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工業倶楽部関東支部
ニュースレター NO．18

201７年 9月発行

本会は会員相互の親睦・交流を図るとともに情報交換、技術交流を推進し母校の隆盛と
工業の発展に寄与することを目的とします。

2008年6月8日、岐阜大学工業倶楽部関東支部は設立されました。
その後の関東支部の活動についてお伝えします。
第10回総会は2017年7月1日(土）に開催されました。詳細は3ページをご覧ください。
2018年6月30日(土）に第11回総会を兼ねて､ 関東支部設立10周年記念の集い
開催を予定しています。
是非、参加をお願い致します。
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1. 10 周年記念行事に向けて
実行委員長

伊藤厚雄

合化

81 年卒

岐阜大学工業倶楽部関東支部は 2008 年 6 月に設立されました。来年 6 月に
は、10 周年の記念の節目を迎えます。 そこで、関東支部では実行委員会を設け、
10 周年記念行事について意見を取りまとめております。その大枠について次の通り
としました。企画中の行事について告知します。

開催日

2018 年 6 月 30 日(土)

名称

世代を超えて、学科を超えて、情報の輪を広げよう！

岐阜大学工業倶楽部関東支部設立 10 周年の集い
_

「10 周年の集い」は、参加者が情報の輪を広げる絶好の機会となります。
卒業学科、専門分野または趣味など情報発信のきっかけとなる仕掛けを企画してお
ります。参加者に希望される方があれば、ミニ講演（10 分弱）の場を提供するような趣
向も検討中です。 そこに、情報の輪が生まれ、楽しい歓談の時間を提供できると考え
ております。また、若い人の参加を促す仕組みも企画中です。多くの岐阜大学工学部
及び大学院の OB が参加されることを期待しております。
皆様には、同級生、クラブの仲間並びに仕事を通じて知り合った OB の方に当企画
を知らせ、是非、誘い合って「10 周年の集い」に参加されるようにお願いします。
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本誌記事関連情報を「岐阜大学工業倶楽部関東支部」のホームページに掲載しています。
スマホで、右側の QR コードを個別に撮影頂くと、アプリが自動的に該当ページを開いてくれます。
（QR コードを自動的に読み取れない場合は、巻末の編集後記をご参照ください。）
パソコンの場合は、ホームページメニューの「総会」をクリックし「第 10 回総会」ページを表示ください。

第 10 回総会資料 (議事録、総会アルバム、講演会スライドのダウンロードなど)
https://www.gifu-u-kanto.com/%E7%B7%8F%E4%BC%9A/%E7%AC%AC10%E5%9
B%9E%E7%B7%8F%E4%BC%9A/
見学会

のご案内

https://www.gifu-u-kanto.com/%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
%E3%82%B9/2017-%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A/
10 周年記念行事に向けて お知らせ
https://www.gifu-u-kanto.com/%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
%E3%82%B9/2018-10%E5%91%A8%E5%B9%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5%E8%
A1%8C%E4%BA%8B%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6/
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2. 岐阜大学工業倶楽部関東支部 第 10 回 総会・講演会・懇親会のご報告
２０１７年７月１日（土）１３時より東京四谷・
「主婦会館プラザエフ」にて関東支部第１０回総会・
講演会・懇親会が多数の会員参加とご来賓に岐阜大学理事副学長福士秀人様、副学部長教授小林智尚様、
工学部機械工学科准教授菊地聡様、岐阜大学７０周年プロジェクト事務局池戸忠克様、岐阜大学工業倶楽部
会長坪内茂樹様、前専務理事杉浦隆様をお迎えし、開催されました。
その概要を以下に報告致します。

第一部 総会（支部長､会長挨拶､議事内容の詳細は関東支部ＨＰの「総会」>「第 10 回総会」を参照）
木村事務局長の第 10 回総会開催宣言の後、堀尾支部長から概略、以下の挨拶があった。
「今回の総会で設
立総会から数え第 10 回、これまで基礎固めを続けてきた。来年は支部設立１０周年、現在、プロジェクト
を組み、その企画を考えており、皆様のご意見をお願いする。今後ともご支援、ご協力をお願いする。」
続いて、来賓を代表して坪内工業倶楽部会長から、概略、以下のご挨拶があった。「関東支部の活発な活
動、特に会報は非常に充実されており、役員の皆さんに敬意を表します。会員増加課題、関東支部、関西支
部とも苦労されており、岐阜大学の拠点が中京地区のためもあり、工業倶楽部本部として少しでも会員が増
えるように支援したい。岐阜大学は再来年に設立７０周年、本日の福士先生の講演で岐阜大学の実情を知っ
ていただくなど、大学も積極的に情報を発信しており、また、同窓会も学部の枠を超えた交流会を今年３月
に２回目を開催している。更には工業倶楽部の長年の課題だった中京地区の支部、先日の理事会で設立準備
委員会を設ける事が承認され、名称は中部支部（予定）
、来年 10 月設立目途に活動中。我々の母校である岐
阜大学および工業倶楽部に対して、今後とも皆さんのご協力をお願い致します。
」
あいさつ後、事務局長から来賓紹介、その後、支部長が議長を務め、以下の項目について事務局長より提
案、審議され、いずれも承認された。なお、役員・委員の任期は２年間で今回改選はないとの説明があった。
[報告事項 1] 2016 年度活動報告
「第 9 回総会・講演会・懇親会開催（昨年の講演会は機械工学科仲井教授の「究極のロープ対決」と題
したご講演）
」
、
「第 9 回見学会開催（日産自動車㈱の追浜工場）」、
「会報「ニュースレター」の発行（４
月、９月の年 2 回）
」
、
「名簿管理委員を中心にした名簿管理」、
「役員・委員合同会議（年間 6 回開催）
」、
「関東支部設立 10 周年記念事業の企画立案運営を担当する実行委員会の立ち上げ」、
「会員親睦活動（ゴ
ルフ会を 1 回開催。ウォーキング会は開催できなかった）」、
「関東支部予算の適正な執行管理」、
「工業
倶楽部本部および同窓連合会との連携強化」、
「会計監査（上期および下期の２回）」など実施。
[報告事項 2] 2016 年度決算報告、会計監査報告
収支決算のうちの収入は正会員の年会費、総会・懇親会費、本部からの交付金などで繰越金をあわせて
1,018,576 円、支出は各委員会活動費、ニュースレターの発行およびホームページの維持費、組織活動
費など 767,553 円で次年度への繰越金 251,023 円をあわせて 1,018,576 円。
三宅会計監査、田中会計監査より収支決算に対し適正処理の監査報告があった。
なお、議長より檜和田宗彦氏（元本部専務理事）からの寄付について補足説明があった。
[決議事項 1]

