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「千葉と麻布の三十七年」

【西尾】 只今より,大 野進一教授の停年退官記念講演会

を開催させて頂きます.

本日は,年 度末のお忙 しい中,ま た強風の中,多 くの

方々にお集まり頂きまして,大 変有難うございました。厚

く御礼申上げます。

私は,大 野先生が現在所属されている第二部の今年度の

主任を務めております西尾と申します。この記念講演会の

司会を務めさせて頂きます。よろしくお願い致します。

講演に先立ちまして,本 所の鈴木基之所長より御挨拶を

頂きたいと思います。

鈴木基之 (生産技術研究所所長)

生産技術研究所の所長を,こ の大野先生の御退官の時;
3月末迄ということになりますが,務 めさせて頂いており

ます鈴木と申します。今日は本当によくお出で頂きまして,

有難うございました。

大学の常と致しまして,特 に東京大学は60歳で停年で

御退官を頂 くというしきたりになっております.研 究所と

致しましては,先 生方,約 100名の中から一番そういう意

味で|ま実力をお持ちの,そ して存在感の大きい先生方を,
そういう時にお送りするというしきたりでございまして,

私も,御 卒業おめでとうというようなことはなかなか申上

げにくい訳でございますが,特 に大野先生は極めていろい

ろなことをきちんとお仕事をこなし,ま た私たちに対 しま

してもいろいろな意味で一つの座標軸を与えて頂くような

先生でいらっしゃいましたために,大 野先生がこのたび御

卒業になられるというのは,後 輩にとりましても大変残念

なことではございますが,こ れも大学の決まりでございま

すので,今 後の御活躍をお祈 りして,お 送りさせて頂くと

いうことでございます。

大野先生は,1961年 に東京大学を御卒業になって,66

年の4月から生産技術研究所で新進気鋭の若手教官として

第二部 大 野 進 一 教 授

日時 平 成 10年 3月 20日 (金)

場所 生 産技術研究所 第 1会議室

研究室を開設された訳でございまして,古 文書を開いてみ

ますと,年 次要覧という研究所の毎年の報告を印刷物にし

てございますものの中に,最 初の研究室開設のときの研究

室紹介のような項目に,「動的切削に関する基礎的研究」
というテーマと,「研削における振動の研究」という二つ

の研究テーマが大野先生の,助 教授大野進一という名前の

もとに記載されております。

「工作機械にとって振動は非常に有害である」というよ

うな言葉から始まる大野先生らしい文章がございますが,
また実際の中身につきましては今後,本 日大野先生の方か

らいろいろ御紹介があろうと思いますが,ラ イフワークと

しての振動にかかわる御研究は非常に高く,い ろいろな面

から評価を頂いたお仕事であろうと,私 たち存じ上げてお

ります。

大野先生は4月以降,東 京都立科学技術大学の方で,さ
らにまた研究教育にかかわられる訳でありますが,こ の生

産技術研究所と致しましても,今 後とも大野先生の御活躍

をお祈 り申上げると共に,是 非これまでの連携を断ち切る

ことなく,い ろいろな意味で大野先生に,私 たちの御指導

を頂ければと考えております。皆様方も今日,大 野先生の

御講演,含 蓄の深い御講演になると思いますので,是 非お

聞き頂きまして,こ れからもよろしくお願い申上げたいと

思います。

こういうお願いを申上げることで開会の言葉に代えさせ

て頂きたいと思います。本日はどうも有難うございまし

た。

【西尾】 御講演に入 ります前に,恒 例でございますので,

司会の方から大野先生の極 く簡単な御業績,あ るいは履歴

等を披露させて頂きたいと思います。

大野先生は,昭 和 36年 3月 ,東 京大学工学部機械工学

科を御卒業になりまして,昭 和 41年 3月 に東京大学大学
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院工学系研究科機械工学専門課程 を終了されました。同時

