 日に大阪産業大学梅田サテライトキャンパスで開催予定である。
また、シニア会主催の「理科工作教室」にも、学生会から運営委員
を派遣し、運営に協力している。
その他、関西学生会は「学生のための企業技術発表会」など、支部
主催の「MECHAVOCATION」事業にも積極的に参加している。
以上のように、関西学生会は将来の日本を支える機械技術者を目指
す学生に、機械工学に関連する技術、知識とともに、多様な交流の場
を提供し、その自主的かつ積極的な活動を通して日本機械学会への理
解を拡げることで、会員数の一層の増加に貢献している。ただし、関
西学生会の以上の活動は、支部独自の財政支援を含む、全面的なバッ
クアップと、会員企業の絶大なご協力とご支援、商議員、学生会会員
校教員、シニア会会員の皆様の多大なご理解とご協力、そして学生会
顧問の先生方の熱心なご指導とご協力があって、初めて成立するもの
である。関係各位には、この場を借りて深謝の意を表す。
そして、大学・高専に在学中で、日本機械学会に未加入の機械系学
生諸君には、以上のような恩恵を受けることができる日本機械学会に
入会し、学生会活動に積極的に参加することを、強く勧める。まずは、
所属校の学生会顧問から案内される講演会、見学会に、気軽な気持ち
で参加してみてはいかがだろうか。


（関西支部学生会幹事長 山本 恭史）
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2018 年度関西学生会年間行事報告・予定
行

