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久保愛三

あけましておめでとうございます
酒を飲みながらの、
地球物理に興味を持
つ友人の化学者との
話し

近年の異常気象は地球の温度上昇にその原
因があるらしく、また、その温度上昇の主た

白鬚神社

る原因が炭酸ガスの増加であると言われてい
ますね。だから炭酸ガスの排出を厳しく抑えないと
地球が大変になると言って、若干、同意しない国は
あるものの、大勢的には必死でその運動を進めてい
ます。地球を守るための地球規模の合意ですね。し
かし、現在の炭酸ガスの増加の割合を冷静に見てみ
ると、理屈に合わないところがある。理屈に合わす
ためには、人間が発生させる以外の、例えば、海水
と炭酸ガスの関係を見てみる必要があるようです
よ。液体に溶けうるガスの量は温度が上がると少な
くなって行きますので、地球の温度が高くなると海
水中の炭酸ガスが空気中に放散されて、大気中の炭
酸ガスの量が増加し、地球の温度が上がって、さら
にこの状態が加速されます。１０年ほど前の雑談
で、１００年ほどしたらこのような制御のきかない
ポジティブフィードバックの状態が来て、地球の気
象が劇的に変化するかも知れないねと話していたこ
とがありましたが、去年の夏にヨーロッパで雪が降
りました。どうも、北極海の氷が溶け出し、淡水は
海水よりも比重が軽いので、それが大西洋のメキシ
コ湾流を遮り、ヨーロッパに到達する暖流の量が２
５％近くも減ったことが、この異常気象の原因のよ
うです。 Day after tomorrow の世界です。１００
年先と思っていたことが８〜９年で来ちゃったと言
うことで、ヤバイかも知れませんね。いま、各国が
炭酸ガスの排出を急激に減らしたとしても、このポ
ジティブフィードバックの状態は変わらないかも知
れません。
炭酸ガスの量が少なければよいかと言えば必ずし

もそうではなく、温度が下がれば海水中に炭酸ガス
がもっと解け、大気中の炭酸ガスの量が減って地球
の温度が下がり、こんどはこの状態がポジティブ
フィードバックされて進む。そして、結局は、地球
上の水は全て氷になってしまって、水無しの惑星に
なる。火星は恐らくこんな状態ではないのかナー。
炭酸ガスから見た地球の安定状態はこのように、
右を見ても左を見ても断崖絶壁の剣ヶ峰をわたって
いるような状態のようですが、現在の地球は、この
一方の崖に落ちつつあるのかも知れませんよ。
歴史的に見てみると、地球の過去には現在よりも
もっともっと多くの炭酸ガスが大気中にあった時代
がありました。それが生物にとっての安定状態に
戻ったのは、海水中に藻類、地上に植物が繁茂して
炭酸ガスを強烈に固定したからでしょう。現在、こ
の当時ほどに炭酸ガスの固定が可能でしょうか。海
も空気も植物の増加にこの当時ほど友好的でないの
は問題ですよね。少なくとも向後かなりの間、現在
以上に炭酸ガスは増加を続け、異常気象は年々激し
くなると思っていた方が良いのかも知れません。
てな怖いお話し。
私の友人が、ほら吹きの妄想狂であってほしいと思
います。
でも、このような状況もある程度想定をして、諸事、
計画を立てることが、危機管理には必要になって来
たのかも知れません。
（1966 年卒 久保愛三 京大精密
kubo@prec.kyoto‑u.ac.jpjp)
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１ .7
販売価格とコスト
販売価格は市場での各社との販売競争の結果決ま
るもので、コストには無関係に決めざるを得ないも

開発技術者の心構え
その２
１

新製品の開発と商品について

(つづき)
１ .5
製品企画
製品の最終仕様は技術者が決める
優れた商品を世に出すためにはNeedsをよく把握
するのみならず先取りし、顧客から喜んで受け入れ

のである。この販売価格に対して適正な利益を得る
ようにコストを抑えねばならない。コストを下げる
ためにはVA,VEなどの科学的な方法を用いて十分な
検討を行うことは当然であるが、開発テスト中にト

