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研究発表研究発表研究発表研究発表のののの紹介紹介紹介紹介    

＜２００２年７月～２０１１年１１月＞  例会№／開催日 会  場 出 席 者 発 表 内 容 等 第350回 2002年 7月10日  日本電気（株） （港区） 23社27名 (1) 事例・研究発表   「ＳＣＯＲ「ＳＣＯＲ「ＳＣＯＲ「ＳＣＯＲのごのごのごのご紹介紹介紹介紹介」」」」    ････････････････････････日本電気(株) 大石氏 (2) 分科会活動報告 「「「「技術情報管理技術情報管理技術情報管理技術情報管理におけるセキュリティにおけるセキュリティにおけるセキュリティにおけるセキュリティ対策対策対策対策」」」」    ････技術情報分科会リーダー 松前氏 第351回 2002年 9月11日 シャコー(株) （品川区） 20社27名 (1) 分科会活動報告 「「「「設計設計設計設計のののの質質質質をををを高高高高めるめるめるめる新新新新たなたなたなたな視点視点視点視点」」」」    ･･････････････ＳＱＣＤ分科会リーダー 阿部氏 (2) パネルディスカッション 「「「「設計管理設計管理設計管理設計管理のののの近未来像近未来像近未来像近未来像」」」」    ･･･････････････････････････基調講演：川岸会長 パネラー：松前副会長／工藤幹事／林田幹事 進行･司会:阿部副会長 第352回 2002年10月 9日 石川島播磨 重工業(株) （横浜市） 18社32名 (1) 事例・研究発表 「ＳＣＴ（「ＳＣＴ（「ＳＣＴ（「ＳＣＴ（文章完成法文章完成法文章完成法文章完成法テストテストテストテスト））））のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介」」」」    ････････････････････････････････会友 山村氏 「「「「機械類機械類機械類機械類のののの安全性安全性安全性安全性」」」」    ････････････････石川島播磨重工業(株) 松前氏 第353回 2002年11月13日  (株)リコー （大田区） 18社31名 (1) 事例・研究発表    「「「「ユビキタスユビキタスユビキタスユビキタス 3D3D3D3D 情報環境情報環境情報環境情報環境へのソリューションへのソリューションへのソリューションへのソリューション    ～～～～    使使使使えるえるえるえる設計設計設計設計ツールツールツールツール    ～～～～    」」」」    ････････････日立造船情報システム(株) 東  氏 広崎氏 (2) 分科会活動報告 「「「「設計効率化設計効率化設計効率化設計効率化のののの総合的推進総合的推進総合的推進総合的推進」」」」    ･･････････設計作業効率化分科会 顧問 河西氏 第354回 2003年 2月12日  桜井(株) 関東百貨店 健康保険組合 （台東区） 18社28名 (1) 事例・研究発表 「「「「試論試論試論試論；；；；コンピテンシーからみたコンピテンシーからみたコンピテンシーからみたコンピテンシーからみた設計者設計者設計者設計者のののの要件要件要件要件」」」」    ･･････････････････････(株)トキメック 阿部氏 「「「「国際規格国際規格国際規格国際規格のののの最近最近最近最近のののの動向動向動向動向」」」」    ････････････････････････････････会友 宮内氏 第355回 2003年 3月12日 (株)コマツ （小山市） 11社17名 (1) 事例・研究発表 「「「「技術情報技術情報技術情報技術情報をををを駆使駆使駆使駆使したしたしたした戦略的原価低減戦略的原価低減戦略的原価低減戦略的原価低減」」」」    ････････････････････日本ユニシス(株) 柴田氏 「「「「エマエマエマエマルジョンルジョンルジョンルジョン燃料燃料燃料燃料ディーゼルエンジンディーゼルエンジンディーゼルエンジンディーゼルエンジン開発開発開発開発」」」」 ････････････････(株)アイ・ピー・エー 渡辺氏 (2) 工場見学 (株)コマツ 小山工場 
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 例会№／開催日 会  場 出 席 者 発 表 内 容 等 第356回 2003年 4月 9日  富士電機(株)  (川崎市) 18社30名 (1) 事例・研究発表 「「「「職業能力開発職業能力開発職業能力開発職業能力開発へのへのへのへのeeeeラーニングラーニングラーニングラーニング適用適用適用適用」」」」    ････････････日立造船情報システム(株) 林田氏   「「「「３３３３次元次元次元次元CADCADCADCADからからからから手配手配手配手配システムへのシステムへのシステムへのシステムへの連携連携連携連携システムシステムシステムシステム」」」」    ････････････････････････三菱電機(株) 岩本氏 (2) 工場見学 富士電機（株）タービン製造ライン 第357回 2003年 5月14日   東京電力トゥィニー・ヨコハマ (横浜市) 11社21名 (1) 分科会活動報告   「「「「情報情報情報情報セキュリティマネジメントセキュリティマネジメントセキュリティマネジメントセキュリティマネジメント規格規格規格規格のののの概要概要概要概要」」」」    ･･････････････技術情報分科会リーダー 松前氏 (2) 工場見学 東京電力 横浜火力発電所 第358回 2003年 6月11日  キヤノン販売(株) （港区） 21社53名 (1) 事例・研究発表 「「「「CADCADCADCAD データデータデータデータ交換処理効率向上交換処理効率向上交換処理効率向上交換処理効率向上によるによるによるによる CECECECE 推進推進推進推進へのへのへのへの試試試試みみみみ」」」」    ･･･････････････････ヤマハ発動機(株)  村上氏 「「「「設計部門設計部門設計部門設計部門におけるナレッジマネジメントのにおけるナレッジマネジメントのにおけるナレッジマネジメントのにおけるナレッジマネジメントの実践実践実践実践とビジネスプロセスのとビジネスプロセスのとビジネスプロセスのとビジネスプロセスの効率化効率化効率化効率化」」」」    ････････････････････キヤノン販売(株) 関矢氏 (2) ショールーム見学     キヤノン ＰＬＡＺＡ S ビジネスゾーン 第359回 2003年 7月 9日 (株)荏原製作所 （大田区） 26社34名 (1) 事例・研究発表 「「「「デジタルデジタルデジタルデジタル時代時代時代時代のののの挑戦課題挑戦課題挑戦課題挑戦課題：：：：電子文書管理電子文書管理電子文書管理電子文書管理のののの課題課題課題課題    」」」」    ･････････(社)日本画像情報ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ協会 柿崎氏 「「「「３３３３次元次元次元次元CADCADCADCADとととと解析解析解析解析・シミュレーション・シミュレーション・シミュレーション・シミュレーション」」」」    ･･････････････････････(株)荏原製作所 志賀氏 第360回 2003年 9月10日 ダ イ ヤ ミ ッ ク(株) （新宿区） 25社27名 (1) 事例・研究発表 「「「「図面図面図面図面のののの著作権著作権著作権著作権」」」」    ････････中村コンサルティングセンター 中村氏 (2) 分科会活動報告 「「「「リーダーシップからみたリーダーシップからみたリーダーシップからみたリーダーシップからみた製品設計課長製品設計課長製品設計課長製品設計課長のののの要件要件要件要件」」」」    ･･･････････････ＳＱＣＤ分科会リーダー 阿部氏 第361回 2003年10月 8日 シャコー(株) (品川区) 23社27名 (1) 事例・研究発表 「「「「設計技術者設計技術者設計技術者設計技術者のののの教育教育教育教育とそのとそのとそのとその将来問題将来問題将来問題将来問題」」」」    ････････････････････････････････会友 新井氏 「「「「設計手配計画管理業務設計手配計画管理業務設計手配計画管理業務設計手配計画管理業務のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの課題課題課題課題」」」」        ･･････････････････････日産自動車(株) 松村氏 第362回 2003年11月12日 川崎市教育 文化会館 （川崎市） 30社41名 (1) 事例・研究発表 「「「「リコーリコーリコーリコー技術情報管理技術情報管理技術情報管理技術情報管理システムのシステムのシステムのシステムの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの        展開展開展開展開」」」」    ･･･････････････････････････(株)リコー 磯崎氏 (2) 分科会活動報告 「「「「国内企業国内企業国内企業国内企業におけるゼロエミッションにおけるゼロエミッションにおけるゼロエミッションにおけるゼロエミッション導入事例導入事例導入事例導入事例とととと    ＥＵＥＵＥＵＥＵ諸国諸国諸国諸国のののの３３３３ＲＲＲＲ事情事情事情事情のののの調査報告調査報告調査報告調査報告」」」」    ･･･････････設計作業効率化分科会 会友 山村氏 
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例会№／開催日 会  場 出 席 者 発 表 内 容 等 第363回 2004年 2月12日  富士ゼロックス（株） （港区） 31社41名 (1) 事例・研究発表 「「「「3D3D3D3Dデータをデータをデータをデータを利用利用利用利用したしたしたした企業企業企業企業プロセスプロセスプロセスプロセス変革変革変革変革－－－－軽量軽量軽量軽量XVLXVLXVLXVLデータのデータのデータのデータの活用活用活用活用－」－」－」－」    ･･･････････ラティス・テクノロジー(株) 鳥谷氏   「「「「eeee----調達調達調達調達によるプロセスによるプロセスによるプロセスによるプロセス革新革新革新革新のののの推進推進推進推進」」」」    ･･････････････････ 富士ゼロックス(株) 青木氏  第364回 2004年 3月10日 桂川電機(株) （大田区） 26社33名 (1) 事例・研究発表 「「「「機械機械機械機械のののの国際安全規格国際安全規格国際安全規格国際安全規格とととと日本日本日本日本」」」」    ････････････････ＮＰＯ安全工学研究所 加部氏 シュメザール日本支社 長塩氏 「「「「ペーパーレスペーパーレスペーパーレスペーパーレス時代時代時代時代のののの設計原図設計原図設計原図設計原図とそのとそのとそのとその保管保管保管保管」」」」    ････････････････････(株)ケイアイピー 笹隈氏 第365回 2004年 4月14日 三菱電機(株) （中央区） 22社35名 (1) 事例・研究発表 「「「「電子部品情報電子部品情報電子部品情報電子部品情報のののの設計段階活設計段階活設計段階活設計段階活用用用用」」」」    ････････････････････････三菱電機(株) 鬼山氏 (2) 分科会活動報告 「「「「環境配慮型設計環境配慮型設計環境配慮型設計環境配慮型設計」」」」    ･･････････環境対応設計研究部会 会友 宮内氏 第366回 2004年 5月12日 桜井(株) （台東区） 30社37名 (1) 事例・研究発表 「「「「3333次元次元次元次元CADCADCADCADをををを活用活用活用活用したしたしたした設計作業設計作業設計作業設計作業のののの効率化効率化効率化効率化」」」」    ･････････････（株）アイ・ピー・エー 澤田氏   「「「「設計業務設計業務設計業務設計業務におけるナレッジにおけるナレッジにおけるナレッジにおけるナレッジ抽出手法抽出手法抽出手法抽出手法とととと教育研修教育研修教育研修教育研修のののの体系体系体系体系にににに関関関関するするするする考察考察考察考察」」」」    ･････････日立造船情報システム（株） 永冨氏 第367回 2004年 6月9日 日 本 ユ ニ シ ス(株) （江東区） 26社34名 (1) 事例・研究発表   「「「「環境負荷物質報告環境負荷物質報告環境負荷物質報告環境負荷物質報告へのへのへのへの対応対応対応対応をををを効率的効率的効率的効率的・・・・省力的省力的省力的省力的にににに実実実実践践践践するシステムするシステムするシステムするシステム」」」」    ･･･････････････････日本ユニシス(株) 柴田氏 「「「「設計付帯業務設計付帯業務設計付帯業務設計付帯業務のののの効率化効率化効率化効率化」」」」    ･････････････････････黒田精工(株) 窪田氏 第368回 2004年 7月14日 東京都立 産業技術研究所 (世田谷区) 16社18名 (1) 施設見学   「「「「東京都立技術産業研究所東京都立技術産業研究所東京都立技術産業研究所東京都立技術産業研究所のののの技術紹介技術紹介技術紹介技術紹介」」」」    ａ）放射線の利用について ･････････････放射線安全管理担当 武藤氏 ｂ）イオン加速器を利用した表面改質 ･････････放射線応用技術グループ 谷口氏   ｃ）アイソトープトレーサ法の産業利用 ･････････放射線応用技術グループ 谷崎氏 「「「「施設見学施設見学施設見学施設見学」」」」    「「「「情報交換情報交換情報交換情報交換会会会会」」」」    第369回 2004年 9月 8日 シャコー(株)  (品川区) 32社46名 (1) 事例・研究発表   「「「「設計設計設計設計でででで行行行行ううううディスディスディスディスクサイドクサイドクサイドクサイド試作試作試作試作」」」」    ･･･････････････････････三和工機(株) 伊藤氏   「「「「設計設計設計設計アウアウアウアウトソーシングシステムへのトソーシングシステムへのトソーシングシステムへのトソーシングシステムへの新新新新たなたなたなたな    取組取組取組取組みみみみ」」」」    ･･･････････(株)富士テクノサービス 山王丸氏 (株)アドイン研究所  中村氏 
