
 
 

 ☆ つぶやき ☆ 
 

＜JMC 向けゴルファーのつぶやき＞   

 
 2012年 9月 21日 
 

                ㈱ミツワエンジニアリング  
難 波 健 一 

 
ゴルフスウィングを物理学で解き明かすとすれ 

ば、回転運動エネルギーの公式が当てはまると思 
います。 
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回転運動エネルギーが T、回転中心回りの慣性 
モーメントを I、角速度がωです。 
また、クラブの質量を M、回転半径をｒとすると 
慣性モーメントは 
 

          I=1/2 Mｒ2 
 
であることから、回転半径ｒ及び角速度がωの変 
化によって Tが増減することが分かります。 
回転運動エネルギーTを最大にするにはｒとωを 
大きくしたいが、人間の回転能力は個人能力の限 
定的なものであるから、ωを大きくするにはｒを 
小さくする必要があります。そしてインパクト時 
にｒを最大にし、Iを大きくすることが効率を最 
も高めることになります。 
まとめますと、『バックスウィングのトップから 

の切り返しから、ｒを出来るだけ小さく（回転中 
心からグリップとヘッドの距離）し、身体の回転 
でヘッドを加速させながらインパクトでｒを最大 
にする。』これがスウィング理論の基本の１つでは 
ないかという考えに至りました。 
尚、この理論の信ぴょう性についてですが、当 

の私がこの理論を基に現在鋭意取り組んでいます 
ので、結果が出るまでの暫くの間はＪＭＣ内の呟  
きのレベルで御理解をお願いいたします。成果に 
つきましてはいつか機会がありましたら、お知ら 
せさせて頂きたいと思っています。 
 

 
  

 

 

 

今後の予定 
10月 7,8日  九州地区 機械設計技術者 

試験講習会 
20,21日  中部地区 機械設計技術者 

試験講習会 
14,20,27日 関西地区 機械設計技術者 

試験講習会 
11月 初旬 JM club会報誌発行 

中旬代表世話人会 
 

    平成 25年 
 

1月 (予定) 海外視察研修検討会 
2月 公演会又は工場見学・研修会(地区企画) 
3月 15日 代表世話人会 
4月 定時総会準備 
5月 定時総会 
6月 JM club会報紙発行 

 

 

 

  編集後記 
   

    2012年 9月 5日古典の日に関する法律が制 
  定され、11月 1日が古典の日とすることとな 

った。最近偶然にも方丈記を読んでいた。 
  「行く河の流れは絶えずして、しかも元の水に 

あらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消え 
かつ結びて、久しくとどまりたる例なし」 
の書き出しで有名である。今年は方丈記完成か 
ら 800年にあたる年でもあるらしい。方丈記に 
は地震や災害についても書かれており、人は何 
年かすれば、災害を忘れてしまうと言った事も 
書かれている。 
古典の中からも今に生きる知恵を学ぶ事が出 

  来る。これを機会に秋の夜長、古典に親しんで 
  見てはいかがでしょうか。 
   さて、途切れていた会報誌を再開する予定で 

ある。今後会員からの寄稿、各地区の活動状況 
も載せて行きたいと考えている。会員同士の情 
報交換、技術交流の場となる様、紙面構成も考 
えたい。これはと思うアイデアもお寄せ頂きた 
い。 
また、当クラブは機械技術者試験への支援、 

  問題作成等々にも協力しております。 
会員皆様へのご協力をお願いして、編集後記と 
する。 

                  （Y,M記） 
 

               

 