2017 年度活動計画(案)

「交流の場を広げ、情報の共有化を図る」、「第 11 回総会「関東支部設立 10 周年記念の集い」を 2018
年 6 月 30 日に開催予定」
、
「今秋の見学会、花王㈱東京工場を予定」、「会報「ニュースレター」を来年
度も２回発行予定」
、
「関東支部組織拡充の推進」、
「役員・委員合同会議の開催を 6 回予定」、
「本部、他
支部、同窓会連合会等との連携を図る」など
[決議事項 2]

2017 年度予算(案)

2017 年度予算はほぼ例年通りの規模で収入は年会費、本部からの交付金など 780,077 円と前年度より
4

岐阜大学工業倶楽部関東支部ニュースレターNo.18
の繰越 251,023 円を加え総額 1,031,100 円。支出では新たに設立 10 周年記念行事費 10 万円を計上し、
支出総額 910,050 円、次年度への繰越 121,050 円を見込む。
その他、会員より「関東支部への会員情報提供について」の質問があり、「事務局長にコンタクトをお願
いする」との回答がされた。

第二部

講演会

演題(１) 「岐阜大学の現状と展望

第３期を見据えて」

講演：岐阜大学

理事・副学長

福士 秀人様

関東支部第 7 回総会時に森脇久隆学長より同演題講演を頂きましたが、
福士副学長には岐阜大学のその後の現状と展望につきご講演を頂きました。
岐阜大学では第３期中期目標・中期計画として「岐阜大学の将来ビジョン（２０１５年に向けて）
」
を発表し、
「地域活性化の中核拠点であると同時に、強み、特色を有する分野で、国際的、全国的な
教育・研究の拠点を目指しており」
、今回のご講演では特に、
１）連合大学院の推進、２）岐阜を中心とした「学校管理職養成の機能強化、岐阜県型スクール
リーダー養成、３）
「地域に溶け込む大学」目指し、地域志向産業リーダーの協働育成、４）岐阜
大学の国際交流の推進、５）ネットワーク大学コンソーシアム岐阜の推進など
につきパワーポイントを用いご説明を頂いた。
また、岐阜大学は平成３１年６月に創立７０周年（大学設立は１９４９年）を迎えることから、
その記念事業について説明あり、同窓生の協力要請もされた。
演題(２) 「地面効果翼機エアロトレインと超絶淒ワザ」（講演会スライドは関東支部ＨＰにあります）
講演：岐阜大学 工学部機械工学科機械コース 准教授・併任 工学研究科 准教授

菊地 聡 様

今年の講演は、昨年の仲井教授に続き、ＮＨＫ超絶凄ワザに出演された菊地聡准教授にお願いした。
菊地先生は流体工学がご専門で、
「流れの制御研究―プラズマアクチュエータによる制御、ファイン
ハニカムの活用」
、
「エアトレインの研究―最終目標：自然エネルギーのみで運航する時速５００ｋｍ
の高速輸送システム（２０１１年でＰＪ終了）
」を研究されており、現在はさらなる高効率を目指し
た風洞実験、小型実験機でより安定した制御方法の開発研究をされている。
以上の研究とＮＨＫ超絶凄ワザ「目指せ飛距離新記録～紙ヒコーキ頂上決戦～」に東北大学との共
同チームにて出演、その苦労話やエアトレインモデル走行実験などの動画を含め講演頂いた。

（YouTube から）

エアロトレイン

エアロトレイン

完成イメージ

完成イメージ

（ご講演資料より）

第三部

２０１６年９月放送 ＮＨＫテレビ

懇親会

懇親会は伊藤委員進行のもと、出席会員、来賓を加え、和やかななか情報交換等が行われました。
2.2 総会・講演会・懇親会アルバムをご覧ください。
以 上
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2.1. 総会時アンケートのまとめ
総会出席者にニュースレター、支部活動、講演会についてアンケートを行い以下の結果を得ました。
択一式回答の集計