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 例会№／開催日 会  場 出 席 者 発 表 内 容 等 第370回 2004年10月13日 三 菱 重 工 業(株) （相模原市) 26社34名 (1) 事例・研究発表   「「「「仮想仮想仮想仮想メメメメカカカカをををを活用活用活用活用したしたしたした組込組込組込組込みシステムみシステムみシステムみシステム開発開発開発開発ツールツールツールツール    VVVVisualisualisualisual    MMMMeeeechchchchのののの紹介紹介紹介紹介」」」」    ･･･････････････(株)ｲﾝﾀｰ･ﾃﾞｻﾞｲﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 本橋氏       ｢｢｢｢ISOISOISOISO    14001140011400114001 にににに基基基基づくづくづくづくグリーングリーングリーングリーン調達調達調達調達とととと設計部門設計部門設計部門設計部門のののの対対対対応応応応」」」」                                                                                                    ･････････････････････････････････顧問 阿部氏 第371回 2004年11月10日 キヤノン販売(株) （港区） 25社29名 (1) 事例・研究発表         「「「「３３３３次元設計次元設計次元設計次元設計からからからから３３３３次元次元次元次元協協協協調設計調設計調設計調設計へのへのへのへの展開展開展開展開」」」」    ････････････キヤノンソフトウェア(株)  吉成氏   「「「「空気圧空気圧空気圧空気圧システムのシステムのシステムのシステムの省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー」」」」    ･････････････････････････････････会友 中西氏 (2) ショールーム見学：キヤノン販売(株) 第372回 2005年 2月 9日 川崎市 教育文化会館 （川崎市） 22社30名 (1) 事例・研究発表   「「「「ｅｅｅｅ－－－－文書法文書法文書法文書法とととと文書情報文書情報文書情報文書情報のののの管理管理管理管理ののののありありありあり方方方方」」」」    ･･････････(社)日本画像情報ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ協会 柿崎氏 「「「「エンジニエンジニエンジニエンジニアアアアリングリングリングリング    ドドドドキュメントキュメントキュメントキュメント    ソリューションソリューションソリューションソリューション((((EDEDEDEDS)S)S)S)」」」」    ･････････････････････(株)シンクネット 嶋崎氏 第373回 2005年 3月 9日  富士ゼロックス(株) （世田谷区） 17社23名 (1) 事例・研究発表   「「「「部品部品部品部品種種種種類類類類のののの自自自自動動動動算算算算出出出出&&&&最適化最適化最適化最適化とととと部品部品部品部品表表表表作成作成作成作成のののの設計設計設計設計支支支支援援援援システムシステムシステムシステムのののの紹介紹介紹介紹介」」」」    ･････････(株)アライドエンジニアリング 平田氏 「「「「eeeeラーニングをラーニングをラーニングをラーニングを利用利用利用利用 ISO14001ISO14001ISO14001ISO14001教育教育教育教育」」」」    ･････････････････日立電子サービス(株) 三宅氏 第374回 2005年4月13日   神奈川県 産業技術総合研究所 （海老名市） 17社26名 (1) 事例・研究発表 「「「「災害救助災害救助災害救助災害救助用用用用ジジジジャャャャッキのッキのッキのッキの開発開発開発開発」」」」    ･･･････････神奈川県産業技術総合研究所 萩原氏   「「「「人人人人力力力力をををを用用用用いいいいたたたた空気圧救助空気圧救助空気圧救助空気圧救助機機機機器器器器のののの開発開発開発開発」」」」        ･･･････････神奈川県産業技術総合研究所 阿部氏 (2) 施設見学 ：神奈川県産業技術総合研究所 人工気象室、半無響室、ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ技術、金属材料・材料試験装置 第375回 2005年 5月11日  (株)リコー （大田区） 14社20名 (1) 事例・研究発表   「「「「図面図面図面図面閲覧閲覧閲覧閲覧システムのグローシステムのグローシステムのグローシステムのグローババババルルルル対応対応対応対応」」」」    ･････････････････ヤマハ発動機株式会社 高島氏 (2) 分科会活動報告 「「「「循循循循環型環型環型環型社会社会社会社会にににに対対対対するするするする設計技術者設計技術者設計技術者設計技術者のののの対応対応対応対応」」」」    ･････････････････環境対応設計研究部会 西山氏 第376回 2005年 6月10日 東京都立 産業技術 高等専門学校 （大田区） 11社17名 (1) 事例・研究発表 「「「「生生生生産産産産システムシステムシステムシステム工工工工学学学学科科科科におけるコンピュータにおけるコンピュータにおけるコンピュータにおけるコンピュータ利用教利用教利用教利用教育育育育」」」」    ･･･････東京都立産業技術高等専門学校 朝比奈氏 「「「「技術情報技術情報技術情報技術情報システムシステムシステムシステム教育教育教育教育」」」」    ･････････東京都立産業技術高等専門学校 大高氏 「「「「管理情報管理情報管理情報管理情報システムシステムシステムシステム教育教育教育教育」」」」    ･････････東京都立産業技術高等専門学校 松本氏 
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例会№／開催日 会  場 出 席 者 発 表 内 容 等 第376回 2005年 6月10日 東京都立 産業技術 高等専門学校 （大田区） 11社17名   「「「「生生生生産産産産制御制御制御制御システムシステムシステムシステム教育教育教育教育」」」」    ･････････東京都立産業技術高等専門学校 富永氏 (2) 関連施設見学 ３次元ＣＡＤ（PRO-E、SolidＷORK等）、CAE、CAM、光造形システム、粉体固化式造形システム（３次元プロッタ）、バーチャル造形システム、３次元デジタイザー 第377回 2005年 7月13日 (株)フォトロン (千代田区) 16社25名 (1) 事例・研究発表 「「「「CACACACATITITITIAAAA技術者教育技術者教育技術者教育技術者教育へのへのへのへのeeeeラーニングラーニングラーニングラーニング適用適用適用適用」」」」    ･････････････日立造船情報システム(株) 林田氏 「「「「設計環境設計環境設計環境設計環境のののの変革変革変革変革とととと設計技術設計技術設計技術設計技術のののの支援方支援方支援方支援方法法法法」」」」    ･････････････････････････武蔵工業大学 平野氏 第378回 2005年 9月14日  石川島播磨 重工業㈱  （横浜市） 14社19名 (1) 事例・研究発表 「「「「IHIIHIIHIIHIにおけるにおけるにおけるにおける技術教育技術教育技術教育技術教育」」」」    ･････････････････石川島播磨重工業(株) 大森氏 「「「「リリリリサイクサイクサイクサイクルルルル設計設計設計設計とととと社社社社内内内内標準標準標準標準化化化化のののの課題課題課題課題」」」」    ･････････････････････････････････会友 宮内氏 第379回 2005年10月12日     
(株)れいめい ミューザ川崎（川崎市）    

19社28名      
(1) 事例・研究発表   「「「「製品製品製品製品のののの環境負荷物質環境負荷物質環境負荷物質環境負荷物質含有含有含有含有管理管理管理管理のののの現状現状現状現状とととと対応対応対応対応システシステシステシステムムムム」」」」    ･･･････日本ユニシスソリューション(株) 谷尾氏   「「「「ISO9004ISO9004ISO9004ISO9004によるによるによるによる設計効率化設計効率化設計効率化設計効率化のののの実現実現実現実現」」」」    ･････････････････････････････････顧問 阿部氏 第380回 2005年11月 9日  シャコー(株) （品川区） 13社23名 (1) 事例・研究発表   「「「「部品部品部品部品表表表表情報情報情報情報のグローのグローのグローのグローババババルルルル共有共有共有共有」」」」    ･･･････････････････････株式会社コマツ 横堀氏 (2) パネルディスカッション   「「「「『『『『環環環環境対応境対応境対応境対応』』』』とととと『『『『企業企業企業企業』』』』のののの関関関関わりわりわりわり」」」」    ････････パネラー 環境対応設計研究部会 宮内氏 谷尾氏 西山氏 第381回 2006年 2月 8日       

