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世界最高速エレベータの開発
　世界最高速となる 1,010m/分のエレ

ベータが開発され、TAIPEI１０１に納入

された。

　TAIPEI１０１は台湾の台北市に建てられ

た世界一の高さ508mを誇るビルである。

高速運転で昇降することに対応するた

め、機器の大容量化・振動および騒音の

抑制・快適な乗り心地のための気圧制御

装置・安全装置、さらには快適性の向上

を目指した様々な技術開発が実施された。

　まず、エレベータを駆動するPMSM ※１

方式の大容量巻上機とその制御装置であ

るが、巻上機は最大出力 1,186kW、定格

出力 180kWであり、ツインインバータ

ドライブ構成により、コンパクトで高出

力の制御を可能とした。

　次に、乗りかごの振動および騒音を

抑制するために、おもりの慣性力を応用

してレールからかごに伝わる加振力を減

衰させるローラガイドと、かごの横揺れ

を検知し、能動的に振動を低減するアク

ティブマスダンパーを取り付けた。また、

かごまわりの風の流れを整流し、かご内

の騒音を抑制する整風カプセルを、風力

解析により最適形状を決定して採用した。

　さらに、快適な乗り心地を目指し、

400m級の高揚程での耳詰まり現象を緩

和するため、エレベータとしては世界で

初めてかご内気圧制御装置を設けた。減

圧試験設備を用いたモニタリングテスト

により、制御方法を検討した。その結果、

昇降時のかご内気圧変化率を一定にすれ

ば、耳詰まり現象を緩和できることが判

明した。そこで、かご下に設けた吸排気

ブロアにより気圧変化率を一定に近づけ

る制御を実現した。

　万が一かごが規定速度以上で降下した

場合、非常止め装置が作動して乗りかご

を安全に停止させる。本非常止め装置で

は、停止時に発生する1,000℃を超える摩

擦熱にも耐える、ブレーキ材を開発し、

装備した。

　その他、風や地震などにより建物が揺

れることによりロープが大きく揺らされ

る振動現象が発生する。そこで、ロープ

振動による他の機器への絡みつきなどの

障害を防止するため、ロープの非線形挙

動解析を実施し、制振装置を開発して設

置した。

　2004年12月31日にTAIPEI１０１のグラ

ンドオープンが催され、１月19日より展

望台までの営業運転が開始された。その

走行スピードと快適性について、多くの

方々に実感されている。

記事・写真提供：東芝エレベータ㈱

※１　 Permanent Magnet Synchronous Motor：永久磁石同
期電動機
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環境に配慮した世界最大級の客船「ダイヤモンド・プリンセス」
　大型クルーズ客船の推進システムは一