ラブルが起こることを覚悟して、設計時に、思い
切って非常に厳しいコスト目標を設定して、徹底的
に低コストの設計を行い、確認テストによって信頼
られるようにしなければならない。そのためには、 性を確保することが必要である。人間は一般的に保
技術者は以下の事項に心すべきである：
守的であり、安易なコスト目標で設計し勝ちである
1） 市場の声をよく聞く
が、試作が終った後にコストを下げることは不可能
営業部員、代理店や顧客の声に耳を傾ける。
に近い。
２）Fashion 性重視
世の中の動向や人の嗜好は時代とともに変わる
１ .8
コスト優先か性能優先か
ものであり、Fashion 性を無視した製品を開発
性能的に優れた製品でないと多くの販売を期待す
してはならない。特に大衆製品においては外観
ることは出来ない。しかし、またコストが高過ぎて
のデザインが重要である。
も売れない。したがって､自社の過去､現在の設計例
３）技術的可能性の判断
に通暁して､出来るだけ共通部品を使用するととも
他の追随を許さぬ技術的優位性を備えた商品は
に､生産技術部とよく打ち合わせて加工法を研究し､
大きな魅力があり、営業部門は強く無理な要求
加工の難しい設計をしないようにすることなどに
をするものである。しかし、その時点で企業の よって、出来るだけコストを抑える設計をすること
有する技術力ではとても達成し得ないことがあ
が肝要である。
る。夢と現実とは厳に異なるものであり、その
しかしながら、後発メーカーでは､特にコストを
判断は技術者しか出来ない。製品の最終仕様は
犠牲にしても性能を優先して､先ず売れる製品を作
技術者の最高責任者が毅然とした姿勢で決定す り、売れてから真剣にコスト低減を図るべきであ
べきものである。
る。

(つづく)

１ .6
製品開発の順序
小形製品から段階的に大形製品を開発すること
小形製品の開発経験も無く、いきなり世界市場で
競合出来る大形製品を開発することは一般的には
Adventure である。小形製品では開発費も少なく、
失敗を恐れずに積極的に難しい技術に挑戦すること
が出来、徹底的な実験研究を行う事により、大形製
品開発のための貴重な技術を把握することが出来
る。小形製品を着実に商品化して、逐次大形製品を
開発していくことが、最も確実なしかも結果的には
早い方法である。
小形製品でも新しく始めて開発するものは思わぬ
トラブルが起こり、信頼性のある商品として安定す
るまでには相当な時間がかかるものである。 今は
1,500 cc の単車でさえ商品化されており、50 cc の
4 馬力程度の単車開発と言えば、玩具のように簡単
に出来ると思っている人が多いと思うが、最初に開
発した時は色々とトラブルが発生し、なんとか商品
として世に出せるようになるには相当な時間がか
かったものである。
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（1954 年卒 大槻幸雄

川崎重工

社友

hiko0522@ybb.ne.jp)

その２

中国の国情、経済と機械工業
の動向
(第 18 回 京機会関西支部

産学懇話会講演要旨)
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03 年度の消費量： 2.71 億トン
生産量： 2.22 億トン
輸入量： 0.37 億トン
成長率： 51．8%

1979

食糧総生産(億トン)

【中国の鉄鋼業の状況】

鋼の生産量

中国の鋼の生産量

【中国の農業問題−低収入と高価格の矛盾】
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【中国の主な家電製品の生産状況】
発展方向： 高性能化、大型化、プラズマ、液晶な
ど
来年： 普通の速度で成長
中国の主な家電製品の生産量
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【中国の地域発展の問題−人口と GDP
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【その他の機械関連業】
農業機械： 高成長と予測
石油化学関連機械： 高成長
食品機械： 普通の速度（10％台後半）で成長

【中国の農業問題−食糧生産の伸び悩み】
03 年度の実際消費量：
約 4.38 億トン
（消費量＞生産量）

03 年末現在の総人口
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億トン
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【中国の問題−森林の減少と洪水氾濫】
長江連年大洪水
l
温暖化の影響で降水が集中、猛烈化
l
03 年度の GDP