● ＪＭＣ会長就任挨拶  

      
７月に神戸でおこなわれた機械設計技術者クラ

ブ定時総会において上手会長（現相談役）から新

会長として推薦を受け、ＪＭＣの成長と発展に少

しでも寄与できるので有ればとお引き受けするこ  
とになりました。 
あらためてＪＭＣの活動を顧みると会員誌の発

行（現在は休刊中）、各種セミナーや工場見学会の

実施、 海外企業への視察研修ならびに受験者へ

の講習会開催などを行ってまいりました。今後も

ＪＭＣは会員の皆様と共にそれらの活動を実施し

てまいります。 
しかし課題も多く見受けられ会員数は当初より半

減、活動回数や参加人数も減少しているのが現状

です。リーマンショックや欧州金融不安、それと

大震災などにより企業や個人が大変厳しい時代に

直面したことも原因の一つと考えられますが、活

動内容そのものも会員のニーズに合わなくなって

きているのではと危惧いたします。 
   日本の製造業はその革新的な技術力で近隣諸国と

の差別化を図り成長してきました。少なからず

我々技術者もその一端を担ってきたと思います。

しかし近年は中国や韓国の台頭により鉄鋼や造船

など重工業の多くは重厚長大から軽薄短小への転

換を余儀なくされています。通信ツールや情報網

などＩＴ産業もスマートフォンやｉ-ｐａｄなど
のタブレット型コンピューターに代表されるよう

に劇的な変化を遂げ日々進化しています。また基

幹産業として代表的な自動車も内燃機関からハイ

ブリッドやＥＶ車へと急転換の道を歩んでいます。

ほかに電力業界も大震災による原発事故を教訓と

して原子力から自然エネルギーやそれに変わる発

電へと確実に転換し変化をしていく分野だといえ

ます。  
まさしく機械設計に携わるわれわれ技術者にも経

験だけでは補えない新しい時代に対する発想が求

められています。 
領土問題に端を発した近隣諸国との様々な諸問

題も日本の経済や産業界に影響を与えるでしょう。

まさしく日本の未来や世界がどの方向に行くのか、

ＪＭＣでは会員相互の交流により最新技術情報を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共有し機械設計分野への係わりも含めて情報発信 
出来ればより活性化した会の運営に繋がるのでは

と考えています。 
今後は機械設計技術者に要求される時代の変化 

   を察知し活動の方向を定め会の運営にあたりたい 
     と思います。また本来の目的である機械設計技術者 

試験に対する支援活動にも注力し、若年技術者の育 
成と技術の継承を行なって行くことも重要と考え 
ております。 
これからもＪＭＣの活動にご理解いただき、運営 
へのご参加ご協力をお願いいたします。 

 
平成２４年９月２６日 

      日本機械設計技術者クラブ 
        会長 武内弘光 
 

● ＪＭＣ会長退任挨拶  
 

会長を辞するにあたって 

JMC（日本機械設計技術者クラブ）会員ならび 
に関係者の皆様、長きにわたりましてご協力とご支 
援を賜り誠に有難うございました。顧みますれば 
JMCの発展の発足以来１４年、皆様と共に我が国 

 の機械産業の発展を見つめて参りました。私自身約 
 半世紀にわたり産業の原点である機械と英知の結

晶である設計の融合の世界に係われたことをたい 
へん誇りに思うとともに感謝の念でいっぱいです。

ただ、発足の理念と目標を必ずしも満足のいくレベ 
ルに成し得なかったことは残念ではありますし、力 
不足を会長として申し訳なく思う次第です。今後は 
相談役として微力ではありますが、新会長を補佐し 
基本理念の機械設計技術者の技術力向上と相互理

解、交流に努力して参りたいと考えております。 
どうか皆様、新会長のもと一丸となって会の発展、 

運営にご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
最後にこれまでのご厚情に深謝し、皆様のご健康 

を祈念いたしまして私の挨拶とさせていただきま

す。ありがとうございました。 
平成２４年９月吉日 

      日本機械設計技術者クラブ 
       相談役 上手茂明 
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★ ＪＭＣ総会報告 ★ 

 
  兵庫県神戸市にて平成２４年度定時総会、見学会 

懇親会を開催しました。  

  

【定時総会】 

●日時 平成 24 年 7 月 6 日（金） 16:10～16:50 

●会場 兵庫県立美術館 レクチャールーム 

●参加 ２０名 （内会員１６名） 

●議事 ① 平成２３年度事業報告 

         ② 平成２３年度決算報告および平成２４年 

              予算案の承認 

     ③ 機械設計技術者試験対策講習会に付いて 

        の報告 

④ 各地区代表世話人からの報告事項 

⑤ 世話人会にかかる役員交通費の全額支給 

について 

⑥ 役員・相談役の選任・紹介 

   以上、全ての議事について承認をいただきました。 

 