般に電気推進方式が採用される。電気推

進方式とは、船内に装備された発電機で

電気を起こし、推進用の電動モーターを

駆動するとともに、船内で使用する電力

も賄うものである。2004 年２月に竣工し

た世界最大級の客船ダイヤモンド・プリ

ンセスには、環境に配慮した最新鋭のク

ルーズ船にふさわしく、ガスタービンお

よび排煙低減型ディーゼルエンジンとい

う最先端技術の組み合わせによる主機関

が搭載されており、必要な電力は、ガス

タービン１基とディーゼルエンジン４基

の併用により発電される。

　ガスタービンの排気ガスは、同じ出力

のディーゼルエンジンに比べ、窒素酸化

物や、硫黄酸化物の大幅な減少が見込ま

れる。ディーゼルエンジンには、コモン

レール燃料噴射システムを採用した排煙

低減型エンジンが搭載されている。本シ

ステムは、電子制御によりエンジンの負

荷に依存せずに燃料噴射モードを自由に

制御できるため、特に低負荷時の黒煙対

策に効果がある。ガスタービンとディー

ゼルエンジンの出力配分は運用方法に

よって異なるが、環境対策に厳しい海域

などでは、ガスタービンのみでもある程

度の船速にて航行可能となっている。

　このように、本船の推進システムは、環

境面において最新技術が導入され、クリー

ンな船であることを追求し、クルーズス

ポットとして人気の高いアラスカ海域など

の自然をよごさない配慮がなされている。

RFID※1を活用した物流センターシステム

記事・写真提供：三菱重工業㈱

記事・写真提供：㈱日立製作所

　近年、物流センターでは作業効率化、

精度向上を求められている。そのため、

今までの物流センターはラベルやバー

コードを使った現物確認方法をとり作業

を行ってきた。また、近年の物流センター

はパート・アルバイトの比率が高まり、

以前のようにベテラン作業者の技量に

頼った運用ができなくなってきている。

作業効率の上でも短時間に作業が済むこ

とが求められてきている。

　こうした背景を踏まえ近年の物流セン

ターでは高度化された新物流システムの

検討が始められている。

　そこで RFID（IDタグ）を活用した物

流管理システムを開発した。システムの

概要は場内で使用するパレット全てに

RFID を封入し入荷時にパレットと商品

を紐付けし、以降出荷まで商品を RFID

により管理することである。

　本システムの特徴は下記のとおりであ

る。

（１） パレットにRFIDを埋め込みフォー

クリフトオペレータはパレットを

拾い上げることにより作業指示が

出てフォークを降りることなく現

物を確認でき作業ミスを軽減できる。

（２） 自動倉庫もこの RFID を使うこと

により入庫、出庫を自動化した。

（３） RFID により暗い倉庫の中でも現物

確認が確実に行え、また再利用が

可能であり、汚れにも強いため精

度向上に貢献している。

　新システムにより作業性、作業精度が

向上した。今後は世界共通の RFID が登

場しさらに物流センターひいてはエンド

ユーザまで含めた効率化を進める。

※１　RFID：Radio Frequency Identification

航走写真

フォークリフトフォーク端末

無線フォーク端末

パレットに積み付けられて
いる商品および作業内容が
表示される。

アンテナ

こ こ に 取 り 付 け ら れ た
リーダでIDタグを読み取る。

IDタグ（長さ約30mm）

IDタグによるパレットの認識
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発電機

ディーゼル
発電機

推進用モータ

A
C

 11K
V

 3 φ
 60H

Z

A
C

11K
V

 3 φ
 60H

Z

ガスタービン
発電機

主要目
全　長 約 290m

船　幅 37.5m

水面上高さ 54.0m

運航速力 22.1knots（40.9km/h）

総客室数 1,339 室

主　機

ディーゼル発電機関
　　　　　2 × 9,450kW
　　　　　2 × 8,400kW
ガスタービン発電機関
　　　　　1 × 25,000kW

推進用モータ 2 × 20,000kW

電源システム構成
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　デュアル・モード・ビークル（DMV）は、

道路と線路を乗り換えなしで自在に行き

来できる車両である。

　この車両は、先人たちが約70年前から

実用化の試みを重ねてきたが、いずれも

本格的な実用化には至らなかった。

　2000 年から調査を開始し、2002 年に

プロジェクトを編成、先人たちが試み、

実用化できなかった問題点と解決のため

の課題を整理し、この車両が開発された。

現在は、2004 年１月 28 日に完成した試

験車（DMV901）１両により、各種走行

試験を実施し、データの収集を行うとと

もに実用化に向けたプロトタイプの製作

などが進められている。

　DMV の開発の目的と狙いは、コスト

ダウンを中心とした経営改善が限界に達

している地方交通線の更なるコストダウ

ンを図るための一手段であり、バスが線

路上を走ることができないかという新た

な発想で開発が進められている。つまり、

地方交通線は輸送人員を増やすことは難

しいため、輸送量にあった車両を開発す

ることで、地上のインフラを有効に活用

しつつ、コストを下げ、さらに高齢化に

合わせてバリアフリー化を目指し、利便

性も高め地域の活性化にも貢献できない

かが考えられている。

　開発した DMV は、道路上はバス同様、

前後のゴムタイヤで走行（道路走行モー

ド）し、線路上は前後のガイド輪（鉄車輪）

と後部ゴムタイヤ（駆動輪）で走行（レー

ル走行モード）する車両である。各走行

モードのモードチェンジに要する時間は

10 ～ 15 秒であり、「オンレール／オフレー

ルの短時間化」を可能にしている。また、

後部輪重配分制御システム※ 1 採用により

「ゴムタイヤの寿命の延伸」と「走行安

定性の向上」が図られている。
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線路と道路を自在に行き来する車両  DMVの開発

自動フォーメーション飛行制御：無人機による飛行実証に成功
　航空機の運航数の増大に伴い、航空

管制はますます複雑化の様相を示してお

り、空の安全確保や効率的な運用が重要

な課題となっている。このような中、ネッ

トワークによる情報共有が当たり前と

なった現代において、空の世界でも飛行

中の航空機同士が情報ネットワークを結

ぶことで、より安全で効率的な飛行が可

能であると考えられる。

　“情報を共有し合い、それに基づき航

空機の群
むれ

をコントロールする”