富士ゼロックス(株) （世田谷区） 20社27名 (1) 事例・研究発表   「「「「グローグローグローグローババババルルルル戦略戦略戦略戦略にににに対応対応対応対応したしたしたした富士富士富士富士ゼロッゼロッゼロッゼロッククククスのトレスのトレスのトレスのトレーーーーササササビリティビリティビリティビリティ」」」」    ･･･････････････････富士ゼロックス(株) 杉山氏   「「「「設計設計設計設計・・・・解析解析解析解析ネットネットネットネットワワワワーーーーククククソリューションのごソリューションのごソリューションのごソリューションのご紹介紹介紹介紹介」」」」    ････           アライドテレシス(株) 福永氏   「「「「解析解析解析解析 PPPPCCCCシステムにシステムにシステムにシステムについてついてついてついて」」」」    ･････････････アイチ情報システム(株) 南谷氏 第382回 2006年 3月 8日 小松フォークリフト(株) （小山市） 16社24名 (1) 事例・研究発表   「小松リフトにおける 3D-CAD 活用による開発事例」 ･･････････････小松フォークリフト(株)   奥野氏   「RoHS，WEEE，EuP指令と設計部門の対応」 ･････････････････････････････････顧問  阿部氏 (2) 工場見学    小松フォークリフト(株) フォークリフト工場  
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例会№／開催日 会  場 出 席 者 発 表 内 容 等 第383回 2006年 4月12日 住友３Ｍカスタマーテクニカルセンター （相模原市） 13社21名 (1) 企業紹介   「「「「住友住友住友住友スリーエムスリーエムスリーエムスリーエム㈱㈱㈱㈱のののの経営経営経営経営ビジョンビジョンビジョンビジョン」」」」    ････････････････････････････センター長 岡野氏 (2) カスタマーテクニカルセンターの見学 第384回 2006年5月10日  富士電機システムズ(株) （川崎市） 16社24名 (1) 事例・研究発表       ｢｢｢｢統統統統合図面管理合図面管理合図面管理合図面管理システムによるシステムによるシステムによるシステムによる設計業務設計業務設計業務設計業務支援支援支援支援｣｣｣｣    ･･････････････富士電機情報サービス(株) 井沢氏 (2) 工場見学 富士電機システムズ(株)川崎工場タービン工場 第385回 2006年 6月14日  東京ビッグサイト （江東区） 13社25名 (1) 事例・研究発表   「「「「職務発職務発職務発職務発明明明明にににについてついてついてついて」」」」    ･････････････････････････黒田精工(株) 窪田氏 (2) 分科会活動報告   「「「「技術者教育技術者教育技術者教育技術者教育のののの実実実実態態態態調査調査調査調査とととと教育教育教育教育のののの先端先端先端先端ITITITIT技術技術技術技術」」」」    ･････････････････････････教育研究部会 竹田氏 第386回 2006年 7月12日 シャコー(株)（品川区） 14社23名 (1) 事例・研究発表      「「「「環境負荷物質環境負荷物質環境負荷物質環境負荷物質含有含有含有含有管理管理管理管理のののの動向動向動向動向とととと企業企業企業企業のののの対応対応対応対応」」」」    ･･･････日本ユニシスソリューション(株) 工藤氏 「「「「現現現現場場場場力力力力アアアアップのップのップのップの戦略戦略戦略戦略とステップとステップとステップとステップ」」」」    ･････････････････････････････････会友 宮内氏 (2) ショールーム見学     シャコー(株) 第387回 2006年 9月13日 石川島播磨重工業(株) （横浜市） 21社25名 (1) 事例・研究発表 「「「「高高高高速検索表示速検索表示速検索表示速検索表示システムシステムシステムシステム導入導入導入導入によるによるによるによる技術情報技術情報技術情報技術情報のののの有有有有効効効効活用活用活用活用」」」」    ････････････････････････････････コマツ 中西氏    「「「「グループグループグループグループ共通共通共通共通のののの設計設計設計設計・・・・製製製製造造造造向向向向けけけけＩＩＩＩＴＴＴＴツールツールツールツール基盤基盤基盤基盤：：：：エエエエンジニンジニンジニンジニアアアアリングプラットリングプラットリングプラットリングプラットフォフォフォフォームのームのームのームの紹介紹介紹介紹介」」」」    ･････････････････石川島播磨重工業(株) 大槻氏 第388回 2006年10月11日  (株)れいめい ミューザ川崎 （川崎市） 18社29名 (1) 事例・研究発表 「「「「CCCCompliancompliancompliancomplianceeeeとととと技術技術技術技術情報情報情報情報のののの保保保保存存存存」」」」    ･････････････････････(株)ケイアイピー 笹隈氏   「「「「製製製製造造造造業業業業におけるにおけるにおけるにおけるeeeeラーニングのラーニングのラーニングのラーニングの活用事例活用事例活用事例活用事例」」」」    ･･NTTデータエンジニアリングシステムズ  林田氏 第389回 2006年11月 8日  三和工機(株) （府中市） 15社26名 (1) 事例・研究発表   「技術系アウトソーシングの新活用」 ････････････････････････三和工機(株)  工藤氏 (2) 分科会活動報告 「設計者などの技術者教育における現状の問題分析とその解決」 ･････････････････････････････教育部会 竹田氏 第390回 2007年 2月14日 富士ゼロック ス(株) （港区） 15社22名 (1) 事例・研究発表   「富士ゼロックスの国際資源循環システムの構築」 ･･･････････････････富士ゼロックス(株) 長谷川   「福祉機器の設計方法に関する研究調査について」 ･････････････････････････武蔵工業大学 平野氏   
