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「MECHAVOCATION」（2020 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 95 期支部長

伊藤 宏幸

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」
（2020
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 2021 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、企業を取り
巻く環境と最新の機械技術・製品さらに高度な利用状況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。また、
「協賛企業と学生員の意見交換会」にて試行してきました「インターンシッ
プ説明会」を今年度より正式化しました。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。現在、支部創立 100 周年記念行事への準備
を進めておりますが、かかる重点課題に機動的に対応可能となるよう支部運営制度を再整備しました。
支部の誇るべき伝統を守りながらも、時代のニーズに即応することで、さらなる有効活用を目指します。
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広い意味での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 2020 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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大阪産業大学

京都工芸繊維大学

摂南大学

和歌山大学

大阪市立大学大学院工学研究科

近畿大学生物理工学部

同志社大学生命医科学部

大阪電気通信大学

近畿大学理工学部

同志社大学理工学部

◆短期大学
産業技術短期大学

◆高等専門学校
明石工業高等専門学校

神戸市立工業高等専門学校

大阪府立大学工業高等専門学校

奈良工業高等専門学校

近畿大学工業高等専門学校

舞鶴工業高等専門学校
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JSME-Kansai は今
［１］日本機械学会関西支部の沿革と現況
［２］2018 年度－ 2019 年度の関西支部事業報告
［３］関西学生会活動報告
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活 用ガイド

学生
就

企業

目的別に当冊子の活用方法を紹介いたします。
未来へ翔く企業からのメッセージ

1A

企業

学生が自分に合った企業に出会う
「企業の紹介ページ」

1B

学んだ内容や自分の興味と関連ある
キーワードや事業内容で探す

株式会社 アルトナー

容」が簡潔に表現されています。あなたの学んだ知識や技

1C

〒 564-0053 大阪府吹田市江の木町 17-1
コンパーノビル 7 階
T E L 06-6821-2878
FAX 06-6821-2833
U R L https://www.artner.co.jp/

資料請求
インターンシップ

術を生かせるか、あなたの興味や研究テーマに関連がある
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。

企業の特色や
職場環境で探す

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」

アイキャッチ で教育機関、
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

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

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？

学生

教育機関の皆様へ

1D

− エンジニアサポートカンパニー −

各企業の紹介記事の右に「重点技術キーワード」と「事業内

1B

学

産

➡

流

交

JSME Kansaiは今

大学・短大・高専研究室紹介

学生

➡

activity guide

メカボケーション

学生の皆様へ

を見てください。
ここには、
企業の思いいれや価値観、
理念な

1C
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 63 億 3,169 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）
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 881 名（2019 年 1 月末）

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

どが反映されています。
あなたが将来その企業に就職した時
にどんな環境でどんな仕事をするのかで企業を探すことが
できます。

1C

興味を持ったらすぐ資料請求

1D

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

資料請求

インターンシップ

Click

Web版には企業の詳しい
情報を記載しています。
掲載企業の中から製品分
野や勤務地での検索もでき、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2020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

2020
学生

2

学校

2

学生が学ぶ先の研究室を探す
「研究室構成スタッフと研究テーマの紹介ページ」

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簡潔に記載されています。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

3A

企業が大学等の研究シーズと出会う
「研究室構成スタッフと研究テーマの紹介ページ」
「大学・短期大学・高等専門学校の紹介ページ」

3A

求める研究シーズは研究テーマから探す

研究内容が簡潔に記載されている研究室構成スタッフと研究テーマの紹介
ページで、関連のありそうな研究テーマや教員名を発見できます。

産学交流窓口も見つかります

大学・短期大学・高等専門学校の紹介ページには「産学交流窓口」も記載され
ています。産学交流窓口専用のURLのあるところはアクセスすると、現在進
行中の研究シーズや研究予定のテーマなどのより詳しい情報に出会えます。さらに産学交流の具体的な方

窓口情報

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。

学校

企業

「MECHAVOCATION on the NET」
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
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 −

企業の詳細ページ

株式会社 アルトナー
〒 564-0053 大阪府吹田市江の木町 17-1
コンパーノビル 7 階
T E L 06-6821-2878
FAX 06-6821-2833
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 63 億 3,169 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）
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 881 名（2019 年 1 月末）
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リンク機能＆検索機能も充実!
﹁MECHAVOCATION on the NET﹂
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学生のための

企業技術発表会
2018年12月15日
（土）
近畿大学《東大阪キャンパス》

in

発表会の報告
技術情報誌「MECHAVOCATION」の発刊事業のひとつとして、機械工学関連の学生たちと機械技術との関連が深い企業が
交流を図る「学生のための企業技術発表会」を 2018 年 12 月 15 日（土）午前 10 時から、近畿大学東大阪キャンパスで開催
しました。
今年は 154 社に協賛して頂き、うち 108 社（昨年は 80 社）のご出展に伴い、発表会のプログラム時間を例年より大幅に拡
大しての進行となりました。会場には、関西エリアの高専、短大、大学、大学院生 375 人が続々と詰めかけました。
発表会は、企業が独自技術を紹介するミニプレゼンと個別ディスカッションのセットで進行され、第 1 部 45 社（10 時〜13 時）、
第 2 部 63 社（14 時〜17 時 30 分）の企業入れ替え 2 部制で行われました。学生たちは、一日を通して行った企業研究にか
なりの手応えを感じていました。
18 時からはアカデミックシアターの実学ホールで懇親会を開きました。出展企業を代表して、日本金銭機械㈱の橋本美奈子
人事グループリーダーが、
「10 年前から、自社の技術を学生さんに理解してもらう機会を頂いてきました。
この行事の良いところは、
大学の先生方が学生さんに積極的に参加を促して下さり、学生さんも同様に後輩の方に勧めてくれていることです。この先、学
生のみなさんが、どうか運命の会社と出会えるよう祈っています」と、学生たちを激励していました。

企業ミニプレゼン

●開会挨拶
関西支部

企業にとって、一度に多くの学生
に自社を認知してもらえるミニプレ
ゼン。各企業のプレゼンターは、1
分 30 秒という制限時間のなか、独
自技術や国内外でのシェア、エンジ
ニアとしての働き甲斐などを伝え、
最後にブースナンバーを強調し、セッ
ションへと誘導していました。
学生の多くが卒業後に進む業界
や職種を絞り切れていないこともあ
り、社名の知られていない BtoB の
企業の存在を知って、進路先の選
択肢を広げていました。

第 94 期副支部長

伊藤 宏幸

（ダイキン工業㈱ リサーチ・コーディネーター）

MECHAVOCATION 2019 は、
史上最高となる 154 社の協賛を得
て、本日、会場には 2 部構成で計
108 社のブースが出 展されます。
協賛して頂いた企業は、機械工業の世界で有名なメー
カーであったり、非常に特徴のある技術を有するメーカー
であったりしますが、今回は、
その他の分野の企業も多く、
この機会に様々なブースを訪ねてみて下さい。
皆さんは、幸いにして、応用範囲の広い普遍的な学
問に取り組まれています。自分がどのような技術を身に
つけて、それがどのように役立つかを自問することで、こ
の先進む分野や働きたい企業が見つかるはずです。今日
は、長丁場となりますが、しっかり勉強して下さい。
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学生へのインタビューより
滋賀県立大学大学院

工学研究科 1 年

近畿大学

I・T さん

「技術発表会は、大学や院でも評判が良いので出席しまし
た。反省点としては、参加を一年早めておくべきでした。企
業研究が十分ではなかったので、初めて聞く企業名が多く、
さらに業態も把握できていないため、ブースでは説明を受け
る程度で、質問すら出来ませんでした。今後は心機一転、
説明会やインターンシップにどんどん行きます。今日は 12 セッ
ションをフル活用して、情報収集に努めます」

京都大学大学院

工学研究科 1 年

大阪電気通信大学

M・R さん

「ミニプレゼンは 1 分 30 秒と短いですが、企業の方々の
端的な説明で、事業内容を一度で理解することができました。
おかげで企業ブースへの訪問先も絞れ、より深いお話を企業
の方から直接伺うことができました。これからは、自己分析
を重ね、進みたい業界を絞っていきたいです」