に工学博士の学位 を授与 されてお ります。

その後,直 ちに東京大学の助教授として生産技術研究所

に任官されまして,昭 和 54年 4月 に教授に昇任され,今

日の日を迎えられたということでございます。

その間,先 ほど鈴木所長から紹介がありましたように,

機械力学部門を担当されまして,詳 細はおそらく後の御講

演で研究が紹介されると思いますが,工 作機械振動と振動

放射音の研究等を中心として機械力学,機 械振動学の分野

で研究教育に熱心に従事されて来られました。

大野先生|ま,皆 様も御承知のことと思いますが,温 厚な

お人柄で博識でいらっしゃり,ま た非常に折り日正しい面

をお持ちの方であると思います。したがって,後 進の指導

にも大変熱心に当たられて来られました。司会の立場で申

訳ありませんが,御 指導頂きました一人として心より感謝

申上げたいと思います。

大野先生は,日 本機械学会をはじめ,学 外においても多

方面に御活躍になっておられます。例えば創設以来参加さ

れて来られました日本騒音制御工学会では,平 成6年横浜

で開催されました 「インターノイズ94」の組織委員会委

員,昭 和 63年には制振材料研究会の結成に加わられ,副

会長として今日まで務められておられます。

昭和 53年以来,環 境庁の自動車公害防止技術評価検討

会検討員をお務めでいらっしゃいまして,中 央公害対策審

議会,及 び中央環境審議会の専門委員として自動車騒音の

新基準の作成にも当たられ,現 在も中央環境審議会委員,

及び東京都環境審議会委員をお務めでいらっしゃいます。

こうした御業績,あ るいは御功績に対しまして,平 成8

年度9月 には日本騒音制御工学会功労賞,平 成9年 5月 に

は自動車技術会功績表彰を受けられておられます。

研究面については先ほど申上げましたけれども,大 野先

生のこれからの御講演で詳細が紹介されると思いますの

で,紹 介を割愛させて頂きました。

以上,簡 単ではございますが,大 野先生の御略歴の紹介

とさせて頂きたいと思います。

それでは大野先生よろしくお願い致します。

講演テーマは,「千葉と麻布の三十七年」ということで

ございます。

停年退官教官記念講演会

「千葉と麻布の三十七年」
第二部 大 野 進 一教授

只今所長と主任から過分な御紹介を頂きまして恐縮致し

ております。本当は今日はもう一人私と一緒に停年を迎え

る方がいらしったのですが,残 念ながら2年前にお亡くな
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りになって,私
一人となってしまいました,

(スライド1)千 葉実験所というのは今も盛んに活動して

おりますし,こ れから千葉市の都市計画に伴って新しい建

物なども出来るのではないかと思いますけれども,千 葉時

代に学生生活を送つたことのある教官は私一人だけですの

で,こ ういう題でお話をしようと思います。スライドでお

話をしますが,数 えてみましたら,研 究に関係のあるスラ

イドは3分 の1だけしかありませんで,あ とは私の趣味に

関するものであるとか,そ の他,あ まり役に立たないよう

なことが多いのではないかと思っております。

(スライド2)こ れは見たことがある方もあるかも知れま

せんが, ミュンヘンのドイツ博物館に置いてある産業革命

時代のビス トンです。ここにロープが巻いてあることに注

目して頂きたいのですが,こ れは要するに,当 時の工作機

械が完全な円形をつくることも出来なかったし,ま た円筒

形の孔を開けることも出来なかった,そ ういうことが原因

で,蒸 気が洩れないようにロープが巻いてある訳です。

私は,子 供の頃から,ど ちらかといえば理科的なことが

好きでしたが,特 に近所の町工場などで,旋 盤でするする

っと鉄を削っているのを見ると,な かなかいいなあと思っ

たりしておりまして,昔 から工作機械というのは関心があ

りました。

高等学校の3年生のときに進路を決める必要があつたの

ですけれども,そ の頃技術史の本を読んでおりまして,産

業革命時代にいろいろな工作機械の設計者が活躍したとい

うことを読みまして,や はり機械科に進学しようと,そ う

いうような気になった訳です。

(スライド3)こ れは,1800年頃にヘンリー・モーズレイ

という人が初めて作ったねじ切り旋盤で,現在の旋盤の備

えている要素を全て持っているとい、う画期的な製品です.