森林の減少、
ダムや湖の面積の減少と土砂
のたまりなどで 貯水能力の低下

対策： 98 年の長江大洪水後、
「退耕還林」策
規模：
分）

【中国の地域発展問題− 1 人当り GDP
】
GDP】

約 720 万ヘクタール （既に実施した

【中国の問題−環境と水の問題】
水不足、 西北部砂漠化深刻：
l
人平均水資源： 世界平均の１／４ （の
2200m3）

l
l

（人平均 <500 m3： 北京、上海、天津、
江蘇）
黄河断流： 90 年台後半ほぼ年々
「南水北調」の巨大工程

【中国の問題−
経済の過熱気味と不動産分野のバブル】
l
l

過剰投資、低レベルでの重複投資
不動産価格の超高速値上がり

【中国の問題−腐敗問題】
03 年度の一人当たり GDP

【中国のエネルギー問題−石油】

l
l

政府部門と役人の腐敗
社会全体の堕落

【まとめ−中国の発展と日本のチャンス】

1990 年代の石油生産量と消費量
93 年から純輸入に転換
01 年度米国の消費量： 約 8．956 億トン
自国生産量：
約 3．527 億トン
01 年度日本の消費量： 約 2．472 億トン

l

人口の大国、巨大な消費市場

l
l

技術レベルの格差と日本のチャンス
中国の人材優勢と有効利用

（平成５年京大工博

方素平 西安交通大学 教授
t.taira‑17310@m2.pbc.ne.jp)
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留学生餅つき大会

恒例の留学生餅つき大会が去る１２月２７日夕刻よ
り、教職員有志主催で行われ、留学生、招聘外国人
学者と教職員、学生の懇親が深められた。

京機短信 寄稿のお願い
投稿，宜しくお願い申し上げます．
宛先は京機会の e‑mail：
keikikai@mech.kyoto‑u.ac.jp です．

内容的問題，すなわち，内容的に公示価値のないも
の，真実と異なる内容のものや，攻撃・誹謗・中傷
的記事，広告的なものなどは，掲載しません．
内容的にＯＫの寄稿については，記事を「京機短信」
の所定ページに収めるための編修的修正をエディ

送信の Subject 名は，「京機短信 yymmdd 著者名」
ターが勝手に行います．ページに収めるための大き
の書式によるものとし，これ以外は受け付けません． さの修正が難しい原稿は自動的に掲載が遅れ，ある
ここに，yy は，西暦の下二桁，mmdd は月日で，必 いは，掲載不能となります
ず半角でなくてはなりません．例えば２００４年８ 発行までの時間的制約，ボランティアとしての編集
月８日に京機花子から送る寄稿メイルは，
「京機短信 実務負荷の限界のため，原則として，発行前の著者
040808京機花子」なる題目のメイルとして京機会事 へのゲラプルーフは行いません．
務に送られねばなりません．匿名，ペンネームの記
事は不可とします．

何卒宜しく。

１。はじめに

論してみたいと考えております。

私たち京機学生会ＳＭＩＬＥは、京機会と学生

今後もこのような企画を継続的に実施し、数多

の双方向に働きかけ、両者をつなぐ役割を担う組

くの人が意見主張を訓練できる場を作っていきた

織として日々活動を行っております。先月はディ

いと考えています。

ベートを企画し、今月末にはキャリアデザイン型
工場見学を予定しています。
２。第 1 回ディベート企画
私たちは研究室、友達との会話、宴会の場など
でたくさんのことを議論しますが、自分の意見の
主張を論理立てて主張し、他の人との意見と戦わ
せる場がなかなかありません。
そこで、社会で活発に議論されている内容を大
学で話し合う場を作ることに目標を掲げ、「まず
はやってみよう」というコンセプトで、１２月２