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例会№／開催日 会  場 出 席 者 発 表 内 容 等 第391回 2007年 3月14日  (株)アマダ （伊勢原市） 20社35名 (1) 事例・研究発表 「「「「環境情報管理環境情報管理環境情報管理環境情報管理ソリューションソリューションソリューションソリューションＥＣＯＥＣＯＥＣＯＥＣＯＤＤＤＤＵＣＥＵＣＥＵＣＥＵＣＥににににつつつついていていていて」」」」    ･(株)富士通長野システムエンジニアリング荒木氏 (2) アマダ展示場見学 第392回 2007年 4月11日 (株)ケイアイピー  （大田区） 16社27名 (1) 事例・研究発表 「「「「技術情報技術情報技術情報技術情報アアアアーーーーカイブカイブカイブカイブにににについてついてついてついて」」」」    ･････････････････････(株)ケイアイピー 笹隈氏 「「「「コマツコマツコマツコマツ製品製品製品製品のののの取扱取扱取扱取扱いいいい説明説明説明説明書書書書制制制制作作作作プロセスとシステプロセスとシステプロセスとシステプロセスとシステムのムのムのムの紹介紹介紹介紹介」」」」    ･･･････････コマツゼネラルサービス(株) 河合氏 坂本氏 第393回 2007年 5月 9日 ヤマハ発動機(株) （磐田市） 13社22名 (1) 事例・研究発表 「「「「海海海海外工場外工場外工場外工場ででででのののの技術規技術規技術規技術規定運定運定運定運用用用用改善改善改善改善にににについてついてついてついて」」」」    ･････････････････････ヤマハ発動機(株) 相原氏 (2) 工場見学 ヤマハ発動機(株)大型ＭＣ組立工場 第394回 2007年 6月13日 東京ビックサイト （江東区） 24社34名 (1) 事例・研究発表 「「「「紙紙紙紙でででで自自自自動動動動車車車車をををを作作作作るるるる！！！！そしそしそしそしてててて電電電電気自気自気自気自動動動動車車車車のののの大会大会大会大会へへへへ」」」」    ･････････････････････････････埼玉大学 大滝氏 「「「「RRRREACEACEACEACHHHH規規規規制制制制とととと日本日本日本日本のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」    ･･････････････････････日本ユニシス(株) 谷尾氏 第 395 回 2007年 7月11日 三菱重工相模原製作所（株）  （相模原市）     
13社19名 (1) 事例・研究発表 「「「「技術系新入技術系新入技術系新入技術系新入社員社員社員社員のののの傾傾傾傾向向向向とととと教育教育教育教育システムシステムシステムシステム」」」」    ･･･････････････････････････三菱重工(株)松田氏 「「「「環境問題環境問題環境問題環境問題がががが経営経営経営経営ににににイイイインパンパンパンパククククトトトト」」」」    ･････････････････････････････会友 宮内氏 (2) 工場見学 ビジタールームにおいて紹介ビデオ 第 396 回 2007年 9月12日    （株）ＩＨＩ 横浜工場  （横浜市） 17社26名  (1)事例・研究発表 「「「「（（（（株株株株））））ＩＨＩＩＨＩＩＨＩＩＨＩののののＶＶＶＶＥＥＥＥ活動活動活動活動のののの特徴特徴特徴特徴とととと定着定着定着定着にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」    ･･･････････････････････････(株)ＩＨＩ 松澤氏 「「「「設計環境設計環境設計環境設計環境ででででシンシンシンシンククククラララライアイアイアイアントントントント適用適用適用適用」」」」    ･･････････(株)ＮＴＴデータエンジニアリング システムズ 林田氏 第 397 回 2007年 10月12日     

都立産業技術工等専門学校（大田区） 16社24名 (1)事例・研究発表 「「「「高高高高専専専専におけるにおけるにおけるにおける３３３３次元次元次元次元ＣＣＣＣＡＤＡＤＡＤＡＤ教育教育教育教育ののののありありありあり方方方方」」」」    ･･･････････････････････････都立高専 朝比奈氏 「「「「イイイイタリタリタリタリアアアアのののの企業企業企業企業経営経営経営経営    ブブブブランランランランドドドドととととデデデデザイザイザイザインのンのンのンの視点視点視点視点からからからから」」」」    ･････････････････････････････都立高専 遠山氏 第 398 回 2007年 11月14日  コマツ本社 （港区） 20社32名 (1)事例・研究発表 「「「「循循循循環型環型環型環型社会社会社会社会にににに対対対対するするするする設計技術者設計技術者設計技術者設計技術者のののの対応対応対応対応」」」」PartPartPartPartⅡⅡⅡⅡ    ･･････････････････(株)アイ・ピー・エー 西山氏    
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例会№／開催日 会  場 出 席 者 発 表 内 容 等 第 399 回 2008年 2月13日     
富士ゼロックス㈱ （横浜市） 19社30名 (1)事例・研究発表 「「「「事業事業事業事業貢貢貢貢献献献献にににに直結直結直結直結するするするする現現現現場主場主場主場主導型導型導型導型 eeee ラーニングのラーニングのラーニングのラーニングの展展展展開開開開」」」」    ･･････････････････････富士ゼロックス㈱ 遠藤氏 「「「「何故何故何故何故いまいまいまいま武士道武士道武士道武士道なのかなのかなのかなのか    ‐‐‐‐設計設計設計設計・・・・生生生生産産産産のののの現現現現場場場場をををを俯瞰俯瞰俯瞰俯瞰するするするする‐‐‐‐」」」」    ･･････････････････････････武蔵工業大学 平野氏 第 400 回 2008年 3月12日     
㈱ケイアイピー （大田区） 19社36名 (1)事例・研究発表 「「「「環境報告書環境報告書環境報告書環境報告書にににに見見見見るるるる対応対応対応対応ポイポイポイポイントントントント」」」」    ･･････････････････････････････････会友 宮内氏 「「「「内部内部内部内部統制統制統制統制システムのシステムのシステムのシステムの構築構築構築構築とととと設計部門設計部門設計部門設計部門のののの対応対応対応対応」」」」    ･･････････････････････････････････顧問 阿部氏 (2)製品紹介 ｢｢｢｢開発現開発現開発現開発現場場場場におけるにおけるにおけるにおける情報情報情報情報共有共有共有共有、、、、コラコラコラコラボボボボレーションレーションレーションレーション支支支支援援援援ツールツールツールツール‐‐‐‐ＳＳＳＳｈａｒｅｄＰｒｏｈａｒｅｄＰｒｏｈａｒｅｄＰｒｏｈａｒｅｄＰｒｏ‐‐‐‐ごごごご紹介紹介紹介紹介」」」」    ･････････････････････日本ユニシス㈱ 加治屋氏 第 401 回 2008年 4月9日     
㈱フォトロン （千代田区） 14社21名 (1)事例・研究発表 「「「「形形形形状状状状データをデータをデータをデータを利用利用利用利用したしたしたした類類類類似似似似部品部品部品部品検索検索検索検索““““GGGGeeeeolusolusolusolus    SSSSeeeearcharcharcharch””””」」」」    ････････････････････････････㈱ＭＣＯＲ 加藤氏                      辻氏 「「「「フォフォフォフォトロンのトロンのトロンのトロンの製製製製造造造造業業業業にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」    ･･････････㈱フォトロン ＣＡＤソリューション部 第 402 回 2008年 5月14日    ㈱アマダ （伊勢原市） 14社21名 (1)事例・研究発表 「「「「ITITITIT時代時代時代時代のののの技術情報技術情報技術情報技術情報記録記録記録記録保保保保存存存存戦略戦略戦略戦略」」」」    ････････････････････････㈱ケイアイピー 笹隈氏 「「「「デジタルデジタルデジタルデジタルももももののののづくりづくりづくりづくりのののの開発上開発上開発上開発上流流流流へのへのへのへの展開展開展開展開」」」」    ･･････････････････････････････㈱アマダ 小林氏 第 403 回 2008年 6月18日     