これを1982年にロンドンの科学博物館で見た時は大変感

激しまして,写 真を撮ってきた筈なんですけれども, どう

しても見当たらないので,これはロルトという人が書いた,

「A Short Hystory of Machine Tool」という本から取うた写

真ですが,こ ういう機械で,要 は,こ の送りねじを使っで

正確に刃物を乗せた台を送る,そ ういうところが特長な訳

です。これが現在の旋盤と反対なところは,現在は,左佃1

に面板があつて,この心押台は右側にある。これがη在と

反対ですが,こういうものがあるということです。

(スライド4)そ んなに工作機械が好きならば,ど うして

振動屋になったのだといっことになる訳ですが,機 械科に

進学して講義を聴いていると,振 動の講義が非常に面白か

った訳です。どこが工作機械より面白かったかというと,

少し数学的なところが面白かったと言つたらいいかと思う

のですが,こ の本は私の先代の亘理先生という方が書かれ

た本ですが,こ れを3年生のときに買いました。ここのと

ころは補修してありますけれども,こ れは擦切れる程読ん
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だということでして,こ れを補修 してくれたのは,10年

以上前でしょうか,退 官された高橋幸伯先生,こ の方が東

京農工大学に移って振動の講義をするに当って何か教科書

はないかと私に相談がありましたので,こ の本をお見せし

たら,傷 んでいるのを見て補修してくれました。

4年生の時に学部で出てしまうか,そ れとも大学院に行

くか,い ろいろ迷いましたけれども,菊 池庸平先生という

方のところへ何となく相談に行きましたら,大 学院へ行く

のだったら千葉の方にも先生方はいらっしゃるよというお

話がありました。

私は当時船橋市に住んでおりましたから,千 葉ならお茶

の水に行くよりも近いと思いまして,非 常に単純な理由で

すが,教 科書を3年生の時に買って,亘 理先生を存 じ上て

いたのと,近 いということで千葉の方の亘理先生のところ

に行 くということになった訳です。

(スライド5)こ れは私が入るより前の千葉の情景ですが,

ここに昭和 36年 2月 と書いてあります。私は昭和 36年 4

月に入った訳ですが,当 時の千葉がどんなであったかとい

うことをお見せするためにここに出しました。

これは,こ こに書いてあるように 「騒音振動加速度頻度

試験」というものでありまして,試 験車と運転者が写つて

います。当時亘理先生は自動車の振動を研究していらしっ

た訳で,こ こで白衣を着てらっしゃるのが,当 時の亘理先

生の助手の立石さん,今 日もお見えになっていらっしゃい

ます。隣にいらっしゃるのは多分西山さんだろうと思いま

すが,西 山さん,御 自分だとお思いになりますか,ど うで

しょうか。背景は本館の建物です。

それでは,千 葉実験所がどんなであったかということを

お見せしたいと思います。

(スライド6)私 は17歳 (高校3年)の ときの夏休みの夏

期講習に行 くために定期券を買って以来,定 期券というも

のは全部今迄持っています.こ れは私が西千葉に通うため

に買った定期券です。4月分は買いませんでしたが,船 橋

競馬場というのは私の家の最寄りの駅の名前で,よ くない

名前ですが,こ れはもともと花輪といういい駅名だったの

ですが,埋 立地に競馬場ができまして,こ んな名前になっ

てしまいました。ここから船橋へ出て,そ れからお茶の水

へ行くか,あ るいは西千葉へ行 く,そ ういうことになりま

す。

これは 「西千葉駅発行」とありますが,こ の時は簡単に

発行してくれたのですが,次 の月にお茶の水駅で買おうと

思ったら,西 千葉に東京大学があるはずがないと言う。西

千葉駅ではもちろん生研があって,学 生が少しは来ている

ことを知っている訳ですが,お 茶の水ではそんなことを知

らないから大変もめまして,西 千葉に電話をしてくれとい

って,や っとの思いで定期券を買いました.前 の定期券を

返してしまえば,す ぐに新 しく発行してくれたのですが,
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これを返さないで新しく買おうというところが苦労のある