龍谷大学

理工学部

工学部 4 年

工学部 4 年 B・Y さん

「ゼミの先輩に卒業後の方向性について相談した時、
『進
路の役に立つから』
と、
この発表会の存在を教えてくれました。
出展企業の中には、元々、興味のあった鋳造加工分野の企
業があったので伺いました。エンジニアの方から、直接、説
明を聞くことで、様々な収穫があり、改めて加工の楽しさも
認識できて、方向が一気に定まったように思います。大学卒
業後は院に進みますが、次回も技術発表会に参加します」

R・I さん

神戸市立工業高等専門学校
機械工学科 4 年 I・U さん

「回転機械の設計に興味があったので足を運びました。
ブー
スでは、エンジニアの方から、現在関わっているプロジェク
トを教えてもらったり、企業の技術が詰まった部品や機械を
見せてもらったり、もう夢中になってセッションを受けました。
欲を言えば、一人前になるまでの段階を知るため、入社して
3 年後、5 年後、10 年後のキャリア像も教えてもらいたかっ
たです」

大阪産業大学

工学部 3 年 H・T さん

「今日、初めて BtoB の企業がたくさんあることを知りまし
た。1 年生や 2 年生の時に技術発表会に参加し、早くから
企業研究しておけば良かったと悔やまれるほど、充実した内
容でした。今日、機械系エンジニアの活躍の幅広さが分かっ
たので、今後は、取り組んでいる研究が、どの分野に役立つ
のかをしっかり検討し、今から巻き返すつもりで、就活に励
みます」

「自分の想像をはるかに超える数の企業が、機械系エンジ
ニアを求めていることが分かって、驚きました。さらにプレゼ
ンでは、各企業の技術力や主力製品が紹介されていて、勉
強になりました。ある程度、応募する会社を決めてはいたも
のの、今日、新たに知った企業にも興味が湧き、ブース説
明を受けました。女性エンジニアの採用が積極的に行われて
いることも掴め、チャンスが広がったように感じます」

N・S さん

神戸市立工業高等専門学校
機械工学科 4 年 H・M さん

「参加を勧めてくれた友人は、この技術発表会で進路を絞
り、就職を決めました。彼の言う通り、僕も応募したい企業
が数社、見つかりました。実をいうと、機械整備を任されて
いるバイト先のボーリング場が大きく影響しています。近く自
動精算機が投入されるので、この分野に関心を持っていたと
ころ、関連企業さんが出展されていたので、真っ先にブース
説明を受けました。面白い仕事だと思えたので、応募したい
です。今後の受験に備えます」

「これまでに企業研究を続けてきましたが、機械系の学生
のためだけに 100 社以上の企業が一堂に集まって、事業内
容を紹介する催しはこの会だけでした。エンジニアが様々な
フィールドで奮闘していることが大きな発見でした。仕事へ
のやりがいは当然ですが、女性エンジニアとしては、将来、
仕事と育児を両立できる福利厚生も気になりました。ブース
では、その点も丁寧に説明をしてもらえ、とても満足してい
ます。長く勤められる会社選びをしたいです」
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学生のための 企業技術発表会
個別ディスカッション

協賛企業の方への
インタビューより

第 1 部、2 部のミニプレゼンの後は、各企業のブースが
会場に設営され、学生たちは計 12 セッションの説明を受け
ました。各企業は他社との差別化を図るため、社名入りのタ
ペストリーやポスターを貼ったり、椅子カバーをかけたりと、
ビジュアル重視のブース装飾を心掛けていました。さらに資
料を配って、呼び込みをして席に促すなど、企業側の積極的
な姿勢が多数見られました。

グローリー㈱
総務本部 人事部 人材開発グループ 藤原由依さま
「弊社は通貨処理機の国内シェアナンバー 1 の企業です
が、実は学生さんには馴染みのない会社です。今日は、社
名を広める絶好の機会を頂き、嬉しいです。プレゼンで、通
貨処理機や券売機などを紹介したところ、
『あれ、知ってる』
という声が方々から聞こえ、手応えを感じました。ブースで
はつり銭機を置き、学生さんに中を見てもらったところ、大
変喜んでもらえました。一方で、キャッシュレス化もご存じな
ので、弊社の技術力を活用した顔認証や電子決済システム
の開発の話もしています。さらなる伸びしろがある会社だと
認識してもらいたいですね」

神鋼テクノ㈱

企画管理本部

総務室

野村光さま

「神戸製鋼の製品である各種機械設備、各種プラント設
備等の産業機械の機械設計、制御設計を行う会社です。い
わば設計のプロ集団です。職場は、能力や経験重視なので、
学歴に左右されない環境が魅力だと思います。ブースでは、
3 年後、5 年後、10 年後のキャリアビジョンをご紹介し、
入社後の姿をイメージしてもらいました。弊社は、教育体制
も万全で、新人に 2 人のキャリアコーチが付きっ切りで指導
します。入社 3 年以降は、エンジニアの技術向上と成長の
ための様々な教育プログラムが用意され、勤務時間内に受
けられるよう支援していることも大きな特徴なので、就職に
関する不安はないことを PR したいです」

懇親会

㈱タカトリ

懇親会はアカデミックシアター実学ホールで行われました。
昨年大好評だった、近畿大学水産研究所で養殖された「近
大マグロ」41 キロの解体ショーが、
「鮪名人」
（和歌山県）
の豪快な実演によって行われ、寿司がふるまわれました。会
場は、学生たちが企業の担当者を見つけて話しかけられるよ
う、企業番号でテーブ
ルが 指 定されました。
学生たちは興味を持っ
た企業の担当者を再度
訪ねて、より交流を深
めていました。

管理本部

人事総務部

係長

押川圭さま

「弊社はスマートフォン等に使用される液晶パネルや半導
体、
ＬＥＤ等の電子部品の製造装置を製造しており、様々な
分野で世界トップクラスの実績を誇っています。奈良県を拠
点としていますが、社員のほとんどが県の出身者です。地元
志向のある学生さんにとっては、適した会社だと思います。
転勤もなく、落ち着いた環境の中で、技術を磨くことができ、
一人前のエンジニアになれば、取引先企業との仕様打合せ
から構想設計、詳細設計まで一貫して任せられます。それ
が技術者としてのやりがいにつながっていますので、知名度
のない会社でも魅力のあるところを伝えていきたいです」

中西金属工業㈱
人事総務部 人事グループ 小野智也さま
「弊社は、ベアリングリテーナーにおいて、世界トップシェ
アを誇り、世界の回転の３分の１を支えています。他にも自
動車工場向けコンベアや住宅関連部品で業界トップクラスの
事業を複数行っております。この技術発表会には長く参加さ
せて頂いていることもあって、年々、学生さんの間で認知度
が高まり、応募者数も増加しています。そのまま入社につな
がるケースも多いです。私が学生さんと会話していて思うのは、
コミュニケーション能力の高さですね。短時間でもいろいろ
聞いて帰ろうという姿勢がひしひし伝わってきます。今年も積
極的な学生さんと出会えることを楽しみにしています」
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パナソニック エコシステムズ㈱
人事センター 採用・人材開発課
課長 眞鍋勝彦さま

三菱重工業㈱

パワードメイン 原子力事業部
新型炉・原燃サイクル技術部 次長 原輝夫さま

「今日はロケットと発電プラントの模型を持参しました。弊
社では、陸、海、空、宇宙において、時代に左右されない
大きなモノづくりに挑戦でき、さらにその製品や技術がどの
ように社会のお役に立っているかをメインにお伝えする予定
です。加えて、教育にも力を入れており、立派なエンジニア
に成長するまでの環境が整っていることも、お話できればと
思います。技術発表会に参加する学生さんは、理解力が高く、
質問も積極的な印象があります。今回も多くの学生さんが弊
社に興味を持ってくれることを期待しています」

「換気扇、天井扇、空気清浄機などを主力に、北米、中国、
東南アジア、中近東への販売網を広げたグローバルな事業
展開をしています。今後も成長が期待できる市場分野でもあ
り、上質な暮らしを世界中へお届けします。本社が愛知県な
ので、関西の大学へ進学した東海エリア出身の学生さんに
特に PR したいと思っています。地元愛をもちながら、海外
でも活躍ができる会社ですので、チャレンジ精神旺盛な学生
さんにはぴったりです。今日は入社 2 年目の若手社員が仕
事紹介します。いろいろと質問をぶつけてもらいたいと思って
います」