東京ビッグサイト （江東区） 18社29名 (1)事例・研究発表 「「「「三三三三次元次元次元次元ＣＣＣＣＡＤＡＤＡＤＡＤのののの活用状活用状活用状活用状態態態態にににに関関関関するするするする企業企業企業企業のののの実実実実態態態態調査調査調査調査とととと考察考察考察考察」」」」    ･･････････････････････････武蔵工業大学 平野氏 「「「「コマツコマツコマツコマツ開発部門開発部門開発部門開発部門のののの環境対応環境対応環境対応環境対応にににについてついてついてついて」」」」    ････････････････････････････････コマツ 出浦氏 第 404 回 2008年 7月9日     
㈱れいめい ミューザ川崎 （川崎市） 16社26名 (1)事例・研究発表 「「「「安全安全安全安全とととと安安安安心心心心（（（（製品安全製品安全製品安全製品安全のののの観観観観点点点点からからからから）」）」）」）」    ･･････････････････････････････㈱ＩＨＩ 松前氏 「「「「日本日本日本日本ユニシスユニシスユニシスユニシス････エエエエククククセリューションセリューションセリューションセリューションズズズズののののももももののののつくつくつくつくりりりり支援支援支援支援」」」」    ････日本ユニシス･エクセリューションズ㈱ 田村氏                     宮尾氏 第 405 回 2008年 9月10日    ㈱トプコン （板橋区） 18社29名 (1)事例・研究発表 「「「「株式会社株式会社株式会社株式会社トプコンにおけるトプコンにおけるトプコンにおけるトプコンにおける上上上上流流流流からからからから下流下流下流下流までまでまでまで一貫一貫一貫一貫したソしたソしたソしたソフフフフトトトトウウウウエエエエアアアア開発開発開発開発プロセスプロセスプロセスプロセス改改改改革革革革」」」」    ････････････････････････････㈱トプコン 大木氏 (2) トプコン 工場見学、ショールーム見学     
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例会№／開催日 会  場 出 席 者 発 表 内 容 等 第 406 回 2008年 10月8日     
㈱荏原製作所 （世田谷区） 14社31名 (1)事例・研究発表 「「「「大大大大型型型型ポポポポンプのンプのンプのンプの生生生生産活動産活動産活動産活動におけるにおけるにおけるにおけるＬＬＬＬＣＣＣＣＡＡＡＡ」」」」    ･･････････････････････････㈱荏原製作所 江藤氏 「「「「『『『『技術者教育技術者教育技術者教育技術者教育におけるにおけるにおけるにおけるeeee----ラーニングのラーニングのラーニングのラーニングの活用活用活用活用』』』』にににについついついついててててののののアアアアンンンンケケケケートートートート調査調査調査調査のののの結果結果結果結果報告報告報告報告」」」」    ･･････････････････････････････教育部会 小山氏                     川岸氏 第 407 回 2008年 11月12日     
コマツ 茨城工場 （ひたちなか市） 21社37名 (1) 事例・研究発表 パネルディスカッション 「「「「技術技術技術技術のののの伝承伝承伝承伝承ととととアウアウアウアウトソーシングのトソーシングのトソーシングのトソーシングの活用活用活用活用にににについてついてついてついて」」」」    ････････････････････㈱アイ・ピー・エー 澤田氏 パネラー参加企業：三和工機、ＭＣＯＲ、アビスト、富士テクノ、三菱重工業、三菱電機、コマツ 「「「「図面図面図面図面のペーパレスのペーパレスのペーパレスのペーパレス化化化化とととと認証認証認証認証システムにシステムにシステムにシステムについてついてついてついて」」」」    ････････････････････････････････コマツ 横堀氏 パネラー参加企業：ヤマハ発動機、ＩＨＩ、アマダ、ＫＩＰ、トプコン、日本ユニシス･エクセリューションズ、コマツ (2)工場見学 コマツ茨城工場 大型建機組立ライン 第 408 回 2009年 2月4日    富士ゼロックス㈱ （世田谷区） 14社25名 (1)事例・研究発表 「「「「内部内部内部内部統制統制統制統制からみたからみたからみたからみた設計部門設計部門設計部門設計部門のリスのリスのリスのリスククククマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント」」」」    ･･････････････････････････････････顧問 阿部氏 「「「「製品安全製品安全製品安全製品安全にににに対対対対するするするする設計技術者設計技術者設計技術者設計技術者のののの役割役割役割役割」」」」    ････････････環境・安全対応設計研究部会 西山氏 第 409 回 2009年 3月11日    ㈱ケイアイピー （大田区） 16社29名 (1)事例・研究発表 「「「「表表表表面性状面性状面性状面性状のののの図図図図示方示方示方示方法法法法のののの実用化実用化実用化実用化にににに関関関関するするするする一一一一考察考察考察考察」」」」    ･･･････････････････････････武蔵工業大学 平野氏 「「「「ドドドドキュメントキュメントキュメントキュメント情報保情報保情報保情報保存存存存戦略戦略戦略戦略」」」」    ･････････････････････････㈱ケイアイピー 笹隈氏 第 410 回 2009年 4月8日    ㈱れいめい 川崎市産業振興会館 （川崎市） 14社27名 (1)事例・研究発表 「「「「世界世界世界世界的的的的大不況大不況大不況大不況をををを乗乗乗乗りりりり切切切切るためにるためにるためにるために」」」」    ･･･････････････････････････････････会友 宮内氏 「「「「人材人材人材人材育成育成育成育成とととと開発開発開発開発のののの進進進進めめめめ方方方方」」」」    ･･･････････････････････････････････コマツ 平氏 第 411 回 2009年 5月15日    ヤマハモーターパワープロダクツ㈱ 東工場 （掛川市） 社54名 (1)事例・研究発表 「「「「技術情報技術情報技術情報技術情報共有共有共有共有のグローのグローのグローのグローババババルルルル対応対応対応対応」」」」    ･････････････････････････ヤマハ発動機㈱ 高島氏 「「「「コンコンコンコンカカカカレントレントレントレント開発開発開発開発をををを支支支支えるえるえるえる開発開発開発開発ＢＢＢＢＯＯＯＯＭＭＭＭ構想構想構想構想」」」」    ･････････････････････････ダイキン工業㈱ 浜田氏        
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例会№／開催日 会  場 出 席 者 発 表 内 容 等 第 412 回 2009年 6月10日     
コマツ 小山工場 （小山市） 15社33名 (1)事例・研究発表 パネルディスカッション 「「「「若若若若手手手手社員社員社員社員のののの育育育育てててて方方方方とととと技術技術技術技術のののの伝承伝承伝承伝承」」」」    ･･･････････コマツグループ各社(関連派遣会社含む) ㈱アイ・ピー・エー コマツエンジニアリング㈱ コマツゼネラルサービス㈱ コマツユーティリティー㈱ ㈱アビスト 技術教育担当者 及び 若手社員 (2) 工場見学 コマツ小山工場（エンジン・油機事業本部） ディーゼルエンジン製造・組立ライン 第 413 回 2009年 7月8日     
