



研究会会告

第 40 回研究会の開催要領および研究発表の募集
テラメカニックス研究会




第 40 回研究会を下記の要領で開催いたします．今回は，改修工事が終わった滋賀・長浜市
にあるヤンマーミュージアムが会場です．羽柴秀吉の築城した長浜城の城下町として有名な
長浜市ですが，江戸時代は北国街道の宿場町としても知られています．また，世界初の小型
ディーゼルエンジンを開発したヤンマー創業者の山岡孫吉の出身地 (現長浜市高月町) でもあ
ります．なお，前日午後の企画として JR 米原駅近くの鉄道総研風洞技術センターへの見学
会も予定しています．またオプショナルツアーとして最終日の午後に希望者のみでヤンマー
ミュージアムの展示見学を予定しています．奮ってご参加いただきますようご案内申し上げ
ます．

記

1. 会期：

2019 年 11 月 28 日 (木)〜29 日 (金)

2. 場所：

ヤンマーミュージアム
〒 526-0055
滋賀県長浜市三和町 6–50
https://www.yanmar.com/jp/museum/

3. 日程：
11 月 27 日 (水)
14:30

11 月 28 日 (木)
10:00
10:25
10:30
12:00
13:00
18:00

見学会 (希望者のみ; 詳細は後日連絡します)
集 合 (場所は後日連絡します)
見学会 (鉄道総研 風洞技術センター)
研究発表／懇親会
受 付
開会挨拶
研究発表
昼食 (幹事会)
研究発表
懇親会 (長浜浪漫ビール)

11 月 29 日 (金)

研究発表／オプショナルツアー
10:00 研究発表
12:00 閉会挨拶
昼食
午後 ヤンマーミュージアム見学（開始時刻未定）
（開始時刻は 13:00〜13:30 頃を予定しています．
）

4. 内容：
1) 研究発表：
テラメカニックス関連分野の研究，開発，利用，屋外作業機械に対する電子工学
技術の応用，いわゆるメカトロニクス関連の研究も歓迎いたします．発表内容は，
既に他学会などで発表されたもの，研究途上のものや問題提起的なものでも結構
です．会社関係の方の製品 (開発) 紹介などのご発表も特に歓迎いたします．参加
者相互の情報交換の場と考えております．
時間は件数にもよりますが，例年，発表時間 10〜12 分，質疑応答 5 分程度です．
発表者は非会員でも構いませんが，共同発表者には少なくとも１名の正会員が
含まれることを原則とします．
2) 懇親会：
研究会会場から徒歩約 6 分の長浜浪漫ビールレストランにて 11 月 28 日 (金) 午
後 6 時より開催の予定です．毎回研究会に参加されるほとんどの皆様が懇親会に
参加され，賑やかな会となっておりますので，是非ご参加頂きますようご案内申
し上げます．
参考: https://www.romanbeer.com/restaurant/index.html
3) 見学会：
鉄道総合技術研究所風洞技術センター (滋賀県米原市) を見学します．参加費不
要ですが，天気次第でタクシー代実費負担をお願いするかも知れません．見学会
参加申込者には，集合場所など別途詳細をご案内いたします．
参考: https://www.rtri.or.jp/rd/maibara-wt/INDEX.HTML
4) ヤンマーミュージアム見学（オプショナルツアー）
：
研究会会場であるヤンマーミュージアムを見学します．ヤンマーミュージアム
は 2019 年秋にリニューアルされる予定で，新しくなったミュージアムを見学する
ことができます．
参加は希望者のみで，研究会参加申込時にあわせてお申込みいただく必要があ
ります．入館料は参加者が 20 名未満の場合 600 円，20 名以上の場合は 500 円と
なります．まだ未定ですが見学には事前申込が必要となる可能性もありますので，
当日飛び込みの申込や申込後のキャンセルには対応できない場合があります．
5) 発表・投稿予定：
原則として研究会で発表された内容は，テラメカニックス第 40 号に投稿してい
ただくことになります．投稿の手順は，発表 (11 月 28 日， 29 日) ⇒原稿提出 (2 月

末) ⇒テラメカニックス第 40 号発行 (4 月下旬) を予定しております．
経費節減および時間短縮のため，投稿は原則として版下原稿 pdf を研究会 web
より提出していただきます．

6) 参加費：
研究会参加費：4,000 円（正会員, 学生会員, 非会員）【当日お支払い下さい】
懇親会費 ：一般 6,000 円，学生 金額未定【当日お支払い下さい】
見学会費 ：不要
ヤンマーミュージアム見学：500 円もしくは 600 円（申込人数によります）．
非会員の方も同額ですが，できるだけ入会して頂きますようお願い申し上げます．
5. 申し込み方法：
項 目
研究発表
講演要旨
参 加
懇親会
見学会
ミュージアム見学

申込内容
発表申込
原稿
参加申込
参加申込
参加申込
参加申込

方 法
web
web
web
web
web
web

支払方法
なし
なし
当日
当日
なし
当日

申込先
研究会 Web
研究会 Web
研究会 Web
研究会 Web
研究会 Web
研究会 Web

締 切
9 月 15 日
9 月 15 日
9 月 15 日
9 月 15 日
9 月 15 日
9 月 15 日

1) 研究会／懇親会／見学会参加申し込み：
テラメカニックス研究会 Web
https://www.terramech.org/
の「各種申し込み・手続き」→「イベント申し込み」のリンクにより申し込みく
ださい．締め切りは 2019 年 9 月 15 日です．
期日を過ぎた場合も可能な限り受け付けますが，準備の都合上できるだけ早く
お願いします．
2) 研究発表の申し込み：
発表をされる場合には，上記の参加申し込み時に研究発表の情報もあわせて入
力してください．締め切りは 2019 年 9 月 15 日です．
3) 講演要旨：
研究発表をされる場合は約 1200 字の要旨 (題目，所属および氏名，ただし講演
者に○をつけて下さい) を上記の Web による研究発表申込時に同時にアップロー
ドしてください．締め切りは 2019 年 9 月 15 日です．
6. 宿泊について：
参加者各自で会場周辺のホテルを予約して下さい．また，長浜市は米原市の北隣，ま
た彦根市は米原市の南隣になります．JR 米原駅から JR 長浜駅までは新快速で約 10 分，
片道 200 円です．
7. 申込先：
各種申込は全て下記の研究会 web 上で可能となっています．各種問い合わせは E-mail
で事務局までお願いします．





研究会 web：

https://www.terramech.org/

問い合わせ：
〒 606-8502
京都市左京区北白川追分町 京都大学大学院農学研究科
地域環境科学専攻農業システム工学分野内
テラメカニックス研究会事務局
電話：075-753-6178
E-mail：office@terramech.org