㈱プランテック

管理本部

次長

㈱ヤスナ設計工房
総務統括部 総務室 室長 眞鍋秀啓さま

渡辺大造さま

「機械設計の専門会社で、社員の 90％以上が設計技術
者です。プラント、製鉄機械、発電設備、産業ロボットや
医療など、各分野の企業からの依頼で設計を行うため、社
名が表に出ることはまずありません。この様な中、機械系の
学生さんに会社の存在をお知らせできる発表会への参加は
大変、意味があります。弊社では様々な分野の設計にトライ
することができます。チャレンジ精神が旺盛であるほど、一
人前になる頃には、いずれかの分野を極めたユニークな設計
者になっていることでしょう。この仕事が、人々の生活や産
業の基盤に役立っていることを知って頂きたいですね」

「機械系の学生さんが一堂に会するので、知名度アップを
狙っての参加です。弊社は廃棄物焼却炉の設計、施工、メ
ンテナンスまで一貫して手掛けており、国内外に 153 件の
プラントを建設してきました。150 を超える特許も取得し、
2017 年には、日本機械学会から竪型火格子式ストーカ炉
の開発で、
『優秀製品賞』を頂いています。焼却プラントは、
あらゆる専門技術の結晶で、中核の燃焼装置は機械工学の
塊みたいなものです。技術面はもちろん、風通しが良い職場
で、仕事に打ち込める点もメリットとしてお伝えしたいです」

三菱ケミカル㈱

ヤマウチ㈱

人材・組織開発部 採用グループ
マネジャー 堀内哲雄さま

メディア関連事業部 生産技術開発 G
マネージャー 眞下恒男さま

「工業用ゴムとプラスチック製品の専門メーカーで、自動
車、家電、医療印刷など様々な分野に工業部品を供給して
います。技術発表会で説明を受けてくれた学生さんたちは、
次の段階であるインターンシップでより深く弊社の事業内容
を知ってもらうことで応募につながっております。ひとつだけ、
全ての学生さんに対して思うのは、企業研究は 3 年生から
ではなく、1 年生の時点でスタートさせて欲しいのです。毎年、
ここに集まる企業の情報を積み重ねていけば、3 年生の時に
は進路が決まっているはずです。せっかくのチャンスを生かし
て欲しいですね」

「社名の通り化学のイメージが強く、弊社には機電系の皆
さんの活躍の場が多くないと思われがちです。機電系エンジ
ニアの存在が安全、安定なプラントの操業には欠かせません。
ここ数年は、機電系、特に機械系の皆さんの応募が少ない
傾向が続いていますので、今日は総合化学メーカーの弊社
で機械系エンジニアたちが活躍している現場の様子や仕事内
容を詳しくお伝えし、関心を持っていただこうと思います」

●出展参加企業（五十音順）108社

あ行 ㈱アーレスティ、明石機械工業㈱、淺田鉄工㈱、旭化成㈱、㈱アルトナー、㈱イシダ、㈱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、オルガノ㈱ か行 ㈱カシフジ、金井重要工業㈱、㈱カネカ、
京セラドキュメントソリューションズ㈱、京都機械工具㈱、極東開発工業㈱、近畿工業㈱、㈱栗本鐵工所、グローリー㈱、グンゼ㈱、虹技㈱、
㈱鴻池組、㈱ゴーシュー、㈱コスメック さ行 ㈱ササクラ、山九㈱、山陽特殊製鋼㈱、三和ハイドロテック㈱、㈱ JRC、㈱ジェイテクト、
㈱神鋼環境ソリューション、神鋼鋼線工業㈱、神鋼テクノ㈱、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㈱、
住友重機械工業㈱、住友電気工業㈱、住友電装㈱、セイコー化工機㈱ た行 ダイキン工業㈱、㈱ダイセル、大日本印刷㈱、太平電業㈱、㈱タカトリ、
タカラスタンダード㈱、㈱タクミナ、㈱タダノ、㈱椿本チエイン、㈱鶴見製作所、DMG 森精機㈱、㈱東研サーモテック、東洋ゴム工業㈱、
東洋ハイテック㈱、東レ・カーボンマジック㈱、TOWA ㈱、トクデン㈱、凸版印刷㈱、㈱酉島製作所 な行 ㈱中北製作所、中西金属工業㈱、
夏原工業㈱、西日本旅客鉄道㈱、日亜化学工業㈱、日工㈱、日新製鋼㈱、日新電機㈱、日世㈱、日本電気硝子㈱、日本ピラー工業㈱、
日本金銭機械㈱、日本スピンドル製造㈱ は行 パーソル AVC テクノロジー㈱、パーソル R&D ㈱、㈱ハイレックスコーポレーション、パナソニック㈱、
パナソニック エコシステムズ㈱、バンドー化学㈱、日立化成㈱、㈱ヒラカワ、㈱ VSN、㈱福井製作所、不二精機㈱、富士フイルム㈱、㈱プランテック、
ホソカワミクロン㈱、㈱堀場製作所 ま行 ㈱前川製作所、㈱松井製作所、マルホ発條工業㈱、三浦工業㈱、三菱ガス化学㈱、三菱ケミカル㈱、
三菱重工業㈱、三ツ星ベルト㈱、㈱村田製作所、モリ工業㈱ や行 ㈱ヤスナ設計工房、八十島プロシード㈱、ヤマウチ㈱、山崎製パン㈱、
㈱ユーシン精機、由利ロール㈱ ら行 ローム㈱
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メカボケーション

学生研究発表会

2019年3月11日（月）in 立命館大学《びわこ・くさつキャンパス》
２０１９年３月１１日 ( 月 )、立命館大学びわこ・くさつキャ
ンパスにて、メカボケーション学生研究発表会セッションを
開催いたしました。当日は大学院、高専の修士１年相当以下
の学生５３名がポスターセッションに参加しました。
この発表会は、日本機械学会関西支部が、日々研究に奮
励する機械系の学生たちに発表の場を提供し、産学連携で
将来の研究・技術者を育てるイベントのひとつです。学生た
ちは好機を活かし、現在取り組んでいる研究を一枚のポス
ターにまとめ、聴講者との距離の近さを強みに活発な議論を
繰り広げていました。
発表会終了後は、ユニオンスクエア
でビュッフェ式の懇親会が行われまし
た。席上、ベストポスター賞の表彰式
が行われ、澤田祐子企画幹事長 ( 三菱
電機㈱ ) から、受賞者と授賞理由の発
表がありました。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立命館大学の皆
さまに厚く御礼申し上げます。

●開会の挨拶
●
開会の挨拶
関西支部第９４期支部長
大阪大学 教授

田中 正夫

「このポスターセッションは、学校で
の研究を産業界での視点で評価しても
らうことを意識しています。今日は、産
業界からたくさんの先輩方が来場され
ています。学生さんは、互いの研究を評価し合い、また、発表
者として内容の面白さ、大切さを十分にＰＲして下さい。様々
な研究の成果を聞くことで、何かしらの発見やヒントにつなが
るかもしれません。これらを手に入れて持ち帰って下さい」

企業の方へのインタビュー（社名五十音順）
㈱神戸製鋼所

「会場を何度も行き来しては、面白そうなポスターに目を付け
ておき、前の聴講者が離れたところを見計らって、説明を受け
ています。その際、発表者の説明を遮らず、研究全体の流れを
聞き、質問はピンポイントに絞っています。理由は、学生たち
が楽しく発表しているかどうか、その姿勢を見たいからです。没
頭してきた研究には説明に熱が入ります。その反対に、いろん
な研究を引っ張ってきて付け足した研究は、深さがない分、解
説にも身が入りません。今のところ、
１０数人から聴講しましたが、
時間いっぱいまでセッションを受け、最後に評価シールを貼る
予定です」