㈱アマダ （伊勢原市） 15社29名 (1)事例・研究発表 「「「「『『『『３３３３次元次元次元次元ももももののののづくりづくりづくりづくりをををを考考考考えるえるえるえる』』』』アアアアマダソマダソマダソマダソフフフフトトトトウェアウェアウェアウェアのののの紹介紹介紹介紹介」」」」    ･･･････････････････････････････㈱アマダ 豊田氏 「「「「部品部品部品部品表表表表・・・・図面管理図面管理図面管理図面管理システムシステムシステムシステム」」」」    ･･･････････････････････････････㈱アマダ 金納氏 第 414 回 2009年 9月9日     
㈱ＩＨＩ （横浜市） 13社26名 (1)事例・研究発表 「「「「中中中中国国国国にににに見見見見るるるる【【【【製品製品製品製品ののののアアアアーキーキーキーキテテテテクチャクチャクチャクチャーのーのーのーの換換換換骨脱胎骨脱胎骨脱胎骨脱胎】】】】」」」」    ･･･････････････････････････････埼玉大学 大滝氏 「「「「統統統統合的設計管理手法合的設計管理手法合的設計管理手法合的設計管理手法(T(T(T(TDDDDM)M)M)M)のののの構築構築構築構築とととと適用事例適用事例適用事例適用事例のののの紹紹紹紹介介介介」」」」    ･････････････････････････････････㈱ＩＨＩ 呉氏 第 415 回 2009年 10月16日     
東京都立 産業技術 高等専門学校 （品川区） 13社22名 (1)事例・研究発表 「「「「3333 次元次元次元次元CADCADCADCAD をををを中核中核中核中核としたとしたとしたとした設計教育設計教育設計教育設計教育のデのデのデのデザイザイザイザインへのンへのンへのンへの拡拡拡拡張張張張」」」」    ･････････東京都立産業技術高等専門学校 朝比奈氏 「「「「機械系学機械系学機械系学機械系学生生生生のデのデのデのデザイザイザイザインンンン分野分野分野分野へのへのへのへの転身転身転身転身」」」」    ･････････････････････････武蔵野美術大学 赤間氏 「「「「3333次元次元次元次元CADCADCADCADをををを活用活用活用活用したしたしたした植植植植物物物物のののの3333次元化次元化次元化次元化」」」」    ･･･････････東京都立産業技術高等専門学校 根澤氏 第 416 回 2009年 11月11日    日本ユニシス･エクセリューションズ㈱ （新宿区） 14社26名 (1)事例・研究発表 「「「「伝統伝統伝統伝統技能技能技能技能とととと技能技能技能技能構築構築構築構築------------寸寸寸寸法法法法基準基準基準基準からからからから計上計計上計計上計計上計測測測測へへへへ」」」」    ･･･････････････････････････････黒田精工㈱ 林氏 「「「「設計技術者設計技術者設計技術者設計技術者のののの育成育成育成育成とそのとそのとそのとその将来問題将来問題将来問題将来問題（（（（技術者技術者技術者技術者のののの道道道道）」）」）」）」    ･･･････････････････････････････名誉会員 新井氏 第 417 回 2010年2月10日     
富士ゼロックス㈱ （世田谷区） 16社31名 (1)事例・研究発表 「「「「設計課長設計課長設計課長設計課長にににに求求求求めらめらめらめられれれれるるるる力量力量力量力量とそのとそのとそのとその向上向上向上向上」」」」    ･････････････････････････････････････顧問 阿部氏 「「「「ヒヒヒヒューマンューマンューマンューマン    サポサポサポサポートートートート    テテテテクノクノクノクノロジーにおけるリロジーにおけるリロジーにおけるリロジーにおけるリハハハハビビビビリリリリ装置装置装置装置開発開発開発開発のののの変変変変遷遷遷遷」」」」    ･････････････････････････････東京都市大学 平野氏 第 418 回 2010年3月10日     
日 本 ユ ニ シス・エクセリューションズ㈱ （新宿区） 10社25名 (1)事例・研究発表 「「「「企業企業企業企業存続存続存続存続のためのプランのためのプランのためのプランのためのプラン」」」」    ･･････････････････システム・プランニング㈱ 笹隈氏 「「「「ヤヤヤヤママママハハハハ発動機発動機発動機発動機にににに於於於於けるけるけるける CADCADCADCAD システムにシステムにシステムにシステムに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」    ･････････････････････････ヤマハ発動機㈱ 久保田氏 
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例会№／開催日 会  場 出 席 者 発 表 内 容 等 第 419 回 2010年4月14日     
㈱フォトロン （千代田区） 16社28名 (1)事例・研究発表 「「「「技術者技術者技術者技術者のののの道道道道」」」」    ･････････････････････････････････名誉会員 新井氏 「「「「ラピッラピッラピッラピッドドドドマニュマニュマニュマニュファクチャファクチャファクチャファクチャリングリングリングリングへのへのへのへの進進進進歩歩歩歩とととと最新事最新事最新事最新事例例例例」」」」    ････㈱NTTデータエンジニアリングシステムズ 古川氏 第 420 回 2010年5月12日     
㈱れいめい 川崎市産業振興会館 （川崎市） 14社21名 (1)事例・研究発表 「「「「3D3D3D3Dビュービュービュービューアアアア活用活用活用活用によるによるによるによる、、、、設計情報設計情報設計情報設計情報・・・・設設設設備備備備情報情報情報情報のののの管理管理管理管理・・・・活用活用活用活用」」」」    ･････････････････････㈱インフォマティクス 松井氏 「ＣＯ「ＣＯ「ＣＯ「ＣＯ２２２２    ２５２５２５２５％％％％削削削削減減減減にににに向向向向けけけけてててて（（（（企業企業企業企業・・・・家庭家庭家庭家庭はどうはどうはどうはどう取取取取りりりり組組組組めめめめばばばばよよよよいいいいかかかか？？？？）」）」）」）」    ･････････････････････････････････････会友 宮内氏 第 421 回 2010年6月9日    コマツユーティリティ㈱ （小山市） 18社33名 (1) 工場見学 ショールーム&フォークリフト組立ライン (2)事例・研究発表 「「「「製品開発段階製品開発段階製品開発段階製品開発段階におけるにおけるにおけるにおける3D3D3D3D----CADCADCADCADのののの活用活用活用活用にににについてついてついてついて」」」」    ･････････････････コマツエンジニアリング㈱ 金子氏 第 422 回 2010年7月14日    ㈱ＩＨＩ 横浜事業所 （横浜市） 13社34名 (1)事例・研究発表 「「「「技術技術技術技術者者者者のののの道道道道」」」」    ･････････････････････････････････名誉会員 新井氏 「「「「環境環境環境環境科科科科学物質規学物質規学物質規学物質規制制制制へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」    ･･･････････････････････････日本ユニシス㈱ 谷尾氏 第 423 回 2010年9月10日 ＜関西 EACとの合同例会＞     