ところでして (笑),い ろいろ苦労しました。

(スライド7)こ れは生産研究 10周年誌の表紙の航空写

真で見た西千葉です。これが生研です。このあたりが稲毛

駅で,こ の辺に西千葉駅がある。第二工学部として生研が

発足 したときには,稲 毛にしか駅がなくて,西 千葉駅は後

から出来たと聞いております。この 10周年誌を見ると,

稲毛駅からてくてく歩いている学生の写真が載っておりま

す。

(スライド8)こ れは表紙の裏にある地図でして,西 千葉

駅で降りて通用門を入ると,こ の辺はグラウンドだったの

ですが,こ れをずっと歩いてこの辺に行きますと二部関係

です。私が初めて亘理先生をお訪ねしたのは4月の初めで

桜の時期でしたが,正 門を入って行 くと, どの辺だったか

はっきり覚えていませんけれども,当 時四部の冶金の先生

であった,金森九郎先生,写真で顔を知っていたのですが,

この先生が,何 と桜の本の下に敷物を敷いて,振 袖姿の女

子職員二人を侍らせてお茶を立てて飲んでいる。これは随

分いいところへ来たなと思って感心しました。

亘理研究室というのはこの辺にありまして,こ の辺に亘

理先生の部屋があったのですが,ま ずここに立石さんとい

う助手の方をお訪ねしました。何か難しそうな機械をいじ

っていましたけれども,後 で分かってみると,そ れはスト

レンメーターであったのですが,こ こで初めて亘理先生か

ら,講 義は聞いたことはありますが,い ろいろなお話を伺

った訳です。

(スライド9)当 時の建物がどんなであったかというと,

この辺が亘理研究室があった3号棟。これが2号棟で,こ

こに階段がありますが,こ れは第二工学部時代の学生の製

図室の入口だったそうです。この辺は写真を前以って立石

さんにお送りして判断してもらいました。

(スライド10)こ れは1号棟 と言いまして,上 のほうに

は教官室がありました。この辺に亘理先生のお部屋があつ

たと思います.

ここに古風な三輪車が停まっていますが,こ のドアには

生研のマークがある。ここに東京大学生産技術研究所と書

いてある。こういう車が走り回つていたということです.

ここに物干しがありますが,立 石さんのお話ですと,火

事で焼け出された方がこの辺の空き部屋に住んでいて,そ

の一家が使っていた物干しだというお話でした (笑).

(スライド11)こ れが3号棟 という機械科が入つていた

ところで,こ の辺が亘理研,こ ちらの方に竹中研,こ の辺

に生研の所長をされた鈴木弘先生の実験室などがあったと

いう立石さんのお話でした。この写真自体は昭和 37年 4

月 30日 (月曜日)に ,私 が何かの用事があって千葉に行

った時に写したものです。

(スライド12)こ れが 1号棟で,こ の辺に亘理先生のお
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部屋がありまして,部屋の中に入ったのは一度だけしかな

かったのですが,こ ういうふうな建物の状況です。

(スライド13)こ れは 「Noise Reduction」という本で,ベ

ラネックという人が書いた本です。亘理研では振動騒音の

ことを研究していると言いましたけれども,先 輩が輪講を

やろうと言われた。今成膜大学の教授をされている黒田先

生だったと思いますけれども,輪講をやろうということで,

この 「Noise Reducdon」というのを読むことになりました。

この本はその後名前を 「Noise and Vibration Con廿ol」とか,

最 近 で は 「Noise  a n d  V i b r a t i o n  C o n廿ol E n g i n c c五ng」 と変 え

て次々発行されているのですが,著 者のベラネックという

人は相変わらず名前が載っています。

この本については大変妙な思出がありまして,こ れをお

茶の水駅で総武線の電車に乗った時に網棚に置いたんで

す。そのまま忘れて家へ帰ってしまって,家 へ帰ってはっ

と気がついて,ま た船橋駅へ行ったら,そ の電車が千葉駅

からちょうど戻つて船橋駅へ着いたところで,幸いにも網

棚に乗って残っていた。誰も持っていく人がいなかったの

で幸いだったという訳です。そういう意味でも愛着のある

本です。

(スライド14)左 の建物は物性研.右 側に,見 えません

けれども,生 研があつて,今 はもう変わっていますが,こ

の竜宮城のようなのが当時の生研の正門なんです。ここに

築山があります.こ ちらを向いているのは,お そらく西山

正一さんだろうと思いますが,こ こに16キロとか10マイ

ルとか書いてありますし,内 側には英語で,デ イム ・ライ

ト (ライトを下向きにしろ)と 書いてありまして,ハ ーデ

イ ・バラックスという,ア メリカ軍だつたと思いますが,

そういうのが使っていた建物の名残が大分ありました.