事

名

内

容

開催日

第 8 回運営委員会

卒業研究発表講演会前日準備

’
18.3.9

2017 年度
卒業研究発表講演会

卒業研究発表講演、特別講演、懇親会
特別講演「パナソニックにおけるロボティクス開発」
安藤 健 氏（パナソニック（株））

’
18.3.10

会

場

摂南大学

学生会顧問と支部幹事の意見交換会
第 1 回運営委員会
2018 年度上半期総会

事業報告、事業計画、上半期総会議案確認等
2017 年度下半期事業報告

’
18.4.21

関西大学

’
18.6.9

近畿大学

’
18.7.14

大阪大学工学部

2018 年度上半期事業計画、幹事校承認、懇親会

第 2 回運営委員会

「メカライフの世界」展企画、担当検討等

メカボケーション協賛企業と
関西学生会との交流会
－インターンシップ編－

関西学生会の活動紹介、メカボケーション企業によるインター
ンシップ説明会、懇談会
（支部開催行事に協力）

第 3 回運営委員会

「メカライフの世界」展企画、担当決定、スケジュール作成等

第 169 回講演会

自動車用エンジン燃焼シミュレーション
大阪大学大学院工学研究科

親と子の理科工作教室

シニア会行事に運営協力

堀

司

講師
’
18.8.5

堺伝統産業会館

親と子の理科工作教室

シニア会行事に運営協力

’
18.8.18

バンドー神戸
青少年科学館

JSME 年次大会

学生会委員長会、「学生交流会」

’
18.9.11

関西大学

’
18.9.15

神戸大学工学部

第 4 回運営委員会

「メカライフの世界」展企画、役員改選準備等

第 170 回講演会

二輪車を例にしたビークルダイナミクスの紹介
川崎重工業（株） 久保田

第 240 回見学会

川崎重工業（株）明石工場

第 5 回運営委員会

役員改選、「メカライフの世界」展準備、卒業研究発表講演会
企画、下半期総会議案確認等

2018 年度下半期総会

シニア会と学生会との交流会
「メカライフの世界」展準備
第 6 回運営委員会
「メカライフの世界」展
第 7 回運営委員会
学生のための企業技術発表会

哲也

氏
’
18.9.19

2018 年度上半期事業報告

’
18.10.13

関西大学

’
18.10.28

大阪産業大学
梅田サテライトキャンパス

2018 年度下半期事業計画、役員改選、懇親会
シニア会と学生会の討論会
「メカライフの世界」展前日準備

’
18.11.9

「メカライフの世界」展当日準備、初日実績確認と反省

’
18.11.10

バンドー神戸
青少年科学館

小中学生に対して、物理現象の実演やロボットをはじめとする
先端技術の紹介、工作教室等の提供

’
18.11.10〜11

卒業研究発表講演会準備、機関誌「春秋」の編集準備

’
18.12.8

立命館大学

’
18.12.15

近畿大学

メカボケーション協賛企業による技術発表会
（支部開催行事に協力）

第 8 回運営委員会

卒業研究発表講演会前日準備

2018 年度
卒業研究発表講演会

卒業研究発表講演、特別講演、懇親会
特別講演

’
19.3.9

検討中

’
19.3.10

学生会顧問と支部幹事の意見交換会

※運営委員会の会場は、2018 年度の役員校、卒業研究発表講演会会場校などから選定した。
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立命館大学

編集委員会委員一覧

委 員 長
副委員長
庶務委員
会計委員
実行委員
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃 ※
〃 ※
編集委員
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

田中
伊藤
赤松
蓮尾
青山
浅見
大村
清水
鈴木
武石
田畑
田原
富岡
朴
畑田
原
藤本
牧野
宮本
小澤
徳永

正夫
宏幸
史光
昌裕
栄一
敏彦
勝
資生
直弥
賢一郎
真毅
弘一
計次
海洋
研二
輝夫
岳洋
泰三
宜昌
守
節男

赤間 誠
荒賀 浩一
井岡 誠司
上野 哲
小川 圭二
樫原 恵蔵
上村 匡敬
小谷 賢太郎
杉山 和靖
瀬川 大資
曽根 彰
田中 和人
田邉 裕 貴
豊田 香
橋本 正治
廣
和樹
廣川 敬康
松井 徹
松塚 直樹
三宅 修吾
森
英喜
山崎 友 裕
横小路 泰義

大阪大学

教授

ダイキン工業㈱ リサーチコーディネーター
大阪大学

教授

京都大学

教授

同志社大学

教授

兵庫県立大学

教授

大村技術コンサルタント 代表
八十島プロシード㈱

常務取締役

近畿大学

准教授

大阪大学

招へい教授

三菱電機㈱

主席技師長

大阪工業大学

教授

ダイキン工業㈱

主任技師

㈱神戸製鋼所

主任部員

㈱アルトナー リーダー
三菱重工業㈱
神戸大学

新日鐵住金㈱
昭和電機㈱
関西大学

次長

教授
上席主幹研究員・総括
副部長
教授

三菱重工業㈱

執行役員フェロー

大阪産業大学

教授

近畿大学工業高等専門学校
大阪電気通信大学
立命館大学
龍谷大学

准教授

教授

教授
准教授

和歌山工業高等専門学校

教授

大阪府立大学工業高等専門学校
関西大学

教授

大阪大学

教授

大阪府立大学

教授

京都工芸繊維大学
同志社大学

教授

教授

滋賀県立大学

教授

舞鶴工業高等専門学校
摂南大学

奈良工業高等専門学校
近畿大学

准教授

教授
教授

教授

和歌山大学

准教授

明石工業高等専門学校

准教授

神戸市立工業高等専門学校
産業技術短期大学
大阪市立大学
神戸大学

教授

講師

教授

教授

※印は、前支部長
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准教授

MEMO

MEMO

協賛企
業さま

参加

費

無料

メカボケーション
学生研究発表セッション
日本機械学会関西支部 第 94 期定時総会講演会
本セッションは、機械系の学生が、自ら行った研究に対して

11

企業の技術者・研究者からフィードバックを受け、社会との交流を図ることを目的としています。

2019 年

3月

詳細
スケジュール
未定

月
日

会場 : 立命館大学
びわこ・くさつキャンパス

詳しくは

http://conf.kansai.jsme.or.jp/ksconf19/

学生がポスターセッションの形式で､卒論以降に行った研究の進展を企業の技術
者・研究者にアピールします。
発表者は修士１年生相当以下の学生です。企業の皆様には、学生の最新の研究成
果に触れていただくと共に、ベストポスター賞選出の投票をお願いいたします。
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