三菱電機㈱ 稲沢製作所 （稲沢市） 12社19名 (1)工場見学 世界最高レベルのエレベーター試験塔【SOLAE】見学と、工場ライン見学 (2)事例・研究発表 「「「「統統統統合的設計管理手法合的設計管理手法合的設計管理手法合的設計管理手法(T(T(T(TDDDDM)M)M)M)のののの構築構築構築構築とととと適用事例適用事例適用事例適用事例のののの紹介紹介紹介紹介」」」」    ･･･････････････････････････････････㈱ＩＨＩ 呉氏 「「「「グローグローグローグローババババルルルル技術情報技術情報技術情報技術情報共有共有共有共有のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ」」」」    ･･･････････････････････････････三菱電機㈱ 岩田氏                       七野氏 第424回 2010年10月13日  三和工機(株) 本社 （千代田区） 17社28名 (1) 事例・研究発表   「「「「技術者研修技術者研修技術者研修技術者研修のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題」」」」    ･･･････････････････････････････三和工機㈱ 石塚氏 (2) パネルディスカッション   「「「「循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会にににに対対対対するするするする設計技術者設計技術者設計技術者設計技術者のののの対応対応対応対応」」」」    ･･･････････････････････㈱アイ・ピー・エー 西山氏 パネラー 環境・安全対応設計研究部会メンバー 一同 第 425 回 2010年11月10日    三菱重工業㈱ （相模原市） 16社34名 (1)工場見学 ターボチャージャー加工及び組立ラインの見学 (2)事例・研究発表 「「「「ＨＨＨＨＯＯＯＯＬＬＬＬＥＴＥＴＥＴＥＴ’’’’Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓ（設計設計設計設計ＰＤＭＰＤＭＰＤＭＰＤＭシステムシステムシステムシステム））））のののの海外海外海外海外展開展開展開展開」」」」    ･････････････････････････････三菱重工業㈱ 田口氏 
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例会№／開催日 会  場 出 席 者 発 表 内 容 等 第 426 回 2011年2月9日    富士ゼロックス㈱ （世田谷区） 17社32名 (1)事例・研究発表 「「「「設計管理設計管理設計管理設計管理のののの基礎基礎基礎基礎（（（（そのそのそのその１１１１）」）」）」）」    ･･･････････････････････････････････顧問 阿部氏 「「「「最近最近最近最近のののの３３３３次元次元次元次元CADCADCADCADデータデータデータデータ活用事例活用事例活用事例活用事例（（（（iPadiPadiPadiPad編編編編）」）」）」）」    ････㈱NTTデータエンジニアリングシステムズ 林田氏 第 427 回 2011年3月9日    ㈱フォトロン （千代田区） 16社31名 (1)事例・研究発表 「「「「日本企業日本企業日本企業日本企業はははは生生生生きききき残残残残れれれれるかるかるかるか」」」」    ･････････････････････････････････学術会員 大滝氏 「「「「黒田精黒田精黒田精黒田精工工工工におけるにおけるにおけるにおけるモモモモータコータコータコータコアアアア用用用用金金金金型型型型のののの概要概要概要概要とととと展展展展望望望望」」」」    ･･･････････････････････････････黒田精工㈱ 山内氏 第 428 回 2011年7月13日     
東京都立大学 （世田谷区） 16社34名 (1)事例・研究発表 「「「「設計技術設計技術設計技術設計技術のののの革新内革新内革新内革新内容容容容にににについてついてついてついてのののの事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介」」」」    ･････････････････････････････東芝テック㈱ 山田氏 「「「「改改改改正正正正 JJJJISISISISBBBB0001000100010001 機械製図機械製図機械製図機械製図のののの概要概要概要概要とととと製図教育革新製図教育革新製図教育革新製図教育革新へのへのへのへの一一一一提案提案提案提案」」」」    ･････････････････････････････東京都立大学 平野氏 第 429 回 2011年9月9日 ＜関西 EACとの合同例会＞   
住友スリーエム㈱ （相模原市） 33社57名 (1)事例・研究発表 「「「「設計情報設計情報設計情報設計情報統統統統合合合合フフフフレームレームレームレームワワワワーーーーククククのののの構築構築構築構築」」」」    ･･･････････････････････････････三菱電機㈱ 中野氏 「「「「住友住友住友住友３３３３ＭＭＭＭにおけるにおけるにおけるにおける新製品開発体新製品開発体新製品開発体新製品開発体制制制制とととと企業文化企業文化企業文化企業文化」」」」    ･････････････････････････住友スリーエム㈱ 古藤氏 (2)工場見学 カスタマー・テクニカルセンターの見学 第 430回 2011年10月14日     
東京都立産業技術高等専門学校 （品川区） 8社18名 (1)特別講演 「「「「工工工工学部系学学部系学学部系学学部系学生生生生へのへのへのへのイイイインダストリンダストリンダストリンダストリアアアアル・デル・デル・デル・デザイザイザイザインンンン教育教育教育教育にににについてついてついてついて」」」」    ･････････････東京都立産業技術高等専門学校 三隅氏 (2) 学生発表 「「「「生生生生産産産産システムシステムシステムシステム工工工工学学学学コースコースコースコース専専専専攻攻攻攻科科科科学学学学生生生生のののの研究紹介研究紹介研究紹介研究紹介」」」」    ･････････････東京都立産業技術高等専門学校 平野氏 「ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞの有効活用に関する研究」前田 「３次元CADベースの協調設計」山本 「物体周りの流れに関する研究」永山 「吹込ﾉｽﾞﾙ形状が遠心圧縮機の性能へ及ぼす影響」宮正 (3) 座談会 「「「「学学学学生生生生からのからのからのからの質質質質疑疑疑疑応応応応答答答答、、、、企業企業企業企業側側側側からのからのからのからのアドバイアドバイアドバイアドバイスススス」」」」    ････････････ＤＡＸ‘デザインクオリカ 川岸氏、学生 第 431 回 2011年11月9日    三和工機㈱ 本社 （千代田区） 13社26名 (1)事例・研究発表 「「「「『『『『ささささよならよならよならよなら飴飴飴飴部部部部鉄橋鉄橋鉄橋鉄橋』』』』…………（（（（100100100100年前年前年前年前のののの敷敷敷敷設設設設工工工工事事事事））））にににに学学学学ぶぶぶぶ」」」」    ･････････････････････････････････････会友 宮内氏 「「「「設計設計設計設計資資資資産管理産管理産管理産管理のののの変変変変遷遷遷遷とととと今後今後今後今後」」」」    ･･･････････････････････････････㈱サンコー 笹隈氏 

 