私が最初ここへ来る時には,千 葉から引越しのトラック

に便乗して来たのですが,運 転手が,東 京タワーを目当て

にして行 くというので,変 なところに行 くなと思っていた

のですが,今になってみると,東京タワーは近いところで,

日標としてはいい目標だったのだろうと思います。

4

生 産 研 究

生研の建物で初めての人が道に迷うのは,私 も最初に経

験しました。確か五部のあたりでトラックから降りたので

すが,亘 理研へ到着するまでに何回もこの中を回って,や

つと到着しました。

この建物は,昔 は歩兵第三連隊といって2・ 26事件を

起こした将校たちがいたところとして有名ですけれども,

ここの連隊長になるような人は,か なり後々偉 くなる。例

えば総理大臣になった田中義一であるとか,昭 和 10年に

軍務局長の時に斬殺された永田鉄山であるとか,あ るいは

シンガポール攻略の山下奉文,あ あいうことをやった人が

いて,な かなか由緒ある連隊のようです。

2・ 26事件の時には落語家の柳家小さんも一兵卒とし

て引き出されて,お 前たち死んでくれと言われた時に,こ

んなことで死んでたまるかと思ったと何かに書いてありま

したけれども,そ ういうところです。

(スライド15)こ れが当時の六本木の交差点で,こ こに

三菱銀行とあります.高 速道路を建設中で,こ の高速道路

は昭和 42年 9月 に使用開始しましたから,そ れから1,2

年前,昭 和 40年か41年ぐらいの写真だと思います。ここ

に三菱銀行とありますが,三 菱銀行ができる前は,こ こは

明治屋の喫茶部がありまして,喫 茶店でした。三菱銀行は

後から引越して来たと思います。

(スライド16)ま たまた定期券が出て来ましたが,こ ち

らに引越 してき来したので,昭 和 37年の4月 2日からは

船橋から信濃町へ通うことになりました。

(スライド17)信 濃町からここまでどうやって来るかと

いうと,都 電か都バスでした。都電を使う人が多かったと

思いますが,こ れは信濃町の駅前で,こ れは慶應病院とい

うことになります。

(スライド18)こ の下を通っているのが中央線です。こ

れが慶應病院。最近はこの辺へ行ったことはありませんか

ら,様 子は分かりませんが,こ このところは南行きだけが

通って北行きはこういうふうに通るところです。これは都

電の専用軌道。これは33番の都電だろうと思います。こ

スライ ド11 スライド14
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こか ら顔 を出 しているのは何番かわか りませんが。こちら