日新電機㈱

㈱ゴーシュー

山極伊知郎さま

人事部採用グループ 主任

八十島プロシード㈱

澤田久美さま

「私は材料工学の出身なので、機械工学の研究を少しでも理
解するため、分かりやすい説明を学生さんに求めました。専門
用語を使わず、かみ砕いて説明してくれる学生さんたちが好印
象で、それぞれに一票を投じました。研究の本質が分かってい
るからこそ、簡単に説明できると判断していますし、何より、
人に対する気遣いが大事です。会社で求められる大事な部分
です。また、大学の研究室では現在、シミュレーション解析が
かなり進んでいることも分かり、もし弊社に入社してくれたら、
このような検証スタイルで研究に取り組んでもらえるんだなと、
イメージも掴めました。初めて参加しましたが、有益な会でした」

総務部長

吉田忠さま

「普段から各大学の研究室を訪問していますが、先生方との
交流が中心になるため、教え子である学生さんたちがどのような
研究に取り組んでいるのか、分からないのが実状です。各研究
室の理解を深めるためにも、多くの大学で、学生さんの研究発
表があると知れば、進んで足を運んでいます。特にメカボケー
ションのポスター発表は、近畿圏の学生さんが一堂に集まるの
で、とても有意義です。今回のポスター審査では、説明の分かり
やすさを重視しました。かみ砕いて説明ができることは、本質が
分かっていることにつながっていますからね。今後も大学の先生
方、学生さんとの接点の場所として、引き続き、この発表会に参
加したいと思います」

常務取締役

清水資生さま

「主に、弊社の事業内容に関連する分野で研究されている学
生さんを選び、聴講しました。審査する基準として、研究の目標
がクリアか、論旨を明確にして実験をしているか、かつ分かりや
すく説明できているかなど、多面的に見て判定しました。もちろ
ん、発表の場数で慣れ、不慣れはあるとは思いますが、たとえ経
験値が少なくとも、学生さんがどれだけ研究に打ち込んでいる
かどうかは伝わってきます。今回、夢や希望を持った学生さんに
多く接しました。次回は、うちの若い社員も連れてきたいですね。
彼らが学生だった時分、懸命に研究に取り組んでいた熱意を思
い出すことができますから。この発表会を、産学にとって有意義
なものにしたいと思います」
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ベストポスター賞に
選ばれた学生の声

学生へのインタビュー
Ｇ・Ｓさん
「研究室の先生から、昨年この発表会の存在を教えてもらい
ました。
Ｍ１の研究の総括に適した機会だと思い、この会を目標
に、一年近く研究を進めてきました。学内の口頭発表だと、僕の
研究内容を熟知した先生からの質問ですが、今回は様々な立場
の聴講者の方から、質問やアドバイスが相次ぎました。例えば、
『この研究が何の役に立つのか』という基本に立ち返るような質
問から、
『もっと医学的な知見を取り入れたらどうか』といった助
言など、改めて全体を見直す重要性を感じ、多くの学びを得る
ことができました」

Ｍ・Ｋさん
「手のひらサイズのポンプの研究開発は、付属装置の小型化
にもつながり、工業、医療、食品といった分野で扱われやすくな
ります。大がかりでないため、急な設置にも対応できます。聴講
者の方に理解を深めてもらおうと、原寸大のポンプの模型で、
実際の動きも見てもらいました。シールが一枚、一枚と増えるた
びに、発奮すると同時に身が引き締まりました。今回初めてポス
ターセッションに挑戦しましたが、口頭発表と違い時間制限も
なく、何度も発表が行え、自由度が高いと思いました。研究分野
が違う方も多く、説明力を磨く良いチャンスにもなりました」

Ｏ・Ｆさん
「学内で、ポスターセッションの機会があるたびに参加してき
たので、説明はもちろん、文字量やレイアウトなどを考慮したポ
スター制作には慣れているつもりでしたが、見通しはやや外れま
した。過去に受けた質問から想定したＱ＆Ａとは違う質問ばかり
で、たった今、発表しながら勉強している最中です。一方で、流
体に詳しい企業の方から、研究のやり方に対する貴重なアドバ
イスを頂きました。大学に帰って、早速検討したいと思いました」

山野遼平さん
（奈良工業高等専門学校）
に対しては、研究の背
景から目的、検証方法、
リファレンスまでまとめた、極めて明確な
ポスター構成、津川凌太郎さん(関西大学)は、難病の肺高血圧
症の診断に痛みを伴わずに診断する研究背景・目的・手段・実験
方法や課題などをまとめたポスター構成と解説スキルの高さ、重
里成悟さん(関西大学)は、新しい熱交換システム開発のチャレン
ジ性、確実な検証の集積などが、
ベストポスター賞に値すると評
価されました。

奈良工業高等専門学校 山野遼平さん
「双腕ロボットによる持ち替え動作に関する研
究をしています。
アームの持ち替え動作にどれだけ
の負担がかかっているのか、
また、
どれだけ減らせ
るのかという点に着目しました。
ロボットアームは、
産業界ですでに活用されているものの、家庭やオ
フィスでは浸透していません。理由のひとつにロボットアームが人
間らしく動かないからではないかと考えています。
そこで、人の動
作を参考に、合理的、
かつ効果的な動きができる研究をしようと
思いました。将来はロボットアームがスマホのように何気なく存
在するモノになればと願っています。今回のセッションでは、起承
転結が明瞭な発表を心掛けました。多くの聴講者の方に共感し
て頂き、
うれしかったです。卒業後は大学院に進み、将来は起業
を目指します」

関西大学

津川凌太郎さん

「大阪医科大学と共同で、難病である肺高血圧
症の診断手法の研究をしています。現在の診断手
法では、心臓カテーテルによる侵襲的手法により
測定し、肺動脈閉塞度の算出を行っていますが、患
者にとっては、精神的にも金銭的にも負担が大き
いため、
負担が少ない非侵襲的診断が求められています。
そこで
本研究では、一般的に使用されている超音波画像診断装置を用
いて、非侵襲的診断手法の確立を目的としています。
この度のポ
スターセッションでは、聴講者の方々から
『生体を扱うので、苦労
も多いだろうけれど、成果を期待している人のためにも、ぜひ実
用化を』
と激励を頂きました。将来は、社会の基盤を支え、人々の
暮らしを豊かにするインフラ企業で仕事をすることが目標です」

関西大学

重里成悟さん

「水素燃焼チューブレス蒸気発生器の研究開発
について発表しました。授賞式では審査員の先生
から
『誰も着手していないような新しい熱交換シス
テム開発は、
チャレンジ性がある』
と評価して頂き、
大変、励みになりました。
まだ定量的な評価を行え
ていないので、今後一年間かけて研究していく予定です。
この度
のポスター制作では、
できる限り、図や式を掲載し、見れば理解
できる作りを心掛けたところ、多くの方が関心を寄せて下さった
ので、研究の意義を深く伝えることができました。
その際、頂いた
数々の質問や助言は、今後、内容を深めていくきっかけにもなり
そうです。
この研究はエネルギー分野につながっているので、卒
業後は、
社会の役に立つモノづくりをしたいです」
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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