ディベート企画
３。キャリアデザイン型工場見学企画

１日に第１回ディベート企画を開催しました。今

就職活動を控えたＭ１を対象に、様々な業種の

回は１２名の学生の他、久保先生、松久先生、蓮

企業を見学するキャリアデザイン型工場見学企画

尾先生、田中先生、平岡先生に参加していただき

を実施します。「ひと」「もの」「組織」を現場

ました。昨年マスコミで大きく取り上げられたプ

から体感し企業研究すると同時に、参加者が自身

ロ野球再編問題を用いて「１リーグ制にすべきか

のキャリアについて深く考える場としたいと思っ

２リーグ制にすべきか」というテーマを設定し、

ています。また参加者は１月２９日に行われる京

１リーグ制派と２リーグ制派に分かれてディベー

機会関東支部総会にも出席させて頂く予定です。

トを行いました。認知度が高く私たちも関心の持

日時：１月２７日、２８日、２９日

ちやすいテーマであったため議論も白熱すると考

見学予定先：日産自動車横浜工場、全日空羽田

えていましたが、ディベートのテーマとしては背

整備場、東芝京浜事業所、ＪＦＥスチール東日本

反性に欠け、また問題の絡む事象が複雑すぎて意

製鉄所

見を戦わせるというよりは意見交換の場となって
しまいました。ただ、先生方を含め、ディベート
をしたのが小学校以来という方などディベート経
験者が少なく、本当に難しい企画であったように
思います。「議論しにくい」と感じられた時点で
テーマは間違っていたと言わざるを得ません。
「白
黒決着のつく背反かつ単純な論題」にすべきとい
う声が多かったので、次回は「小学生に携帯電話
が必要か否か」など本当に単純な問題について議

京機会関東支部第 5 回総会
・新年会のご案内
回総会・
関東支部の第 5 回総会・新年会を下記の要領で実施致したくご案内申し上げます。
なお、関東地区以外にお住まいの会員各位のご参加も歓迎いたします。
参加申込は、下記フォームよりお願いたします。
http://www.hi‑ho.ne.jp/dai2seiki/kaigou/kaigo̲top̲frame.html
新年会出席登録者:

http://www.hi‑ho.ne.jp/cgi‑bin/user/dai2seiki/participant.cgi?D64

より多くのご参加を頂くため、
申し込み締め切りを
より多くのご参加を頂くため、申し込み締め切りを
１月２１日（
１月２１日
（金）まで延長させて頂きました。
何卒奮ってご参加の程お願い申し上げます。
同窓会と考えて頂いてご活用下さい。
日 時：平成 17 年 1 月 29 日(土) 16 時〜 20 時
場 所：学士会館
2 階 202 号室(総会)、201 号室(新年会)
〒 101‑6459 東京都千代田区神田錦町 3‑28
電話：03(3292)5936
地下鉄 都営三田線 都営新宿線 東京ﾒﾄﾛ半蔵門線
神保町駅（A9 出口） 徒歩 30 秒

Ⅰ．第 5 回総会
(16 時〜 18 時)
回総会(16
総会での講演
(1)「機械工学門前の小僧」
藤本 孝 先生(S39 年卒、機械物理工学専攻教授)
(2)「原子力におけるレーザ応用技術」
前川 治 氏（S54 年卒、(株)東芝 電力・社会
ｼｽﾃﾑ社 原子力事業部 原子力機器設計部部長）
(18 時〜 20 時)
Ⅱ．平成 17 年新年会
年新年会(18
新年会会費
：8,000 円(平成 6 年以降卒業者は 6,000 円)
新年会会費：
なお、当日は下記ご案内のとおり、リカレント教育講座を開催しますので、あわせてご参加下さい。