の方 に行 くと四谷三丁 目にな ります。

(スライ ド19)都 電に乗ったことがない人が皆さんの中

には相当いらっしゃると思いますが,運 転手の後ろにこう

いう系統案内図が出ていまして,信 濃町駅から通う人は7

番で権田原,南 青山一丁目と来るか,あ るいは33番で青

山一丁目で折れて,新 坂町,竜 土町と来るか,こ のどちら

かでした。

この車庫の場所は天現寺橋です。このところに広尾車庫

というのがあったのですが,今はすっかり変わっています。

ここに広尾電車営業所と書いてありますが,今 は都営住宅

が建っていて,全 く昔の面影はありません。

(スライド20)こ れが竜土町です.こ れを撮影したのは

昭和 53年 5月 9日 だったと思いますけれども,こ れは9

番の都電で,こ れは青山の方から来ます。今の国連大学の

あたりに青山車庫というのがありまして,こ れは渋谷行で

すが,逆 に行くと茅場町の方まで行くということになりま

す。ここに竜土町と書いてあります。ここに竜土町診療所

と書いてありますが,こ れがひょっとして六本木外科と同

じではないかと思って電話番号を調べましたら違いました

ので,今 の六本木外科とは関係ないようです。

ここにフランス料理竜土軒と書いてあります。これが文

学史上で有名でもあり,ま た多分将校たちが会合にでも使

ったようなところだと思いますが,竜 土軒というフランス

料理店です。今でも西麻布の方に店はありますが,そ れは

これが引越 したんです。

この辺が今ガソリンスタンドになっているところで,自

動車が飛び出してきた道路,こ れを逆にずっと行 くと生研

に突当るという訳です。

この角が駄菓子屋でして,真ん中の膨らんだガラス瓶で,

上にアルミのふたがついていて,そ の中にお煎餅がたくさ

ん入っている,そ んな感じでお菓子を売っている駄菓子屋

でした。

ここに竜土町と書いてありますが,竜 土町というのは当

時の地名でありまして,地 名変更で六本木7丁 目になりま

した。

(スライド21)こ ういう封筒をとってあるのですが,東

京都港区麻布新竜土町10番地というのが東京都港区六本

木7丁 目22番地になると書いてあります,こ れが変更に

なったのは昭和42年 7月 1日 ということです。

(スライ ド22)こ れは, もし7番 の都電で来ると,こ の

辺に停留所があったと思います。これは冬です。昭和43

年 2月 16日撮影です。この辺の様子は今もそれほど変わ

つてはぃないです。ただ今では青山一丁目に青山ツインタ

ワービルもあるし,本 田技研のビルもあるし,遠 くの方は

大分感じが変わっています。

(スライ ド23)そ の感じの変わり方は,上 から見るとよ

生 産 研 究

く分かりまして,都 電を撮るのが目的で屋上に上がったの

ですが,ま だ学術会議が邪魔をしておりませんし,こ こに

建っている富士フィルムも,ま さに一番上が出来上がりつ

つある。これが出来上がったのが昭和44年の5月 だそう

ですから,この写真を撮ったのは43年の冬か44年の冬か,

その頃だろうと思います。今はこの辺に大きなビルがあり

ますし,こ のあたりには多分恵比須のビルが見えるだろう

と思います。

(スライ ド24)逆 に東京タワーの方を見ますと,今 は東

京タワーはこんな下まで見えませんで,間 にもっと一杯ビ

ルが建っていますが,こ んな様子でありまして,こ こは今

車庫棟が建っているところです。この辺が音響実験室が建

っているところです。ここにある動力実験棟の上にはまだ

三階が乗っていない。それから,今 ここに大きなマンショ

ンが建っていますが,それがない.このあたりの家の中で,

多分この家だけ残っているのではないかと思います。大分

様子が変わっています.

それでは一体研究は何をやっていたのかということにな

るのですが,こ れから少し研究の話を致します.

(スライド25)亘 理先生のところは,当 時は自動車のこ

とが研究の主体だったのですが,さっき言いましたように,

私は工作機械が好きで,工 作機械と振動とを結びつけるよ

うなことが何かないかと思っていましたら,ち ょうど,現

在千葉工業大学の教授をされている杉本先生という方が,

切削の自励振動の研究をされていたのです。私はそれを見

て,自 分は研削の方をやってみようと思って,亘 理教授に

自分は研削の振動の研究をやってみたいと申したんです。

そうしましたら,そ れはよろしいということで,ま ず平面

研削盤,こ れは竹中研にあったのを貰ったのかどうか今は

記憶がないのですが,こ れを使いまして振動の実験を始め

ました。ところが,こ れは後から分かったのですが,砥 石

の不釣り合いによる振動で加工物の表面に凸凹ができると

いうだけのことであって,残 念ながらいい成果は得られま

せんでした。

、・鮮   ヽ  1           ・
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これが砥石です。ここの電磁石で試験片 を吸いつけて研