　この技術を確立するため、２機の無

人機（ラジコン飛行機）を利用し、お

互いの機体情報を共有しながら自動的に

フォーメーション飛行を行う飛行制御シ

ステムを開発し、2003年 12 月に飛行実

証に成功した。２機の無人機には、自動

的にフォーメーション飛行を行うための

飛行制御アルゴリズムを搭載した自動操

縦装置、機体情報を得るための慣性航法

装置、GPS とエアデータセンサ、機体

情報を共有するためのデータ通信装置が

搭載され、地上には常時機体の動きをモ

ニタするための装置が備えられている。

2003 年 12 月 24 日、前日の雪が残る中、

まずリーダー機が離陸、ガイダンス制御

により高度 150m、対気速度 30m/s で８

の字軌道を描く。続いてウィング機が離

陸、自動フォーメーション飛行制御を開

始して、リーダー機の後方 30m、下方

35m を追従飛行することに成功した。こ

の技術の適用により、より安全で効率的

な航空機の運用が実現されることを期待

して研究を継続中である。地上や海、宇

宙までも含めた移動体間ネットワークの

構築で、全ての移動体の安全な運航が可

能になればと夢は広がる。

　今回は期せずして自動車と鉄道の両分野から、両方の特長を備えた車両が紹介さ
れました。交通の分野でもボーダレス化が進んでいることを実感するとともに、将
来は陸海空を自由に行き来できる交通機関ができるかもしれないと夢も膨らみま
す。交通物流部門が、このような分野を越えた横断的な技術についての良い交流の
場として、皆様に活用いただけることを期待するとともに、ニュースレターがその一
助になれば幸いです。今後ともご支援、情報提供のほどをよろしくお願いいたします。

記事・写真提供：北海道旅客　道㈱

記事・写真提供：三菱重工業㈱

編集後記 広報委員会　溝越貴章（住友重機械マリンエンジニアリング）

委 員 長　晴山蒼一（TCM）
副委員長　岩切厚詞（日本オーチス・エレベータ）
幹 　 事　高田　博（いすゞ自動車）
委 　 員　 関根太郎（日本大学）、田原雅幸（東日本旅客　道）、 

田村　宗（新潟トランシス）、北條正弘（宇宙航空研究開発機構）、 
溝越貴章（住友重機械マリンエンジニアリング）、武井宗則（フレスコ） 

第82期 広報委員会委員

※１　 後部輪重配分制御システム：後ゴムタイヤ（駆動輪）の輪
重（１輪が支える質量）を空転しない最小限とし、残りの
輪重を後ガイド輪（鉄車輪）に配分する制御であり、ゴム
タイヤの摩耗軽減と走行安定性の向上を目的としている。

線路上を走行するDMV モードチェンジ中のDMV 鉄車輪と駆動輪

リーダー機とウィング機

追従飛行
Wing 機は Leader 機に追従飛行を行う

地上管制装置

フォーメーション飛行状態をモニタ

フォーメーション飛行中のLeader 機

Wing機Leader 機

フォーメーション飛行

鉄車輪

モードチェンジ用
ガイドローラ

駆動輪
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高圧空気ダクト

ファン

コア・エンジン

　2005年、愛知県で開催される日本国

際博覧会「愛・地球博」における会場

内旅客輸送システムとして、最新の ITS

（Intelligent Transport Systems）技術

を用いた IMTS（Intelligent Multimode 

Transit System）が導入される。IMTS

は、専用道は無人の自動運転で隊列走行

を行い、一般道ではドライバーによる通

常のバスと同じ運行が可能な未来型の交

通システムであり、鉄道などの軌道系交

通システムの定時性・高速性・輸送力と、

路線バスの経済性・柔軟性を併せ持つ次

世代都市交通システムとして期待されて

いる。さらに、専用道と一般道を連続し

て運行できるため、乗り換え不要と言う

新たな利便性も生まれる。

　IMTS 車両には、磁気センサが搭載さ

れており専用走行路中央に埋設された磁

気マーカの位置を検出して自動操舵制御

される。また、車車間通信および地上信

号装置などにより自動速度制御・隊列走

行制御などを行って、高い安全性と信頼

性を実現している。車両デザインとして、

発芽からイメージした、乗客を優しく包

み込む、曲面的で柔らかなグラスキャビ

ンによるパノラミックな視界を提供する。
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愛・地球博に導入されるマルチモード都市交通システム