記述式回答の集計
1 ニュースレターの改良点
① 可能な方はデジタルデータの配信にしては
いかがでしょうか。
② 会員寄稿を掲載する。
③ 大学の情報について：無理に増やすことは
ないが、何か変わったこと等があれば知り
たいです。なかなか岐阜大学まで足を運ぶ
機会がないので
2 各種支部活動について、参加いただけそうな、
または企画を希望する活動
① 現役中は平日での参加は困難です。
② 研究所（産総研､都立テクノセンターなど）
③ リニア新幹線、五輪・パラリンピック関係
の工事現場見学
④ 最近、IOT はやりで各社ショールームを作
っています。ぜひ訪問し未来を感じてみた
い。
3 講師、テーマ分野についての希望
① 元岐阜大学長、元日本ガン学会会長、現日
本学術振興会学術システム研究センター顧
問黒木登志夫先生。ガン治療の現状と今後、
日本の学術振興のあるべき姿等
② 航空産業に対する岐阜大学のかかわりにつ
いて、岐阜大学のバイオサイエンス
③ 益川英数先生
④ 大学の恩師から大学の情報（現況等）もわ
かるとありがたい。大学の先生が難しい場
合は、著名人講師と時事問題の組み合わせ
もたまには良いかもしれない。
⑤ 学生としての立場からの大学の現状
⑥ 卒業生代表と現役学生との対話方式で、学
生時代の思い出。現役に伝えたいテーマを
話題に。
4 先生にお聞きになりたい事など
① エアロトレインが実用化一歩手前まで来て
いる。動力は自然エネルギーで対応できる、
というのに興味を持った。
② 紙飛行機の世界へ発展する夢を聞かせて下
さい。
③ 懇親会で質問させていただきました。
④ エアロトレインは壁のない所では方向を決
めて飛ぶのは難しいのでしょうか。
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2.2. 総会・講演会・懇親会アルバム
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3. 母校だよりー機械工学科

学科長 宮坂武志教授

機械コース（コース長 今尾茂樹教授）
、知能機械コース（コース長 宮坂武志教授）の２つのコー
スから構成される機械工学科（学科長 宮坂武志教授）は、平成 25 年度より発足し、今年平成 29 年
3 月に初めての卒業生を送り出しました。機械コースは、機械４科（材料力学、熱力学、流体力学、
機械力学）を中心に、知能機械コースは、４つのシステム（ロボット、メカトロ、エネルギー、 ヒ
ューマン）を中心に教育研究を行っています。また、今年度から従来の工学研究科と応用生物科学研
究科を基とし、自然科学技術研究科（修士課程）が発足しました。自然科学技術研究科は、６つの専
攻から構成され、従来の機械システム工学専攻が、物質・ものづくり工学専攻設計生産領域とエネル
ギー工学専攻エネルギー変換領域に、人間情報システム工学専攻が、知能理工学専攻知能機械領域と
なりました。
３領域に分かれることにより、より専門性を高めた修士教育・研究が可能になりました。
現在の学科構成を表１にまとめます。
表１ 機械工学科の講座構成
機械コース

知能機械コース

以下、最近機械コースに着任した教員３名と、知能機械コースのメカトロシステム講座教員２名の
研究内容を紹介します。
9
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3.1.

機械コースの紹介（屋代如月教授、上坂裕之教授、小宮山正治教授）

3.1.1.

シミュレーションによる材料設計

教授 屋代 如月（設計力学講座）

例えばタイヤのゴム開発では，理想の力学特性を得るために充填剤の配合割合，寸法，分散形態な
どを膨大な試行錯誤の上に決定しています．コスト削減のためには，シミュレーションによって材料
設計が出来ることが望ましいのですが，これまでの「材料特性をフィッティングする」マクロシミュ
レーションでは当然不可能です．そのため，電子状態や原子に働く力など，物理法則に従ったシミュ
レーションを「数値実験」と考え，その仮想材料の世界で生じている力学現象を観察することで新し
い物理を拓く「計算材料科学」からのボトムアップ研究に期待が寄せられています．様々な計算力学
手法がある中で，個々の原子に働く力を計算し，すべての原子の運動を追跡する「分子動力学シミュ
レーション」は様々な分野で活用されている計算材料科学の代表的手法です．原子に働く力は，完全
結晶状態での格子長さ・体積弾性率，溶融させたときの昇華エネルギーなどにフィッティングして「ま
ねた」関数形に基づいて算出しますので，温度依存性や大きく変形したときの挙動が実際の材料のそ
れと一致することはまずありません（大抵大きく異なります）
．したがって，例えば引っ張ったとき
の系全体の応力を評価し，降伏応力の温度依存性などを評価しても無意味なものとなります．これが，
多数試験を行って作成したデータベースには価値がある実験研究との違いです．しかしながら，内部
で生じている原子・分子レベルの挙動はすべて観察可能ですので，その変形応答をもたらす微視的な
要因について詳細に検討することができます．つまり，観察している現象が実際の材料のそれと合う
かどうかはともかく，その現象をもたらす力学はすべて把握することができるので，それを基に実際
の材料設計に役立てることができます．図 2-1.1 は一例で，左がポリエチレン（PE）の分子鎖（30
万粒子）のナノブロックに引張→除荷を行ったときの応力－ひずみ応答（ヒステリシス）です．これ
を実際の PE の応答と考えて，ヒステリシスの面積や温度依存性，ひずみ速度依存性などを議論する
のはナンセンスですが，何がヒステリシスをもたらすのか，個々の分子鎖の挙動を見ることでわかり
ます．中央は左のヒステリシスを，分子鎖の結合長，結合角，二面角，そしてクーロン相互作用に分
けて評価したもので，ヒステリシスは結合長とクーロン相互作用が担っていることが明らかになりま
す．右はさらにすべての二面角の角度を測定して直線状，コイル状，その間の不安定な角度に分けて
変化を調べたもので，引張初期はコイル状や不安定な角度が減少し引っ張りによって直線化している
こと，負荷を反転させると直線→コイルへの遷移で変形していること（直線化した分子鎖のバックラ
ッシュ）などが明らかになります．このように原子・分子レベルの視点から，様々な材料について変
形・破壊の基礎メカニズムを解明する研究を進めています．