削 して,表 面粗 さを測ろうという訳です.あ まりうまくい

かなかった実験です。

(スライド26)こ れは昭和 37年 11月の私で,25歳 です

が,さ っきの研削盤はこの辺にあるのですが,こ れを公開

のために使えというのが教授の指示でして,そ んなうまく

行かない実験を公開するのは恥ずかしいと思ったのです

が,こ の辺に削った試験片を置いたり,い ろいろなものを

書きまして公開をやりました。ということは,当 時は生研

の公開が 11月だったということです。自分としてはうま

く行かなかったと思ったのですが, とにかく修士は何とか

出してくれまして,博 士に進学しました。

(スライド27)平 面研削ではどうもうまく行かないだろ

うということはいろいろ考えたり,切 削その他の工作機械

の振動の本や論文を読んで見当が付きましたので,今 度は

円筒研削でやろうということになりました。

円筒研削というのは,こ れが砥石でして,こ こに丸くな

っているのが削られるものです.い ま,研 削液を掛けてい

ません.掛 けていないというのは,研 削液というのを普通

は掛けるのですが,こ の電気的な測定のために掛けないで

いる訳ですが,こ ういうもので実験を始めました.こ れは

本郷の竹中研究室にあった豊田ジャンドロンというところ

の最新の機械だったと思います。

(スライド28)こ れです。TOYODAと 書いてあります。

買って一番最初に使われる研究が,振 動を起こす研究とい

うのでは,こ の機械もかわいそうでしたが,こ れでやりま

した。

ところがこれもなかなかうまく振動が発生しませんで,

どういうことになるのかと思っていたのですが,あ る時,

ふと思いつくところがありまして,こ の加工物の回転速度

を普通よりもかなりと上げてみたのです。理由は簡単なこ

とだったのですが,上 げてみたんです。

(スライド29)そ うしましたら見事に振動が発生してく

れました。振動は発生してはいけないんですよ.工 作機械

生 産 研 究

で振動が発生するのはいけないのですが,私 の 目的のため

には見事 に発生 して くれました。この辺が山なんです。こ

の辺が谷 になって,ま た山になって谷 になっている。 しか

もこれはねじれているというところが一つの特徴でして,

これは今でも研究の対象になっているのですが.と にかく

こういうものが出来まして,こ の振動が発生した時は私は

本当にうれしかったです。これで論文は書けたと思ったん

です。

(スライド30)こ れは加工物の中心がどんなふうに振動

しているかという様子を撮ったものですが,こ れを撮るの

は大変苦労しました.写 真に詳しい方ならすぐ分かると思

いますが,シ ャッターにはフオーカルプレーンシャッター

とレンズシャッターとあって,普 通のフォーカルプレーン

シャッターですと,ス リットが横に動くものですから,リ

サージュ図形と申しますが,こ ういうように時間と共に横

に動いているものは撮影できない。仕方がないので,シ ン

タロスコープを暗室に入れまして,そ の前に二眼レフを置

いて,焦 点を合わせておいて暗室の扉を閉める。そして振

動が発生した頃を見計らって遠隔操作でシャッターを切

る。そういうことをやって,何 枚も何枚も失敗しながら撮

つた写真です。2枚ほどぃい写真が撮れましたが,そ のう

ド29
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ちの 1枚で,こ れは私としては大変自慢であり,か つl懐か

しい写真です。

(スライ ド31)本 郷でばか り実験をやっている訳にも行

きませんので,生 研でこれもおそらく竹中研究室が残 して

いった古い研削盤だと思しヽますが,こ れを使って新 しい実

験をやりました。実験をやるためには一定の送 りをかけた

り,い ろんなことをしなければいけませんから,こ のハン

ドルをある速度で自動的に回すということになる訳ですけ

れども,そ のための装置を設計して,こ こにある可変速モ

ーターで駆動しては,あ る速度でこの台を送るとか,あ る

いは砥石をこっちへ切り込むとか,そ ういうことをしまし

た.こ の辺の装置は,昨 年 12月 4日 ,研 究室もなくなり

ますので,い ろんな古物を処分しましたけれども,そ のと

きに廃棄しまして,大 分淋しい気がしました。

この実験をやっている時,私 ひょっとしたら死んでいた

かもしれないということが一回だけありました。これが砥

石なんですが,砥 石というのは御存じのようにカーボラン

ダムを粘土で固めたものですから,非 常な力がかかれば割

れてしまうわけです。そのためにこの辺に覆いまでしてあ

るわけですが,あ る時間違えて,急 に大きな切 り込みを与

えたんです。幸いなことに砥石は破壊しないで,研 削力の

ために回転が止まってくれたので私助かったのですが,本

当に危ない思いをしたと思っております。

(スライド32)こ れは学会に投稿 したものをそのまま出

して来たものですが,私は当時,再生作用理論というのが,

研削あるいは切削の自励振動の基本的な理論として論文な

んかに出ていたのですが, どうもおかしいと感じていまし

た。というのは,さ っき平面研削盤をお見せしましたが,

あの平面研削盤の砥石の回転速度なんかは,ス トロボライ

トで見ていても変動していることが分かるのです。ベルト

で駆動していますから,ベ ルトの継目のところでスリップ

が起こって回転速度がすっと落ちる。この円筒研削盤の場

合も,加 工物を回転させるところにベルトがあって,時 間

と共に回転速度がかなり変動している。この変動は,変 動
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を測定する装置を新しく作りまして,と いっても,要 は非

常にピッチの小さい歯車を作って,当 時いた荒井君という

技官の人にD/A変 換器を作ってもらいまして,回 転速度

と振動数の変動を測定することにした訳です。例えば,下

の加工物の回転速度がかなりこんな変動をしていると,そ

れに応 じて上の加工物の振動数もごうやって変動 してい

る。加工物の回転速度をすっと上げてみると,振 動数もそ

れに応じてすっと上がってくれる。これは,と ても一筋縄

でいく現象ではないなと思って,こ の図を見て,再 生作用

理論というのは見直しの必要があるなと思っていたのです

が,今 日に至るまで完全な説明がつかないでいる。残念な

ことですが,そ ういう現象です。

(スライド33)工 作機械の自励振動の話を今迄致しまし

た。自励振動というのは,説 明もなしに使ってしまって申

訳ありませんでしたが,特 に強制的な振動力が働かないの

に発生する振動ですが,そ ういう自励振動,あ るいはこれ

をびびり振動と呼びますが,そ ういう振動の研究をしてい

たことから,機 械学会の工作機械の振動の研究グループ,
一般的には振動屋ではなくて工作機械屋が多かったのです

が,そ れに入りまして,旋 盤の全体的な振動特性を計算す

るとか,そ ういうようなこともやりました.