クラスターファン・エンジン
JAXA　エンジン試験技術開発センター・システム総合試験チーム
http://www.ista.jaxa.jp/res/index.html

　宇宙航空研究開発機構（JAXA）では、

次世代を見据えた要素技術の研究開発と

して「未来型航空機技術の研究開発」に

取り組んでおり、我が国に適した航空機

の形態として V/STOL 機※ 1 を提案して

いる。エンジン試験技術開発センター・

システム総合試験チームでは V/STOL

機用のクラスターファン・エンジンの研

究開発を進めている。

　クラスターファン・エンジンは複数の

コア・エンジンとファン部から構成され

ており、主に安全性の向上と初期コスト

の低下を狙ったエンジンである。コア・

エンジンおよびファン部の大きさはと

もに直径 300mm 程度で、コア・エンジ

ンはファンを駆動するための高圧空気を

供給する空気源としての役割を担ってい

る。そして、複数のファンを束ねる（ク

ラスター化する）ことにより必要な推力

を得るエンジンとして、軽飛行機や小型

V/STOL 機などへの搭載を想定してい

る。また、安全性の向上と導入コストの

低下を実現するために、コア・エンジン、

ファン部ともに、大量生産に最適化した

設計となると同時に、多数のファン部と

コア・エンジンを組み合わせるシステム

とすることで、数による安全性を確保し

ている。

　現在、クラスターファン・エンジン

システムの内、ファン部についてはプロ

トタイプを試作し、性能試験を開始して

いる。ファン直径は 260mm、定格推力

800N、主要部品点数はわずかに５点であ

り、10 分前後で組立・分解が完了する。

ファンの駆動機構には単動翼列多段チッ

プタービン方式※ 2を採用し、大幅な軽量

化を達成した。

　クラスターファン・エンジンは、最

終的に小型 V/STOL 機や自家用機の

実現を目指しており、エンジン試験

技術開発センターでは、より便利で

より高速な我が国独自の自家用航空機の

実現へ向けて、引き続き研究開発を進め

ていく。

日本機械学会　交通・物流部門 〒 160-0016　東京都新宿区信濃町 35　信濃町煉瓦館５階
TEL   03-5360-3500（代表）　FAX  03-5360-3508
URL   http://www.translog.jp/ （C）著作権：（2005）日本機械学会　交通・物流部門