真珠質生体材料におけるき裂の発生と進展メカニズムの解明

叶 笑言

大阪大学

P002

未破裂脳動脈瘤治療用多孔薄膜カバードステントの開発
−動脈瘤の開口位置が塞栓性能におよぼす影響−

廣野 充

関西大学

P003

力学的拘束条件を考慮した生体組織の画像情報に基づく 4D 変位場推定手法の検討

後藤 修平

大阪大学

P004

ハイドロゲルの引張応答に及ぼす架橋濃度および膨潤時間の影響の評価

仙石 達也

大阪市立大学

P005

金属／クリープ体接合端部からの時間依存型剥離き裂発生強度則の検討

和田 健太

関西大学

P006

ステンレス鋼板と PA 板との溶接接合強度および溶接後の樹脂組織に及ぼす溶接条件の評価

小林 広明

大阪市立大学

P007

マイクロ要素界面端からの剥離き裂発生強度評価における試験方法の検討

岸本 要

関西大学

P008

多結晶純銅の微視的不均一変形に及ぼす巨視ひずみ勾配の影響の評価

前山 貴俊

大阪市立大学

P009

薄肉多角形管からなるクラッシュボックスの衝撃圧潰に関する研究

中植 樹

兵庫県立大学

P010

リアルタイム疲労き裂観察システムの構築と
アルミダイカスト合金 (ADC12) の疲労き裂進展挙動の観察

石黒 泰生

立命館大学

P011

純鉄多結晶における疲労破面近傍のき裂モードと格子回転との関係

尾崎 稔樹

大阪市立大学

P012

ファイバーエアロゾルデポジション（FAD）法による炭素繊維形成体の作製と
炭素繊維強化アルミニウム基複合材料への応用

津田 康佑

龍谷大学

P013

ZK60A マグネシウム合金の疲労特性に及ぼす ECAP 加工と熱処理の影響

梅田 健司

大阪市立大学

P014

摩擦攪拌プロセスによるアルミニウム合金円柱の表面改質

淺井 友也

龍谷大学

P015

CFRP 板と A6061 板の打抜きリベット継手の継手強度の検討

宮本 匡基

兵庫県立大学

P016

コルゲート容器の成形性と強度評価

西久保 祐貴

兵庫県立大学

P017

水ガラスバインダを用いた炭素繊維成形体の作製と
加圧含浸法によるアルミニウム合金との複合化

豊田 隆太

近畿大学

P018

振動を用いた半凝固スラリーの作製

今村 慎二郎

大阪工業大学

P019

高 Cr 鋼の多軸クリープ疲労強度特性評価

笠牟田 悠貴

立命館大学

P020

デカルト格子仮想流束法を用いた翼近傍流れの高解像度解析に向けた研究

藤井 啓史郎

京都工芸繊維大学

P021

翼まわりの空力音シミュレーションに対する三次元性および風洞ノズルの影響

遠藤 慎哉

立命館大学

P022

魚の形態および運動が推進性能に及ぼす影響についての数値流体解析

磯部 佳明

京都工芸繊維大学

P023

排水管に設置された小型発電機のプロペラ形状と迎角の最適化

ナビラ プラスティヤ
プトゥリ

立命館大学

P024

サボニウス型風車に付加した補助ブレードが出力係数に及ぼす影響の数値解析

松井 隆典

京都工芸繊維大学

P025

マイクロガスタービン用のマイクロ圧縮機の CFD 解析

カムラン シッヂク

立命館大学

P026

フィルタ繊維と微粒子の相互作用を考慮した深層ろ過現象の流体−固体連成解析

藤ノ井 大地

京都工芸繊維大学

P027

3 軸型流体式ジャイロスコープの数値解析

小澤 風馬

立命館大学

P028

昆虫の翅形状および羽ばたき運動が飛行性能に及ぼす影響の数値流体解析

山内 紘平

京都工芸繊維大学

P029

隙間を有する一軸スクリューポンプに関する研究（ロータの偏心率がポンプ性能に及ぼす影響）

阿部 雄太

摂南大学

P030

水槽を用いたマイクロバブルの挙動制御

横井 柊哉

立命館大学

P031

狭い隙間を有する小型二重回転スクリューポンプの開発

森山 甲太郎

摂南大学

P032

遺伝的アルゴリズムを用いる勾玉形垂直軸風車ブレードの形状検討

二宮 広樹

立命館大学

−クリープ損傷に及ぼす非比例多軸負荷の影響−
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No.

タイトル

発表者

所属（学校名）

P033

紫外線励起蛍光体を用いた流れの可視化に関する研究

長濱 正太

摂南大学

P034

回転像静止法を用いた円形容器内における非定常流れの PTV 計測

武田 朋也

京都工芸繊維大学

P035

von Kàrmàn 乱流中のエネルギーの大変動とカスケード過程

荒木 亮

大阪大学

P036

流れ構造分析のための流速分布と流体力の同時計測

田中 真央

京都工芸繊維大学

P037

チューブレス蒸気発生器の開発に向けた数値解析的検討

福島 匡人

関西大学

P038

垂直円柱における水の強制対流熱伝達に関する研究

古川 義基

神戸大学

P039

高速応答 PSP を用いたフィルム冷却効率の非定常計測

田中 雄大

関西大学

P040

指数関数状流量減少過程におけるヘリウムガスの対流熱伝達

川口 哲

神戸大学

P041

水素燃焼チューブレス蒸気発生器の研究開発

重里 成悟

関西大学

P042

道路走行を想定した活魚車水槽のスロッシング低減のための制振手法の検討

田中 大揮

大阪府立大学

P043

バイオリン弦のスティックスリップ振動の研究

関野 恒亮

関西大学

P044

走行路を考慮した連結高速走行体モデルの低次元化に関する検討

今井 崚太

大阪府立大学

P045

車椅子タイヤの転がり抵抗に関する研究

上田 凌奨

関西大学

P046

前 2 輪後 1 輪車両の三次元運動モデルの構築に関する一考察

蒲ヶ原 光太郎

大阪府立大学

P047

肺高血圧症の非侵襲診断手法の研究

津川 凌太郎

関西大学

P048

流れの可視化によるターボ型遠心送風機の全閉時における騒音減の探索

藤尾 翔太

大阪産業大学

P049

ホログラムの空間周波数解析による液滴衝突の検知

中谷 康寛

京都工芸繊維大学

上田 久

大阪産業大学

P050

−燃焼ガス中の水噴霧蒸発特性−

薄肉円筒工作物の切削加工時に生じる工作物変形型びびり振動
（一巡伝達関数によるびびり振動の発生予測）

P051

アウトドア向け電動アシスト車椅子の製作とモデリング

澤田 豊康

大阪産業大学

P052

非接触荷重発生装置による工作機械主軸回転時の振動の調査

岸野 遼馬

京都大学

P053

双腕ロボットによる持ち替え動作に関する研究

山野 遼平

奈良工業高等専門学校

P054

柔軟なポリマー製マイクロデバイスに一体化した金属薄膜配線の曲げ変形の
機械的・電気的特性への影響

平田 暁也

立命館大学

■は優秀ポスター賞の表彰を受けた発表テーマ
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関 西 支 部 賞
受 賞 技 術 の 紹 介

2018

年度

関 西 支 部 賞
2018

研究賞

関

空調冷熱デバイスにおける
環境負荷軽減技術

西

1. まえがき

三菱電機 株式会社
■代表連絡先

池田 叔美

支
部
賞

2018

冷媒圧力および温度に対する溶解粘度
は溶解粘度線図で表わされる．この線図を
Walther - ASTM の実験式で近似し，油膜
圧力および温度に従属する動粘度を算出し
た．油膜の溶解粘度は油膜圧力および油膜
温度に対して従属的に変化するため，油膜
圧力および油膜温度と同様に分布を持つ．

地球温暖化が深刻化し続けている現在，
R410A に代表される HFC 系フロン冷媒は
地球温暖化係数（以下 GWP）が高く，空
調冷熱分野においては冷媒使用量の削減に
よる環境負荷軽減を進めている．そのため，
低 GWP 冷媒向けデバイスの開発や冷媒使
用量の削減が技術課題である．中でもキー
３．試験
デバイスである圧縮機の高性能化は，環境
負荷軽減への寄与度が大きく重要な課題で
図 2 に試験部の断面図を示す．試験軸の
ある．
両端を転がり軸受で支持し，冷凍機油を給
著者らはスクロール圧縮機の性能に影響
油口から供給する．軸受を下部から押し上
を与えるジャーナル軸受に着目した．冷媒
げることで軸に静荷重を負荷する．軸受に
が冷凍機油に溶けたときの溶解粘度に依存
変位センサを設け，軸受に対する軸の変位
する軸受特性（最小油膜厚さ，油膜圧力， （油膜厚さ）を測定する．また軸受の周方向
油膜温度，摩擦係数等）の予測精度向上の
に圧力センサを設け，油膜圧力を測定する．
ため，摩擦熱および冷媒の溶解による冷凍
この試験部を圧力容器内に設置し，容器内
機油の溶解粘度の変化を捉えた熱流体潤滑
に R410A 冷媒を封入し冷媒環境下で軸受
解析を開発した．また，冷媒環境下で測定
特性を計測した．表 1，2 に軸受仕様およ
した軸受特性（油膜圧力，油膜厚さ）の実
び試験条件を示す．
験値と解析値で比較を行った．
４．解析および試験結果の比較
２．解析
図3
（a）に軸受周方向の油膜の圧力分布
図 1 に解析のモデルを示す．軸受すきま
において，差分化した無次元圧力方程式お
よびエネルギー方程式を解き，油膜圧力お
よび油膜温度を求める．なお，軸および軸
受表面は断熱条件を与え，油膜から軸およ
び軸受への放熱は無視した．