図 2-1.1 ポリエチレン分子鎖の繰り返し変形応答
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3.1.2.

一個流し超高速プラズマ加工装置の開発

教授 上坂 裕之（創造システム工学講座）

表面加工技術の高度化をめざした研究開発を行っています。近年では、主として優れたトライボロ
ジー特性を有する表面や材料を志向しています。
Diamond-Like-Carbon (DLC)膜は低摩擦，高耐摩耗性などの優れたトライボロジー特性を有するア
モルファス炭素材料であり、摩擦損失エネルギーの低減や部品の高寿命化のために機械への応用が拡
がってきています．DLC の成膜工程は，従来、大型チャンバーを用いた多数品のバッチ処理方式で
した．しかしながら近年，成膜装置の小型・インライン化を狙った 1 個流し DLC 成膜プロセスの開
発が強く求められています．
（図 2-1.2）
典型的な DLC 成膜手法の一つであるプラズマ CVD において、プラズマ生成に従来の DC や RF 放
電を用いた場合，電子密度は 108‐1010 cm-3 と低く、成膜速度は 1μm/h 程度が上限になります．1 個
流しの成膜プロセスにおいてはそれらをはるかに上回る超高速成膜が求められます．そこで我々は，
金属面近傍で局所的にマイクロ波のエネルギーをプラズマに吸収させる独自技術[1]により、成膜面
近傍で生成されるプラズマの密度を 100 倍以上に増加させることに成功しました．その結果、
図 2-1.3 に示すように，硬さで 20 GPa を上回る硬質な Si 含有 DLC 膜を、156μm/h という超高速で
成膜することに成功しました[2]． 2013 年より JST A-step の支援下で本技術をシーズとする実用ライ
ン開発を共同研究先企業と進めた結果、本年より当該企業による DLC 成膜の受注が可能となってい
ます。大学での基礎研究としては、本技術による成膜レートをさらに 1000μm/h 以上に増加させる
現象に着目し、その支配要因の解明を行っています。
[1]. H. Kousaka, J. Xu, N. Umehara, Pressure dependence of surface wave-excited plasma column sustained
along metal rod antenna: Vacuum, Vol. 80, No. 11-12, pp. 1154−1160, 2006.
[2]. H. Kousaka, Y. Takaoka, N. Umehara, Ultra-high-speed Coating of Si-containing a-C:H Film at over 100
μm/h: Procedia Engineering, Vol. 68, pp. 544−549, 2013.
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3.1.3.

可変旋回流を伴う円管内での火炎と流れの時系列画像計測の開発
教授 小宮山 正治（熱エネルギー工学講座）

現在，環境適合・窒素酸化物(NOx)低減の観点から予混合火炎がガスタービンを初めとする工業用
燃焼器に利用される場合が増加しています．これは燃料と空気をあらかじめ混合しておくことで，局
所的に出来る高温領域を抑制することが可能となり，それに伴ってNOx低減効果が大きいためです．
しかし，燃料と空気をあらかじめ混合して燃焼器に供給するために，火炎が上流側にさかのぼって，
燃焼器を焼損する危険性(図2-1.4)が生じます．そこで，安定した火炎状態を維持する燃焼法を確立す
ることが重要となります．燃焼器円管内では火炎安定化と空気・燃料流の混合促進のために強い旋回
流をともなうことになります．このため，小型で，かつ旋回強さを制御可能とするために出口角度を
可変とする旋回羽根(図2-1.5)を新たに開発します．さらに，円管内の旋回流れの下で，予混合火炎の
非定常的な動きを解析するために高精細で連続的なレーザ計測を応用した画像計測系を構築し，予混
合火炎の動きと流れ場との関連性を分析するとともにその非定常挙動を制御することを目指してい
ます．図2-1.6に示したレーザ画像計測系では出射側に光ファイバーによる光学系とコリメータを装
着した連続発振レーザを設置し，受光側には高速度カメラ2台を用いた円管内での時系列粒子画像速
度測定(PIV)のための光学系を構築します．このとき，円管表面でのレーザ光の反射が管内の粒子画
像を阻害しますが，これを解決するため，2台の高速度カメラは測定対象をはさむように配置し，測
定粒子画像の撮影精度を向上させています．

図 2-1.5 出口角度可変旋回羽根を有する燃焼器モデルの概略図（左）
とその旋回羽根の詳細図（右）

図 2-1.4 円管内旋回流中を伝
ぱする予混合火炎の高速度撮

図 2-1.6 管内旋回流予混合火炎の時系列レーザ画像計測系

影
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3.2. 知能機械コースの紹介（山田貴孝教授、永井学志准教授）
3.2.1.