研究の最前線 未来型航空機技術の研究開発

IMTS 概観

記事・写真提供：トヨタ自動車㈱

※１　 V/STOL 機：Vertical/Short Take Off and Landing 
垂直／短距離離着陸機

※２　一列の動翼列で複数段の働きを実現するタービン

プロトタイプ・ファン

小型 V/STOL機（左）・自家用機（右）の概念図

自動運転区
間：IMTS  
専用道

北ゲート駅～西ゲー
ト駅～EXPOドーム駅

（片道  約1.6km）

マニュアル
運転区間：
会場内管理
用道路

西ゲート駅～メッセ
前バス停

（片道  約0.8km）

所要時間
約10分

（自動運転区間の片道）

運行速度
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技術委員会活動報告（第82期：2004年度）

第１技術委員会（共通技術、新技術、基盤技術）
委員長　天野也寸志（豊田中央研究所）
　第82期の第１技術委員会では、主にフェロー賞、部門大会賞

の実施方法について議論を重ねてまいりました。フェロー賞は、

フェロー寄付金に基づき優れた講演を行った学生員および准員

に対して与えられます。また、部門大会賞は従来の優秀論文講

演賞に加え、部門大会で最も優れた講演論文に対する賞として

検討されてきました。両賞とも、来期より実施する予定ですの

で、従来に増して多数の講演発表をお願いいただければと思い

ます。この他にも、横断企画（講演会）について検討中であり、

部門大会での特別講演企画、部門賞募集などを実施してまいり

ました。最後に、活動を進めるにあたってご協力をいただきま

した皆様に御礼を申し上げます。

第２技術委員会（自動車、道路交通関係）
委員長　菅沢　深（玉川大学）
　第82期の第２技術委員会の活動内容は、例年と同じく、約２

カ月ごとに開かれた定例委員会のほかに、委員会で企画した講

習会と見学会が大きな活動となりました。

　講習会は、シリーズ４回目を迎えた、「とことんわかる自動

車のモデリングと制御 2004」を 11月 11日に開催し、100名強

の方々に参加いただくことができました。アンケートによれば

今回も好評で、この調子でシリーズ第５弾も突っ走ろうかと心

積もりをしております。来期もご期待ください。

　また、個人では見学できそうもないところに行っている見学

会は、今期は９月 15日に「視程障害時安全走行支援システム」

を日本道路公団横手管理事務所まで、参加者５名で見学して来

ました。

第３技術委員会（鉄道、軌道交通関係）
委員長　南京政信（　道総合技術研究所）
　第82期の第３技術委員会では、12 月に電気学会・土木学会

との共催により「鉄道技術連合シンポジウム（J-RAIL2004）」を

開催しました。今回は交通・物流部門大会とは別日程での開催

となりましたが、講演件数およそ 200件、参加者360余名と大変

盛況であり、鉄道技術３分野の活発な技術交流が行われました。

　技術委員会行事の見学会は今期も４回実施しました。日本車

輌製造㈱豊川製作所では台湾新幹線車両の製造過程に触れるこ

とができました。その他、JR北海道で開発中の軌陸両用車両

「デュアル・モード・ビークル」や JR東日本で開発中のハイブリッ

ド車両「NE Train」、広島電鉄の新型低床式車両を題材として

見学・試乗会を実施し、国内における鉄道技術の最先端に関す

る知見を広めることができました。

第４技術委員会（航空機、宇宙アクセス関係）
委員長　青木隆平（東京大学）
　第４技術委員会は、航空機および宇宙アクセス関係を担当し

ており、航空機関連企業、研究機関および大学から参加した委

員で構成されています。第82期は２回の委員会を開催し、技術

委員会委員の間の情報交換に努めました。一方、前期からの引

継ぎ事項として、航空機と他の輸送機関との連携は極めて重要

であるとの視点から、他技術委員会との横断的な活動の推進を

目指しておりましたが、残念ながら今期は体制が整わず、来期

以降に実施することになってしまいました。今後もあらゆる交

通輸送手段を担当している当部門の特長を生かした活動をすべ

く、交流や情報発信に努めてまいりますので、引き続きご支援

とご協力をお願い申し上げます。

第５技術委員会（船舶、海洋関係）
委員長　川越陽一（海上技術安全研究所）
　第５技術委員会は６名の委員で構成されております。第82期

の活動は、２度の委員会開催の他、広報委員会他の各委員会へ

委員派遣、部門大会へのオーガナイザ、審査員としてのご協力

などにとどまり、正直言ってあまり活発なものではありません

でした。今後の活動に向け現在議論しているところですが、来

年度への課題として、少しでも委員を増やしてポテンシャルを

高めること、最低１回の見学会などの企画を行うことなどを考

えております。そのためには、関連する他の学会との連携も必

要と考えております。

　今後とも、第５技術委員会の活動に、ご支援とご協力をお願

いいたします。

第６技術委員会（昇降機、遊戯施設）
委員長　島﨑敏雄（東芝エレベータ）
　第６技術委員会は昇降機・遊戯施設関係企業からの７名の委

員により構成され、下記の通り活発な活動を行いました。

① 委員会：日本機械学会にて２回、日本オーチス・エレベータ

㈱殿・東芝エレベータ㈱で各１回、の計４回の委員会を開催

した。この委員会にて、技術講演会、見学会、広報関連（ニュー

スレター）、部門大会への参画などの諸活動を計画・討議した。

② 技術講演会：昨年度に引き続き、2005年１月20日に「昇降機・