一例（条件
（5）
）を示す．横軸は軸受周方
向の位置を示す．油膜圧力は試験結果と良
く一致しており，解析により油膜圧力分布
を定量的に再現可能であると考えられる．
図3
（b）に回転数に対する 180°
におけ
る油膜厚さを示す．破線は粘度一定
（13cP）

Fig.1 Cross sectional view of analysis model

Table 1 Speciﬁcations of the test bearing

Fig.2

Test specimen

Fig.3

Result

Table 2 Test conditions
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の場合における解析結果である．図に示す
ように，試験結果および解析結果は回転数
に対して極大値を持ち，粘度変化を考慮し
た解析結果と傾向が一致する．これは回転
数の増加に伴う粘度低下と荷重の増加が影
響する．一般的に荷重および粘度が一定の
場合は，回転数の増加に伴い負荷方向近傍
の油膜厚さは増加する．しかし，ある回転
数以上では，軸受せん断損失の増加に伴う
油膜の温度上昇により油膜粘度は低下し，
油膜厚さが減少したと考えられる．以上よ
り，回転数が速く荷重が大きな条件では，
油膜の粘度変化を考慮して油膜厚さの予測
を行う必要がある．
５．あとがき
温度および溶解度の変化による油膜の粘
度変化を考慮した軸受特性の熱流体潤滑解
析技術を開発した．油膜の粘度変化を考慮
した解析により軸受特性を精度よく予測可
能であることを明らかにした．今後も圧縮
機の損失の低減，冷媒使用量の削減につな
がる研究に従事し，環境負荷軽減に貢献し
ていく．

関 西 支 部 賞
2018

技術賞

自動運転アシストコンバインの開発

株式会社 クボタ

1. まえがき

仲島 鉄弥

Fig.2 ターミナルモニタ

Fig.4 操舵指示の自動調整

2018

Fig.3 操舵制御

賞

Fig.1 開発機外観と RTK-GNSS 搭載位置

部

３．開発技術
①走行制御技術
① -1．無限軌道（クローラ）車両を真っ
直ぐに走らせるため，2 種類の「位置偏

離が少なくなる効率的な走行ラインを逐
次自動判断するアルゴリズムとした（図
5）
．
③ -2. もみ重量を測定する収量センサを
用い，単位面積当たりの収穫重量を算出
する．次に刈取り可能距離（タンク満杯
となる位置）を予測し，次周回の刈取り
を終えるまでにタンク満杯になると判断
した場合は，運搬用トラックが停車して
いる排出場所まで自動的に移動する．

支

自動運転アシストには，高精度な位置・
方位情報が必要になるため，クボタ製の
RTK-GNSS ユニットを採用した．移動局を
コンバインのルーフ上に設置し（図 1）
，基
地局からの補正データを利用することで±
2 〜 3cm の測位精度を得ている．ユニット
に IMU（慣性計測装置）を内蔵し，IMU を
活用することで，高精度かつ高レートな位
置・方位情報を得られる構成とした．
その他，マップ作成や作業ルートの確認・
自動運転の各種設定を行うターミナルモニ
タ（図 2）
，走行制御演算や作業指令演算
を行う自動運転 ECU 等で構成されている．

西

2. 機器構成

関

日本農業は，就農者数の減少や高齢化
といった課題が顕在化している．国は，農
業を成長産業にするため，ロボット技術や
ICT を活用したスマート農業の本格的な普
及活動を進めており，この動きに合わせて，
RTK-GNSS を利用し自動走行しながら稲／
麦の収穫を行う自動運転アシストコンバイ
ンを開発した．作業者は，作業監視と安全
監視のために搭乗する必要はあるが，運転
操作は不要なため，収穫作業の大幅な軽労
化を図ることができる．

■代表連絡先

差制御」
「方位偏差制御」を用い，位置
偏差が小さい場合は方位制御を優先させ
る等，制御バランスを変化させることで
直進性を確保した（図 3）
．
①-2．もみ貯留タンクの重量により左右
のウェイトバランスに偏りが生じると旋
回力に差が出る．コントローラゲインを
もみ重量や車速等の車両状態に応じて可
変させることで，安定した直進と旋回を
実現した．
①-3．土質や硬さ，クローラの沈み込み
量といった条件によって旋回半径が大き
く変わるため，旋回ごとに操舵指示量の
過不足を検出し，次回旋回時にフィード
バックする制御ロジックを追加すること
で，旋回安定性を向上させた（図 4）
．
②マップ生成技術
障害物が多い畦際の収穫は，手動運転
で行う必要がある．手動運転で外周を収穫
するときの走行軌跡（RTK − GNSS の位
置と方位）と，収穫中か否かを判定する作
業情報から得た正確な走行軌跡を基に，圃
場の重心点を求める．次に最小二乗法を用
いて走行軌跡の直線近似を行い，圃場の外
形（重心点から離れた軌跡）と内側の自動
運転エリア（重心点に近い軌跡）を判断し，
圃場の形状マップを自動生成する．
③最適ルート算出技術
③-1．自動運転エリアの各辺を基準とし
て，刈取り幅を考慮した格子状の走行可
能ラインを準備し，刈取り幅／旋回径／
車両サイズをパラメータとして，空走距

４．あとがき
業界初の RTK-GNSS を活用した自動運
転アシストコンバインであり，熟練者不足
という担い手農家が抱える課題を解決する
と共に，担い手農家自身の作業省力化に貢
献する．最適ルートの算出により，作業時
間を約 10% 短縮できるため，余剰時間を
経営規模拡大に充てることもできる．既に
実用化している直進キープ機能を内蔵した
田植え機，使用者の監視下において無人自
動運転が可能なロボットトラクタと合わせ
て，担い手農家の機械化一貫体系に寄与す
るものと考える．
自動運転アシストコンバインの市場投入
により，日本農業のスマート農業化を推進
し，食料安全保障を担う日本農業復興の一
助になると確信している．

Fig.5 最適ルート算出

Fig.6 自動運転アシスト作業風景
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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
大会にて「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

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

新たなチャレンジ－」と題した特別フォーラムを開催した。今年度も引き続

を行っている関西地域の日本機械学会会員 6,555 名（2019 年 9 月末現

き、
「Society5.0 がめざす新しい社会」と題した特別フォーラムを開催し、

在で正員 5,419 名、
学生員 1,013 名、
特別員 123 社）
により構成されている。

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。

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

懇話会活動では、現在 8 つの懇話会がそれぞれ独自に研究会やシン

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

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

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

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

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。

情報発信に大きな役割を果たしている。

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

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

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

に話題提供（講演）を主とした活動が行われている。（懇話会活動およ

きている。

び専門部会活動の詳細については関西支部の HP を参照。）

主な活動内容

末現在）に達し、原則 60 歳以上の会員相互の交流と、豊富な経験に

2006 年 4 月に発足したシニア会は、会員数が 221 名（2019 年 2 月
基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

主な活動は、以下のように分けられる。

活発な活動を行い、日本機械学会本部および他支部からも注目を集めて

１）研究発表・技術交流活動

いる。

・定時総会講演会、卒業研究発表講演会
・秋季技術交流フォーラム

「MECHAVOCATION」活動

２）情報提供活動
・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）

して以来 27 年目を迎え、学生に対する進路情報誌としてはもちろん、大

・部門との合同企画講習会（随時）

学等の研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

・先端企業施設の見学会（年間 2 回程度開催）

の媒 体としての役 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、

・特別フォーラム（不定期に開催）

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

３）懇話会活動（現在 8 グループが活動中）
４）専門部会活動（現在 5 部会が活動中）

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との

５）学生会活動（工場見学会、「メカライフの世界」展、

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、技
術情報誌としての性格をより明確にし、各大学・短大・高専の産学協同