山田・伊藤・佐藤研究室の研究活動

教授 山田 貴孝（メカトロシステム講座）

当研究室は，山田貴孝教授・伊藤和晃准教授・佐藤惇哉助教の３名により運営されています．ここ
では，当研究室で取り組んでいる研究テーマについて紹介します．
機械・ロボットによる組立作業の知能化・高度化に関する研究（図 2-2.1）では，多指ハンドを用
いた把持と操り，力覚情報を用いた知的センシングなどに取り組んでいます．組立作業では，様々な
形状の部品を組み付ける必要があり，複雑かつ多様な接触状態を生じます．このような高度な作業を
人間は器用に実現できます．機械・ロボットで同様の器用さを実現するためには，様々な要素技術が
必要です．人間の手に似た多指ハンドは，様々な形状の部品を器用かつ柔軟に把持する潜在能力を有
します．そこで，把持と操りの評価・設計手法を研究しています．人間は視覚なしでも手先の感覚（力
覚）を利用して器用に作業をこなすことができます．６軸力センサを用いて，把持部品と外部環境と
の間で生じる接触力を取得し，接触状態を検出・制御する手法を研究しています．
機械・ロボット制御の知能化を目的とした研究では，ソフトコンピューティング技法の一つである
遺伝的アルゴリズム（GA）に着目し，工学的応用の一例として，テーブル装置の位置決め制御系設
計に適用しています。制御系を構成するコントローラの構造とパラメータを一つの染色体構造とみな
してコード化し，制御仕様に基づいた周波数応答／時間応答に対する評価関数の下で，GA により準
最適解探索を行う一連のアルゴリズムを考案し，ボールねじ駆動テーブル装置を対象とした実験によ
り有効性を検証しています。この技術を応用することで，制御系設計に要する開発工程の削減につな
がることや，知識や経験を前提とした試行錯誤なパラメータ調整では成し得なかった従前の性能を凌
駕する機械システムの実現につながることが期待されます。また，機械・ロボット制御の高速化・高
精度化を目的とした研究では，機械システムの実機挙動を忠実に再現しうる高精度モデリング技術と，
モデルに立脚した補償技術の向上が不可欠であることから，機構振動を複数有する高次システムに対
するモデリングと振動抑制法，転がり摩擦に代表される非線形摩擦に対するモデリングと摩擦補償法
に関する研究を行っています。
画像処理を用いた機械・ロボットの知能化・高度化にも取り組んでいます．柔軟な組立作業を実現
するためには，人間の視覚に相当するカメラを用いて様々な物体の形状や色といった情報を抽出しな
ければなりません．しかし，位置や姿勢，照明変化によって見た目が変化するため，同じ物体であっ
ても正確に認識するのは非常に難しい問題です．当研究室では，この問題を可能な限り効率的に解く
ために，進化計算手法を導入しています．進化計算とは，ダーウィンの進化論や生物の群行動を模し
た最適化手法であり，複数のパラメータを同時にかつ効率的に最適化できる手法として知られていま
す．これを画像中の物体認識の問題に応用することで，他の手法よりも効率的な物体認識技術（図
2-2.2）を達成しています．

図 2-2.1

図 2-2.2 進化計算による物体認識

双腕による物体の把持
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3.2.2.