遊戯施設等の最近の技術と進歩」と題した技術講演会を開催

した。基調講演１件、一般講演 12件、参加者 110名と盛況な

講演会とすることができた。

③ ニュースレター：最新のエレベータ技術のトピックス２件を

掲載した。

④ 部門大会への参画：各委員により講演募集、オーガナイザー、

座長、審査員として積極的に参加した。

　（独）産業技術総合研究所様をはじめ、ご協力いただいた各部

門の方々にお礼申し上げます。今後とも第６技術委員会へのご

支援・ご協力の程よろしくお願いいたします。

第７技術委員会（物流システム）
委員長　渡邉　徹（日立製作所）
　第82期の第７技術委員会では見学会と事例勉強会を中心に活

動を行いました。講演会を計画したのですが取り組みの進め方

が悪く、今期の開催を見送り来期開催の方向で再度調整を進め

ています。

　８月には㈱ニトリ殿の関東物流センターの見学を行い RFID

を使った最新のシステムを見学でき、大いに勉強になりました。

今期は見学会が１回のみになってしまいましたが、今後も実例

の見学による情報交換を活発に行っていきます。見学会、講習

会などを通して物流システムに関する情報交換、技術交流に努

めてまいります。

　今後とも第７技術委員会へのご協力をよろしくお願いいたし

ます。



第82期 部門長退任の挨拶 前田　豊（産業安全研究所）

　歴代のそうそうたる部門長の後を引き継

ぎました第82期部門長の任期もあとわずか

となりました。もとより力不足は承知のこ

とでしたが、自身の業務変更による多忙さ

にかまけてしまったこともあり、今期の部

門運営に十分に力を尽くせたかと言われると内心忸
じ く じ

怩たる

思いが残ります。関係諸氏のご協力で今期が終了いたしま

すこと厚くお礼申し上げます。

　今期は第８技術委員会が休会となるという事態を招いて

しまいました。かねてから第８技術委員会はその運営が苦

しいとの話はありましたが、業界自体が構造的に学会参画

が難しい事態になっているとのことでは、運営委員個人の

努力ではいかんともしがたく承認するに至りました。が、

当部門の一つの極に相当する“物流”部門を担う「運搬荷

役・建設機械」分野ですので、またの復活を望みたいとこ

ろです。

　来期は、学会論文集の英文誌化がいよいよ実現に近づい

てきます。現在のところ英文誌化については部門によりそ

の考え方に大きな差があります。今後の統一まではなお多

くの曲折があると思われますが、当交通物流部門では英文

誌化による国際的情報発信メリットよりも負担増その他の

デメリットを懸念する声が強いように思われます。今後の

運営に期待致します。

　次期部門長には、これまで部門の運営にも経験を有する、 

いわば実力派の小島幸夫様が就任されます。小島様の舵取

りによる部門発展を祈念し退任のご挨拶とさせて頂きます。

TRANSLOG2004 優秀論文講演賞

　2004年度の第13回交通・物流部門大会（TRANSLOG2004）の優秀論文講演賞は、特に優秀な成果を発表した若手研究

者・技術者に贈られるものです。被表彰者は部門ホームページ（http://www.translog.jp/）で紹介いたします。

第11回 鉄道技術連合シンポジウム（J-RAIL2004）開催報告
実行委員会幹事  大野寛之（交通安全環境研究所）

　2004 年 12 月７日～９日の間、川崎市産業振興会館にお

いて第 11 回鉄道技術連合シンポジウム（J-RAIL2004）が

開催されました。（主催：電気学会、共催：日本機械学会・

土木学会）

　一般セッションとして、高度化と高速化、メンテナンス

とコストダウン、環境とエネルギー、新方式鉄道、サービ

ス向上、交通計画とプロジェクト、安全と防災、境界領域

についての研究発表と討議が行われたほか、特別セッショ

ンとして「技術者の連携で魅力ある鉄道へ」をテーマに、

機械・電気・土木の技術者が連携して鉄道の魅力向上を図っ

ていくための活発な意見交換が行われました。研究者、鉄

道事業者、学生を含め 361 名の参加者があり盛況の内に終

えることができました。

特別セッション

第13回 交通・物流部門大会（TRANSLOG2004）開催報告
大会実行委員長  小島幸夫（科学警察研究所）

　2004 年 12 月１日から３日にかけて、川崎市産業振興会

館にて第 13 回交通・物流部門大会（TRANSLOG2004）を

開催しました。今回は TRANSLOG 単独の開催であり、181

名の参加者がありました。８つのオーガナイズドセッショ

ン、５件の基調講演、51 件の一般講演がありました。また、

交通・物流部門業績賞は㈶　道総合技術研究所の岡本勲氏

に、前田豊部門長より表彰され、これに引き続き記念講演

「鉄道車両用台車の開発」が行われました。鉄道の高速化、

乗り心地向上のための制御付車体傾斜システムなどの興味

深い開発の経緯が紹介されました。さらに、㈱学研 OB の

黒沢建三氏による特別講演「学研“メカモ”の開発につい

て」が行われました。聴講者の多くは知的好奇心が刺激さ

れたことと思います。終わりに、大会実行委員およびオー

ガナイザー各位、ならびに学会事務局の絶大なご協力によ

り、成功裏に開催できました。関係各位の御尽力に厚く御

礼申し上げます。

（注）�「メカモ」とは、大人の好奇心を満たす手作りの科学キットで、機械の基本であるリンク
機構を用いて、少ない動力源で生物（カニ、ムカデ、シャクトリムシなど）の複雑な動き
を模擬している。