卒業研究発表講演会の企画運営、など）
６）シニア会活動（2006 年 4 月設立）

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―ネット版、

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

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

今年度発行する「MECHAVOCATION2020」（冊子）は、関西地

が設けられ、活発な学術情報交換を行っている。一方、秋には懇話会

域の大学・短大・高専の最終学年へ進む機械系学生約 6,000 名、学

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てい

校関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

る。2019 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 件、

国約 160 校の主要大学にも配布する。
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

基調講演 4 件、OS・一般講演・フォーラム・ワークショップ計 188 件、
関西支部賞受賞記念講演 2 件の合計 196 件に達し、2019 年 10 月開

「MECHAVOCATION」が企業と学校関係者の技術情報交流のプラッ

催の第 20 回秋季技術交流フォーラムにおける講演数は特別講演・基調

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て

講演を含めて 30 件を数えた。また、企画から運営まで学生会が自ら実

いる。2018 年 12 月の「学生のための企業技術発表会」には、企業か

施する卒業研究発表講演会では講演数が 400 件に達し、コメンテータと

ら 250 名、学校から教員 19 名､ 学生 375 名の合計 644 名の参加があっ

しての商議員やシニア会会員による的確な質疑応答により次世代を担う

た。今年度は昨年度に引き続き6 月に「協賛企業と学生員との意見交

人材育成を図っている。

換会－インターンシップ編－」を試行し、12 月に「学生のための企業技
術発表会」、2 月に「就職に関する企業と学校の交流会」、3 月に定時

情報提供活動では各種の講習会を開催し、機械工学における様々な
問題解決に必要な技術情報を提供している。ステップアップセミナーで

総会講演会の中で「メカボケーション学生研究発表セッション」を開催す

は、主として戦略的技術経営に関わるテーマを取り上げ、高い評価を受

る予定で準備を進めている。


けている。また、2018 年度は関西大学で開催された日本機械学会年次
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［２］2018 年度—2019 年度の関西支部事業報告
2018 年度〜2019 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 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

第 94 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 188 件、
特別講演 2 件、基調講演 4 件、関西支部賞受賞記念講演 2 件
計 196 件

’
19.3.11〜12

立命館大学

367

第 20 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 13 件

’
19.10.19

大阪市立大学

133

’
20.3.11〜12

同志社大学

第 95 期定時総会講演会
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、モニタリング、3D 造形～

’
18.12.6〜7

大阪科学技術センター

59

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

46

第 361 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

’
19.5.28〜29

大阪科学技術センター

104

第 362 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）

’
19.7.30〜31

大阪科学技術センター

52

第 363 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）

’
19.10.24〜25

大阪科学技術センター

70

’
19.11.21〜22

大阪科学技術センター

第 364 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付き）

第 365 回講習会

機械加工技術の基礎理論と最新動向
～基礎理論、IoT、モニタリング、3D 造形、レーザー加工～

’
19.12.5〜6

大阪科学技術センター

第 366 回講習会

実務者のための振動基礎と制振・制御技術

’
20.1.27〜28

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

ステップアップ・セミナー 2019

自動車関連技術開発の新展開

’
19.11.29

大阪科学技術センター
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行

事

名

内

容

第 646 回見学会

ヤマトグループ

総合物流ターミナル（関西ゲートウェイ）

第 94 期定時総会見学会

鉄道総合技術研究所

第 647 回見学会

コマツ 大阪工場・生産技術開発センタ

風洞技術センター

第 95 期定時総会見学会

開催日

会

場

出席数

’
18.9.27

茨木市

29

’
19.3.13

米原市

20

’
19.9.27

枚方市

50

’
20.3

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

特別フォーラム

Society5.0 がめざす新しい社会

’
19.9.20

大阪科学技術センター

78

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

青少年のための講演会「夢を実感する」

’
19.8.3

中之島会館

157

自動車新時代における日本の電動化戦略とモデルベース開発

’
19.3.11

立命館大学

100

’
19.9.3

大阪科学技術センター

50

関西学生会との意見交換会

’
18.6.9

近畿大学

115

技術情報誌「MECHAVOCATION 2019」発刊

’
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

644

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

212

メカボケーション学生研究発表会

’
19.3.11

立命館大学

関西学生会との意見交換会

’
19.6.8

近畿大学

技術情報誌「MECHAVOCATION 2020」発刊

’
19.11.20（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

’
19.12.7

近畿大学

就職に関する企業と学校の交流会

’
20.2.18

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

’
20.3.11

同志社大学

2019 年度関西支部賞募集

’
19.8 上旬

「機械の日・機械週間」の
記念行事

サロン de 関西支部

メカボケーション活動

その他

「未来エレクトロニクス創成加速 DⅡ協働大学院プログラム」
の取り組み
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［３］関西学生会活動報告
５．学生交流会

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
専門学校､会員数 1,013 人）の有志が集まって自主的に運営されている。

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

その活動内容は、卒業研究講演会の運営だけでなく、2 回の講演会、

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

見学会、そして子供たちを対象とした機械工学の体験型イベントなど

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

多岐にわたり一年間広く活動している。全国に 8 つある支部の中でも最

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

も精力的に活動している学生会といえる。主な活動を以下に述べる。

も公開している。2019 年度の学生交流会は 9 月 10 日に、年次大会開
催校である秋田大学において開催された。関西学生会も委員長を派遣

１．学生会総会

し、運営に協力した。

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
６．
『メカライフの世界』展

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
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

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

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

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

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

『メカライフの世界』展として、関西学生会主催で運営委員の協力によっ

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）

て毎年実施している。関西学生会が最も力を入れている活動の一つで

までの準備期間を十分に確保している。

あり、上半期総会（4 月）の時期から企画会議を重ねて、
『メカライフの

また、10 月に次期運営委員候補者を選出し、下半期の行事に参加

世界』展の実施に向けた準備を行っている。会場は、バンドー神戸青

することで、役員校の引継ぎを含めて、その運営を円滑なものとしてい

少年科学館（神戸市立青少年科学館）にご提供いただいており、さら

る。なお、2019 年度の下半期総会は台風のため中止された。

に共催として多大なご協力を賜っている。

２．幹事校会（運営委員会）

西文化の日」に設定いただき、このイベントを広く周知いただくととも

展示の趣旨、学生による企画・運営であることから、開催日を「関
関西学生会では、年に 7 ～ 8 回程度、約 50 名の運営委員の出席の

に多数の子供たちに参加いただいている。2018 年度の『メカライフの

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

世界』展は 11 月 10、11 日に開催され、1,090 人の入場者があった。エ

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

コランカー、内燃機関のモデルなどの展示、二足歩行ロボット、コント

全般について、熱心に議論し決定している。

ローラによる車輪型ロボット制御、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触れる

３．講演会

機会を提供した。また、風船ホバークラフト、マジックハンド、カエル

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、

ジャンプの無料工作や、圧電素子を利用したライトの有料工作で、子供

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

たちにものづくり体験の機会を提供した。2019 年度の『メカライフの世

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

界』展も引き続きバンドー神戸青少年科学館のご協力のもと、11 月

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

16、17 日（関西文化の日）に開催予定である。

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
演会は一般の学生員にも公開している。

７．学生員卒業研究発表講演会

４．見学会

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がその

卒業研究発表講演会は、関西学生会の最も重要な行事である。毎
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

研究成果を公表する貴重な機会となっており、同時に特別講演や学生

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

懇親会も行われている。卒業研究発表講演会では、優秀な発表に対し

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

て Best Presentation Awards（BPA）を授与している。この BPA は

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

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

深い見学会となっている。2019 年度は、9 月 5 日に（株）
クボタ 堺製造

つとなっている。商議員、学生会会員校の教員、シニア会の会員には、

所において見学会を実施した。生産現場の見学だけでなく、自動運転

各講演セッションでのコメンテータとして協力いただいているが、セッ

農機の講演もあり、非常に有意義な見学会であった。

ション座長は大学院生が務め、その他、講演会の運営、BPA の評価シー
トの作成、集計、受賞者の決定と発表などは、すべて学生会が担当し
ている。
2018 年度の卒業研究発表講演会は 2019 年 3 月 10 日に立命館大学
びわこ・くさつキャンパスで開催され、400 件の発表があった。BPA
は 40 名に授与された。2019 年度の卒業研究発表講演会は 2020 年 3
月 10 日に、同志社大学京田辺キャンパスで開催予定である。
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関西学生会会員校（太字は幹事校）