計算力学・CAE を中心に据えた教育・研究

准教授 永井 学志（メカトロシステム講座）

計算力学と CAE を中心に据えて活動しています．建築学科の卒業を振り出しに，あちらこちら道
草をしつつも一貫して，計算機の力を借りて数学や物理をモノづくりに活かすことに興味を持ってい
ます．本日はこのような視点から，教育と研究それぞれについて紹介させてください．
a) モノづくりのためのアクティブラーニング型の力学・CAE 教育
担当授業のうち専門科目の有限要素法について，旧数理デザイン工学科から新機械工学科に移るま
では，典型的な教科書スタイルで理論を追っていました．しかし，新学科に移るにあたって，機械工
学科では理論の理解よりもモノづくりのための道具 ―材料力学公式や CAE ソフトウェア ― を使
いこなすことがまず大切であろうと考えました．
そこで，この授業の前半分を簡単な工作と力学体験からはじめて，材料力学公式や CAE ソフトウ
ェアの使い方の体得に費やすようにしました．具体的な方策を色々と考えた結果，班ごとに発泡スチ
ロール板を熱線カッターで切っていくつかの構造物を作り，その力学実験をしてもらうように構成し
ました．すなわち，1) 材料力学の復習を兼ねて，発泡スチロール棒を直接引張してグラフ化，2) 発
泡スチロールはりの剛性と破壊荷重を材料力学的に予測したのち，検証実験，3) 所定条件の発泡ス
チロールブリッジを，試作を繰り返して製作，その後に CAE 事後解析，4) 所定条件の発泡スチロー
ルフックを，材料力学と CAE で設計し，試作実験 1 回後に本作実験，という構成です．
この授業の再構成と並行して，同じコンセプトに基づいて全学共通教育での新授業「日曜大工から
はじめる力学」を立ち上げました．そちらでは，所定条件を満たす振り子の製作，ばねの引張塑性化
実験や輪ゴムの引張実験 ― いずれもフックの法則に従わない現実を見せたい ―，理論に基づく１
弦楽器の製作，高強度パスタブリッジのコンテストなどを実施しています．
b) 構造力学 +αが面白い，スマートマテリアルの CAE 解析
研究では，力学と電磁気が強連成するスマートマテリアル ― ピエゾ素子，磁歪素子，誘電エラス
トマなど ― に対する有限要素計算と，その手法開発をしています．元々は戦闘機の翼を構造解析す
るために開発された有限要素法ですが，その後に計算電磁気学へとその応用範囲を広げています．構
造力学に電気や磁気を加味することで，ロボットや可動機構の駆動源，あるいはセンサやエナジーハ
ーベスタの研究に関わってきます．
まず，ピエゾ素子，磁歪素子について，そもそもがニッチ市場なこともあり，構造解析と計算電磁
気学のフル連成，特に過大負荷時の非線形挙動について，計算力学的な研究はほとんどなされていま
せん．モノづくりへの貢献は小さいですが，熱力学的な視点から数理物理的に面白い有限要素定式化
ができました．この定式化は，下に凸な全ポテンシャルエネルギの存在仮定を出発点とするものであ
り，互いに双対である応力法的解法と変位法的解
法を組み合わせたものです．
つぎに，誘電エラストマ ― 静電気力によりゴ
ム薄膜を圧縮変形させる ― については，市販
CAE ソフトウェアを用いて，図 2-2.3 に示すよう
に，効率的な幾何形状の設計を進めています．こ
ちらは知能機械コースの先生方と協力することで，
設計だけでなく実際の試作と実験も行っています．
有り難いことに，この研究は研究室の学生に，計

電束密度 [C/m2]

算シミュレーションと実際の両方を体験してもら
う機会ともなっています．

図 2-2.3 CAE による誘電エラストマの設計
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4. 会員より
4.1. 新任委員の自己紹介

名簿委員

堀

浩明(土木 1980 年卒)

1980 年大学卒業後、大林道路株式会社に入社しました。現場で物を作る仕事であるので、全国に
行きました。気づいてみれば、出張も含めると国内で行っていない都道府県は沖縄県だけとなってし
まいました。この話をすると、
「おまえは会社のお金で日本全国に行けていいな～」と言われます。
しかしながら引っ越しの場合は、荷造りが面倒、単身の場合は食費が大変、出張に至ってはほとんど
が日帰りと、移動手段が良くなったおかげで、宿泊できません。悪いことばかりかというと、そうで
もなく、現地でしか食べられないものを食べられるといったメリットもありました。大間で食べたマ
グロは、今でも忘れられません。
ところで道路会社というと、国道や高速道路といった大型工事を思い浮かべる方が多いと思います
が、割と細かな工事が多いです。例えば、建物の廻りの外構工事（排水・植栽・舗装など）や、処分
場の遮水工事、堰堤やダム等で上流に行けなくなった魚に魚道という道を作る工事、最近ではしばし
ば話題にのぼる太陽光の工事などもやっています。
私は今年で 60 才の役職定年を迎える歳となりました。2 年程前になりますが、関東支部の役員と
して奮闘している私の同期からの誘いもあり、今回名簿委員として岐阜大学工業倶楽部関東支部のお
手伝いをすることとしました。本来ならリタイヤしてからでも遅くはありませんが、少し早目にお世
話になることとしました。
大学の同期、特に工学系ともなると色気がありませんのでなかなか参加者が増えませんが、皆さん
に少しでも興味を持っていただけるようにしたいと思います。よろしくお願いします。
私は現在埼玉県上尾に住んでいるラーメン好
きですが、私の家のそばに昔ながらの美味しいラ
ーメンを食べさせてくれるお店があるので紹介
いたします。「白河ラーメン

賀乃屋（かのや）」

さんです。
白河ラーメンの元祖、白河では有名な「とらや
食堂」で２年修行したご主人が、手打ち麺とそれ
に合うスープで提供してくれるラーメンは、一度
食べたらもう一度食べたくなる美味しさです。刻
んだ玉ねぎ（無料）を入れるとさらにまろやかに
なります。近くにおいででなくても、一度食べに
来てみては如何でしょうか。
取りとめのない話ですみません。楽しい工業倶
楽部を目指してファイト！！
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4.2.