第 8 回リカレント教育講座
日
場

時： 平成 17 年 1 月 29 日(土) 13 時 30 分〜 15 時 30 分
所： 学士会館 2 階 202 号室（関東支部総会と同会場）

参加費： 機械系ならびに航空卒業生は無料、卒業生以外は 3,000 円
講

演： 「動」と「静」の解析
− 文化遺産の 3 次元デジタルアーカイブ −
東京大学 大学院情報学環 教授 池内 克史
（S48 京大機械卒）
克史（

文化遺産のデジタルアーカイブは、保存、教育、振興といった面で有用な技術分野である。本講演では、我々
のグループで行っている有形・無形文化財のデジタル化技術について概説する。まず、
「大仏」や「能面」
といった有形文化財の形状をどのようにモデル化するか、色や艶といった見えをどのように再現するか、得
られた文化財のデジタルモデルをどのように違和感なく背景にうめこむかなどの「静」的解析について考
える。また、
「日本舞踊」などの無形文化財などの動きを観察し、それのＣＧやロボットによる再現といっ
た「動」的解析についても説明する。最後にこれらの要素技術を利用して生成された「World Buddha
Library」などのデジタルコンテンツも紹介する
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京機会 中国
・四国支部２００５年総会のご案内
中国・
中国・四国支部２００５年総会を以下の要領で実施いたしたく、ご案内申し上げます。
なお、中国・四国地区以外にお住まいの会員各位のご参加も歓迎いたします。
参加申込は、下記フォームよりお願いたします。
申込〆切 平成 17 年 1 月 17 日(月)
http://www.hi‑ho.ne.jp/dai2seiki/kaigou/kaigo̲top̲frame.html
懇親会出席登録者： http://www.hi‑ho.ne.jp/cgi‑bin/user/dai2seiki/participant.cgi?D65
１．
日 時 平成１７年２月１８日
（金）１３
：００〜１９
：００
１．日
平成１７年２月１８日（
１３：
００〜１９：
場 所 四国電力
（株）原子力保安研修所 ６Ｆ大会議室
２．場
四国電力（
２．
松山市湊町６丁目１の２（TEL：０８９−９４６−９９５７）
３．交 通
松山駅から原子力保安研修所までタクシーで５分程度です。
松山空港から原子力保安研修所までタクシーで２０分程度です。
松山観光港から原子力保安研修所までタクシーで３０分程度です。
４．プログラム
（１）支部総会 １３：１５〜１３：４５
（２）異業種交流会 １３：４５〜１５：１５
＜話題提供＞
・がん病巣への高精度四次元放射線治療装置について
世界初
がん病巣への高精度四次元放射線治療装置について（三菱重工業）
①世界初
世界初・
エアー浮上コンベアについて
②エアー浮上コンベアについて
エアー浮上コンベアについて（宇部興産機械）
リスク情報の保守管理等への活用を目指した取り組みについて
③リスク情報の保守管理等への活用を目指した取り組みについて
リスク情報の保守管理等への活用を目指した取り組みについて（四電）
（３）原子力保安研修所見学 １５：１５〜１６：３０
（４）懇親会 １７：００〜１９：００
会場 ホテルＪＡＬシティ松山（TEL：０８９−９１３−２５８０）
会費 ８ , ０００ 円 （平成５年以前学部卒業の会員）
６ , ０００ 円 （平成６年以降学部卒業の会員）
３ , ０００ 円 （在学生）
会費には宿泊費 約￥７ , ７００（ホテルＪＡＬシティ松山）は含まれておりません。
また、翌１９日（土）はオプションとして、無料で参加いただける伊方原子力発電所、瀬戸ウィンド
ヒル発電所の見学を用意しております。概略工程は次のとおりです。
・ホテルＪＡＬシティ松山のロビーに集合 ７：３０
・貸し切りバスで伊方へ移動（２時間程度）
・伊方ビジターズハウス、伊方原子力発電所見学 ９：３０〜１１：３０
・瀬戸ウィンドヒル発電所見学 １３：００〜１４：００
・貸し切りバスで松山駅へ移動

１６時頃に解散

＜以上の案内の問い合わせ先＞
京機会事務局 段 智子
〒606‑8501 京都市左京区吉田本町
TEL ＆ FAX：075‑753‑5183
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京都大学機械系工学教室内

E‑Mail：keikikai@mech.kyoto‑u.ac.jp