「平成２４年度ＪＭＣ役員」 

会長     武内 弘光（新任） 関西 

副会長    宮崎 雄司（新任） 関東 

代表世話人  滝沢 弘典（重任） 中部 

      高橋 裕司（重任） 中部 

              高橋 宗介（重任） 中四国  

        兼信 圭次（重任） 中四国 

              川瀬 典久（重任） 中四国 

            奥切 武男（重任） 九州 

（兼）監査役 難波 健一（重任）  関西 

 

相談役     上手 茂明（新任）  関西 

 

【見学会】 

    今年度は「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来 

センター」見学会を総会に先立ち行いました。 

 
  「ボランティア説明員の話を聞く参加者」 

 

 

 

 

【懇親会】 

 

    懇親会は定時総会が行われた兵庫県立美術館の２ 

   階にあるレストラン「ラ ピエール ミュゼ」で行わ 

れました。 

  
                「懇親会会場での集合写真」 

 
 

 

■ 代表世話人会実施報告 ■ 
 
日時 : 平成 24 年 8 月 31 日（金） 13:30～16:00  

場所 : 新大阪丸ビル本館 A506 会議室 

出席者数: 9 名 

 

  会議冒頭、13 年間会長を務めた上手茂明前会長に 

武内弘光現会長から記念品が贈呈されました。 

 

   
 
 

 

 

【議題と結果】 

 

① 今後の活動方針（年間スケジュール） 

・休刊中の会報誌 Jmclub を 10 月を目処に発行

する 

・ＪＭＣホームページに「会員のつぶやき」コ

ーナを設け毎月寄稿を募る。 

・関西地区が他地区のモデルになるようなイベ

ントを実施。 

    ・次年度定時総会は 5 月中旬を目処に関東で開 

催。 

② 各地区試験講習会概要 

    現在行われている講習の現状と問題点について 
 議論された。 

③ その他 

・他、海外研修、総会翌日のイベントのあり方 

等についても話し合われた。 

・先に行われた台湾視察旅行の報告が行われた。 

・次回世話人会を 11 月 22 日（大阪）、 

次々回を 3 月 15 日（大阪）に予定。  

 
 

☆ 海外研修報告（台湾）☆                 
 

去る７月２６日から２８日にＪＭＣ関西地区が主

体となり、台湾への工場設備の視察見学会をおこな

った。参加者は総勢１８名、関西を中心に遠くは熊

本、北九州そして名古屋からも３名の会員の参加と

なった。 

   台北空港で合流し、さっそく１日目の工場見学場 

所であるバスで４０分程の新北市にある冠釣機械工 

業有限公司に向かった。冠釣機械工業はＰＵ乾式塗 

布機・ＰＵ湿式合成皮製造機、ＰＶＣ網式合成皮設 

備・ＰＶＣ合成生産設備等を製作されている。 

工場ではＰＵ乾式塗布機を組立て調整をされてい

る最中であった。見学後会議室にて林（りん）理事

長兼総経理から設備説明があった。質問の中に設計

はどうしているのかとの質問に、｢実は設計は５名ほ

どいるが、図面のもともとは日本メーカーのコピー

です。」と堂々と解答されたのには一同笑いと驚き

の表情に変わった。設計図面があれば海外でいくら

でも製作できる。まさしく日本の製造業が直面して

いる状況を改めて感じ取った見学会であった。 

２日目は台北から高雄に新幹線で移動（約９０分）

し,台湾高速鐵路股分有限公司を見学させていただ

いた。 

まず移動の新幹線はＪＲ東海の７００系とまった 

く同じであり日本の新幹線技術をそのまま導入して 

 

 

 

 

 

いた。台湾高速鐵路股分有限公司は神戸の清水設 

計事務所の清水社長の取引関係でのご紹介を頂い 

たもので、工場の内容は台湾新幹線のメンテナン 

スをおこなっている立派な工場であった。質疑の 

中にメンテナンスの技術あるいは取替え部品は全 

て日本製であることを話してくださった。工場の 

設備も鹿島建設が中心となり日本の技術がいかん 

なく取り入れられており、圧巻であった。 

日本の技術をあらためて感心した大変有意義な見 

学会であった。 

ＪＭＣでは過去にも中国大連への設計会社見学 

も実施しています。今後も機会を作って近隣諸国の

工場や施設見学会を実施できたらと思います。 

 

紙面の都合で一部抜粋としました。 

（詳細はＨＰ参照願います。） 

  
                                  

 
      
  

  
         
 