岐阜県､愛知県にゆかりのある場所

縁を探して関東ぶらり

幹事 浅野 弘（機械 1962 年卒）

関東地区で岐阜となんらかの縁のある場所を紹介
します。東京都内についてはすでに伊藤厚雄委員が
ニュースレター16,17 号で紹介されています。今回は
都内を離れた自然豊なところを紹介します。
・代表的なものは、横浜市中区本牧にある天下の名
園「三渓園」でしょう
現在の岐阜市柳津町佐波出身の 原

三渓氏(1868

～1939)が明治・大正時代に製糸・生糸貿易で得た財
で造った日本庭園で、国の名勝に指定されています。
原氏は経済人ではあったが、美術・工芸・茶道などにも造詣が深く 175,000

㎡の広大な庭園には、室町時代に建築されたといわれる京都や鎌倉などの貴
重な建物が多数移築されています。明治 39 年に一般に公開され、110 年余の
歴史があります。同氏は 2014 年に世界遺産に登録された群馬県富岡製糸場の
経営に携わったことがあり、これも縁があります。
・少し縁は薄くなりますが
青梅市内を流れる多摩川のほとり、釜の淵公園内に明治の元勲である板垣
退助氏(1837～1915)の銅像が建てられているのをウオーキングの折に見つけ
ました。岐阜市の岐阜公園内に明治の元勲の一人である板垣退助氏の銅像が
立っていることは皆様ご存じと思います。明治１５年４月、当時自由党党首
として自由民権運動を進めていたい同氏が遊説に岐阜を訪れた際に、暴漢に
襲われ負傷したが「板垣死すとも、自由は死せず」と信念を貫いたことなど
から、有志により大正 7 年に建てられました。戦時中の金属供出で無くなり
ましたが昭和 25 年に再建されています。
板垣退助像は、国会議事堂、出身地の高知城、日光神橋及び岐阜公園の 4
体と思っていましたが青梅にもう１体が有ったとは意外でした。
趣旨書には「自由民権確立のためその生涯を捧げ今なお憲
政の父と仰がるる板垣退助先生かってこの地に遊ぶ 多摩
の老政客岩波光二郎翁つとに先生を景慕すること厚く そ
の偉業を顕彰以て高風を長く後世に伝えんとす
生ゆかりの地を卜とし

同窓協力してこの像成る

ここに先
昭和３

６年５月」とあり、維新の元勲の中では目立たない方であ
ったが、誠実な人柄に魅せられたのではと思われる。青梅駅より徒歩２０分くらい
であり、少し捜しづらいが、付近にはつつじの庭園で有名な「塩船観音寺」もあり、
合わせて散策されて如何でしょう。少し足を延ばせば奥多摩も近いところです。
なお、議会政治の基礎を作るのに功績があったとして国会議事堂の中央広場に、
伊藤博文氏、大隈重信氏とともに板垣退助氏の銅像が置かれています。中央広場の四隅に計 4 名設置
予定のところふさわしい人がおらず 1 隅はいまだに空白のままだそうです。
国会議事堂は 2008 年から 2009 年にかけて大改修が行われ大変きれいに整備されました。
前庭には都道府県の木として、岐阜県(イチイ)、愛知県(ハナノキ)が植えられています。
見学無料で 1 人でも気軽に見学できますので出かけられてはと思います。
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・府中市「郷土の森博物館」に川崎平衛門右衛門氏(1694～1767)の銅像があります。
同氏は武蔵野国に生まれ、積極的に新田の開発などを行った才覚の人で、
後に幕府代官として１１年間岐阜に滞在、輪中地帯での治水工事に大き
な功績を遺されています。ただ、木曽三川のいわゆる宝暦治水へは直接
には関与していなかったようです。「郷土の森博物館内」はプラネタリ
ウムや、なつかしい復元建築物もあり、
梅やあじさいなどの季節の花も楽し
める多摩川沿いの楽しいスペースで
す。銅像の周りには彼の功績に対し幕
府より下賜されたサンシュユの木の
ほかに、彼が赴任した土地の木が植え
られており、岐阜県の木として「イチイ」の木が植えられています。
・番外ですが
今年５月に小説家の杉本苑子さんが亡くなられました。江戸時代、暴れる木曽三川の治水工事いわ
ゆる宝暦の治水工事を取り上げた小説「弧愁の岸」でデビューされ、１９６３年に第４８回直木賞を
受賞されています。この小説では洪水はもとより幕府や笠松郡代役所(小生の出身地)役人の横暴・妨
害、疫病、さらには増大する費用などに苦悩する薩摩藩家老 平田靭負と薩摩藩士が描かれています。
若い時に読んで大変感銘を受けたものです、今回曽野さんの訃報に接し、子供の頃に母親から薩摩に
足を向けて寝るなと言われたことを思い出しながらあらためて再読してみました。
もともと、南濃地方は木曽、長良、揖斐の三つの川が併流し、泥沼状態で、大洪水になると手が付
けられない状況となるため、東海道はここを避け、宮の渡し(熱田～桑名)で知
られる海路を船で往来せざるを得なかったほどでした。
住民も洪水時の被害をできる限り少なくするため、輪中堤防や、避難小屋兼
食料品置き場としての強固な水屋(みずや)を築いたり、船を備えたり、あるい
は洪水に直面する側の建具は取り外しできる構造とし水の通りを良くするこ
とで住居の破壊を防ぐなど、などさまざまな工夫を凝らしていました。
この南濃地方の洪水工事を幕府より命じられた薩摩藩は、１０００名近い藩
士と藩財政の２年分に相当する４０万両の費用を掛け、宝暦４年(１７５４年)2
月に工事を開始、翌年 5 月に工事を完了させています。薩摩藩士の犠牲者は１
００人近くに達し、完成直後に平田靭負は全ての責任を取って割腹しています。
住民は犠牲者を追悼し後に治水神社を設け犠牲者を祭っています。
明治時代になって、外国人の技術指導を受け、本格的改修が行われています。
現在、海津市には６５ｍの展望タワーがある木曽三川公園センターが昭和６
２年に開設されており、展望台から広大な三河川を展望しながら、薩摩藩士の偉業を偲ぶことができ
ます。
ここには、実物の輪中の農家などが併設されており、
当時の洪水対策がよく分かります。
最近、異常な降雨による水害が全国で起きており、
思いがけない災難に会うかも知れません。
関東からは遠いところですが、帰省の折などに訪れ
てもらえれば参考になると思います。
以上
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5. 関東支部活動
5.1. 見学会