８．機関誌『春秋』
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
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

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

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

立大学、関西大学、京都大学、近畿大学、神戸大学、同志社大学、

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

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、

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

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

会でも参加者に配布されている。2019 年度は通算 51 号となる。

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
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

９．シニア会との交流会

高等専門学校

関西学生会では、シニア会が企画・運営す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いる。2019
年度の交流会は、
「シニア会と学生会と討論会 ～目指すべき技術者と
は（技術立国の担い手として）～」をテーマとして、10 月 6 日に大阪産
業大学梅田サテライトキャンパスで開催された。学生会からは学生会
幹事長を含めて 22 名が参加し、非常に有意義な交流会であった。
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
を延べ 11 名派遣し、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、
関西学生会による以上の活動は、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 浅野 等）
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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

2019 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

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「ロケットの将来と一般大衆の宇宙旅行」
19.3.10
稲谷 芳文 氏（JAXA 宇宙科学研究所） ’

学生会顧問と支部幹事の意見交換会

学生会顧問と支部幹事の意見交換

第 1 回運営委員会
2019 年度上半期総会

立命館大学

事業報告、事業計画、上半期総会議案確認等
2018 年度下半期事業報告

’
19.4.20

神戸大学

’
19.6.8

近畿大学

’
19.7.13

大阪市立大学

2019 年度上半期事業計画、幹事校承認、懇親会
「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

親と子の理科工作教室

場

’
19.3.9

第 2 回運営委員会

第 171 回講演会

会

「波力発電の現状と未来」

加藤

健司

氏（大阪市大）

シニア会行事に運営協力

’
19.7.27

堺伝統産業会館
大阪市
平野区民センター

親と子の理科工作教室

シニア会行事に運営協力

’
19.8.11

親と子の理科工作教室

シニア会行事に運営協力

’
19.8.17

ソフィア堺

’
19.8.17

バンドー神戸
青少年科学館

’
19.9.5

㈱クボタ
堺製造所

’
19.9.10

秋田大学

’
19.9.21

大阪産業大学

’
19.10.6

大阪産業大学
梅田サテライト

’
19.10.12

神戸大学

親と子の理科工作教室
第 241 回見学会
JSME 年次大会

シニア会行事に運営協力
㈱クボタ 堺製造所
（製造ラインの見学と「自動運転農機の講演」）
学生会委員長会、「学生交流会」

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 172 回講演会

「船乗り、航空、公務員、そして教員へ、
カメレオン親父の半生（反省）」
土井 正好

氏（大阪産業大）

シニア会と学生会との交流会

シニア会と学生会の討論会

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

2019 年度下半期総会
「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

2019 年度上半期事業報告
2019 年度下半期事業計画、役員改選、懇親会
「メカライフの世界」展前日準備

’
19.11.15

「メカライフの世界」展当日準備、初日実績確認と反省

’
19.11.16

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

’
19.11.16～17

卒業研究発表講演会準備、機関誌「春秋」の編集準備

’
19.11.30

同志社大学

’
19.12.7

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

2019 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

’
20.3.9

学生会顧問と支部幹事の意見交換会

学生会顧問と支部幹事の意見交換

特別講演講師：未定

’
20.3.10

※運営委員会の会場は、2019 年度の役員校、卒業研究発表講演会場などから選定した。
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同志社大学

編集委員会委員一覧

委 員 長
副委員長
庶務委員
会計委員
企画委員
〃
実行委員
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃 ※
〃 ※
編集委員
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
▲印は、兼務

伊藤 宏幸
中部 主敬
蓮尾 昌裕
尾方 成信
蓮尾 昌裕▲
朴
海洋
青山 栄一
赤松 史光
秋吉 雅夫
大村 勝
笠井 一成
木之下 博
柴山 俊
清水 資生
鈴木 直弥
武石 賢一郎
藤本 岳洋
牧野 泰三
宮部 正洋
宮本 宜昌
安井 昌宏
小澤 守
田中 正夫
荒賀 浩一
井岡 誠司
池田 周之
榎
真一
大村 高弘
上村 匡敬
小谷 賢太郎
澤田 祐一
杉山 和靖
瀬川 大資
田中 和人
田邉 裕貴
堤
一義
廣
和樹
廣川 敬康
松井 徹
三宅 修吾
村上 信太郎
森
英喜
森下 智博
山崎 友裕
山本 憲隆
横小路 泰義

ダイキン工業㈱ リサーチコーディネーター
京都大学

教授

京都大学

教授

大阪大学

教授

京都大学

教授

㈱神戸製鋼所

担当課長

同志社大学
大阪大学

教授
教授

三菱電機㈱ グループマネージャー
大村技術コンサルタント 代表
ダイキン工業㈱

課長

兵庫県立大学

教授

三菱重工業㈱

次長

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

神戸大学

教授

日本製鉄㈱

上席主幹研究員

大阪工業大学

教授

昭和電機㈱

部長

㈱アルトナー マネージャー
関西大学

教授

大阪大学

教授

近畿大学工業高等専門学校
大阪電気通信大学
摂南大学

教授

教授

教授

大阪産業大学

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

京都工芸繊維大学
大阪大学

教授

教授

大阪府立大学
同志社大学

教授

教授

滋賀県立大学
龍谷大学

教授

教授

奈良工業高等専門学校
近畿大学

教授

教授

和歌山大学

准教授

神戸市立工業高等専門学校
舞鶴工業高等専門学校
産業技術短期大学
大阪市立大学
立命館大学

教授

講師

講師

明石工業高等専門学校

神戸大学

准教授

教授

教授

教授
教授

教授

※印は、前支部長
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学生
の

2020

メカボケーション

Vol.27

社

90
予定 ︵日本機械学会関西支部のホームページに掲載︶

企業技術発 表会

参加企業

ための

発表会・
懇親会ともに

⓬❼

2019年

月

日(土)

参加費無料
（事前参加登録不要）

10:00〜19:00（予定）

近畿大学 東大阪キャンパス
近鉄大阪線「長瀬」駅下車

徒歩10分

詳細は

機械系学生と企業を結ぶ技術情報誌「MECHAVOCATION」付随事業の
一つとして、企業から独自技術や期待する機械技術者像などを紹介いただく
「学生のための企業技術発表会」を開催します。
学生の皆さんにとって、企業との交流が図れ、有意義な情報を得る機会です。
奮って参加してください。

企業技術発表会
会場：11月ホール

懇親会

会場：実学ホール

・参加企業による
ミニプレゼンテーション
・企業別ブースにて自由討論
主催：一般社団法人

日本機械学会 関西支部

TEL：06- 6443-2073

共催：近畿大学

E-mail：info@kansai.jsme.or.jp

理工学部・キャリアセンター

近大マグロ
提供予定

日本機械学会関西支部 第 95 期定時総会講演会

メカボケーション
学生研究発表セッション
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
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。

2020 年

3 月11日
詳細スケジュール未定

協賛企
業さま

参加

費

無料

会場：同志社大学
会場：
同志社大学

詳しくは

京田辺キャンパス

http://conf.kansai.jsme.or.jp/ksconf20/

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。

主催：一般社団法人

日本機械学会 関西支部

TEL：06 - 6443- 2073

E-mail：info@kansai.jsme.or.jp

機械系学生と企業を結ぶ技術情報誌
編集者
発行人
発行所

印刷所

2019 年 11 月 20 日発行
一般社団法人日本機械学会 関西支部
技術情報誌編集委員会
伊藤 宏幸
一般社団法人日本機械学会 関西支部
大阪市西区靭本町 1-8-4
大阪科学技術センタービル内
TEL 06-6443-2073 FAX 06-6443-6049
E-mail：info@kansai.jsme.or.jp
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