行事委員会

加藤規康

《 花王(株)東京工場とミュージアム見学会 》
参加者募集のご案内
2017 年度につきましては創業以来、清浄文化や清浄生活の向上に大きな貢献をしてきた
花王(株)の東京工場と花王ミュージアムの見学会を計画致しました。化粧品の生産工場、
ヘアケアの研究所やカスタマー対応情報システムを見学した後に、清浄文化の歴史や、
花王のモノづくりから生まれた新製品などを花王ミュージアムで見学致します。
皆様方奮ってのご参加をお願い致します。
「記」
１．

日時 ： 11 月 8 日(水) 14:00 ～ 15:30
注）総会時のチラシには 11 月 9 日(木)と記載致しましたが、先方の都合により
日程変更となりました。

２．

見学先：花王(株) 東京工場

東京都墨田区文花 2-1-3

JR 総武線「亀戸」駅から徒歩 15 分
３．

参加費用及び募集人員
無料 20 名程度（先着順)
参加ご希望の方は加藤迄(下記メールアドレスに)、お名前、卒年、学科、ご住所、
緊急連絡電話番号、メールアドレス及び懇親会への参加可否を記載の上、
10 月 15 日迄に申し込みください。

nickkato@juno.ocn.ne.jp
４．

（携帯）090-1698-0727

見学内容
①化粧品工場
②ヘアケア研究所
③消費者情報対応システム
④花王ミュージアム

５．

集合及び移動について
11 月 8 日(水)13:30 迄に JR 総武線亀戸駅北口（アトレ口）改札出口近辺に集合し、
徒歩で見学先に移動します。

６．

その他
＊ 見学会終了後に会員相互の親睦を図るため、
「懇親会」を考えております奮ってご参加
ください。
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5.2. ゴルフ会

幹事

酒向 泰蔵

第 9 回ゴルフ会を山梨県上野原 C.C で 10 月 30 日(月）に行います。今回も 2 組でプレーします。
今から秋空の下で大いに愉しいプレーを期待して参加者は練習に励んでいます。此処は中央高速の上野原
IC から近く神奈川・埼玉・東京から比較的集まりやすいため、また平日月曜日はこのコースのサービスデ
イになっていて比較的安くプレー出来ます。
是非、一緒にプレーしましょう！

そして大いに語り合いましょう！

参加希望者は今でもお受けします。下記に連絡してください_お待ちしています。

幹事：

酒向泰蔵

メール：

jdbhy873@yahoo.co.jp

TEL：

090-8021-8885

または、

048-542-3186

なお､第 10 回は､記念大会として現役の方の参加を期待して、来年 3 月頃土曜日開催を考えています。

5.3. ウォーキング会

幹事

外山 一吉

毎年 1 回秋に開催しています。前回は２０１５年度１１月２８日（土）に
東京・世田谷区の五島美術館と紅葉の等々力渓谷を散策しました。
昨年は都合で実施を見送りました。
次回開催は、計画が決まり次第「岐阜大学工業倶楽部関東支部ホームページ
トピックス欄」に掲載します。

6. 編集後記

編集委員

高尾 英次郎

本年 6 月 1 日から郵便料金が値上がりしました。幸い本誌サイズの封書の料金は据え置きとなり
ましたが、前号同様 20 頁のままとして経費を抑えています。
本号は、総会の報告がありますが､まとめとアルバム(抜粋)だけを掲載してページ数を抑えていま
す。 講演会資料と議事録、アルバムはホームページへのリンクを QR コードで掲載しましたので、
「岐阜大学工業倶楽部関東支部」のホームページの記事をご覧ください。
閲覧方法は、スマホの場合はカメラモードにして QR コードを撮影すると､自動的に QR コードア
プリが作動して、ホームページを開いてくれます。
アプリが作動しない場合は、QR コード読み取りアプリを起動する必要があります。
QR コード読み取りアプリがよくわからない場合は、携帯総合研究所の「iPhone/Android で QR
コードを読み取る方法、おすすめアプリのまとめ」の記事をご参照ください。
iPhone の場合は、記事の最後の項目に紹介されている「QR コードリーダー」をお勧めします。
http://mobilelaby.com/blog-entry-how-to-read-qr-code-ios-app-iphone.html
アンドロイド携帯の場合は、同様の「QR Droid」をお勧めします。
http://mobilelaby.com/blog-entry-android-qr-code-reader-apps.html
なお、スマホでなくパソコンをご使用の場合は、
「岐阜大学工業倶楽部関東支部」を検索の上､
メニューから「総会」>>「第 10 回総会」とたどっていただくと、該当ページが表示されます。
総会関連資料は、記事の末尾のリンクからダウンロードすることが出来ます。
以上､お手数をおかけしますが、ご協力よろしくお願いします。
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