当時,有 限要素法というのが導入されてきましたから,

それを使ってこんなものの振動特性を計算したり致しまし

た。これはさっきのモニズレイの旋盤と逆です。こちら佃1

に面板があって,こ ちら倶1に心押台があります.た だし,

基本的なところは少しも変わっておりません。

(スライド34)こ れは研究とは直接関係がないのですが,

「モーターファン」という雑誌があります。そのモーター

ファンという雑誌が,研 究的なことの記事も書きたいとい

う先代の社長の考えがありまして,社 長が平尾先生に相談

して,い ろいろな自動車関係の先生を集めて,い ろいろな

テストをした訳です。

亘理研究室では自動車の振動と騒音の測定をやりまし

た。ここに正弦波状の突起を置きまして:そ の上を自動車

スライ ド31
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を通過させる訳です。ここに写つている人は今日見えてい

ると思います。これは振動です。これは車内騒音の測定値

で,時 速何キロメートルの時,当 時はホンという単位を使

っていましたが,A特 性は何ホン,c特 性は何ホン,こ う
いうデータを取りました。

こういうデータは非常に貴重でして,私 ,こ れを使って

機械工学便覧の自動車騒音のところを書く時に有効に利用

したこともありますし, このテストの部分だけを取 り出し

て保存して置くことにしております。

(スライド35)振 動を測定するのは,こ こにある加速度

計でして,こ れは電接時計で,1秒 に1回,あ るいは5分

の1秒に1回の割合で信号を送り出す装置ですが,こ れは

つい先日やらせで撮ったものですが,実 際には立石さんと

いう方が,お そらくこの辺を足で踏ん張って押しつけなが

ら測ったのだと思います.

これは明石製作所で作った装置ですが,現 在はとても時

代遅れな装置です。ですから廃棄することも可能なんです

が,そ れはまずいと思いまして,こ の間明石製作所に寄付

しました。というのは,明石の知合いに電話をしましたら,

うちも古いものを集めて資料館をつくろうと思っているの

で,古 いものがあったら是非頂きたいというので,5,6

種類渡しましたが,中 には私が37年前に入った時以来一

度も使ったことがなくて,一 度も何であるか分からなかっ

たものもありますが,そ れが実は現在でも船のエンジンの

回転速度変動を測る装置だということで,船 のほうは,非

常に保守的で,昭 和 29年 ぐらいに最新式であったような

機械を今も振動の測定に使ったりしているということで,

聞いてみて実に驚いた次第です。皆さんも, もし非常に古
い機械があって, もう使わないという時には,製 造元に問
い合わせて,必 要だと言ったら寄付するのがいいのではな

いかと思います,

(スライド36)こ れは振動の測定結果でして,こ れから

バネ下の振動数とか,バ ネ上の振動数とかいうのを測定し

たという訳です。

(スライド37)レ クリエーションもしましたので,そ れ

をお見せします。私が本郷にいた時お世話になった堀先生

と去年退官した木村教授,そ れから現在三菱重工の顧間を

やっている河村さん′これが私です。修± 1年の冬に京都

の修学院離宮と御所を見学に行った時の写真です。ここに

いる女性は私より先に東大に入って,私 より後から東大を

出たという女性ですが,我 々が旅行に行くというのを聞き

付けて,突 如として現れて,修 学院離宮とか桂離宮を見る

時には許可証が要るんですけれど,許 可証に全然名前が載

ってないのに現れて強引に入ってしまいました。

(スライド38)こ れは昭和43年の二部会の旅行で,大 蔵

省の保養所です。当時からして大蔵省の保養所は立派でし

た。ここにいるのが立石さん。ここで現在生研にいらっし
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ゃる方は,下 駄を履いている永田さん。なぜ下駄を履いて

いるのかわか りませんが。これは佐賀さんではないかと思

いますし,本 郷に行かれた樋口先生,そ れから鈴木芙佐子

さんで,こ れが鈴木す江子さんかなという気が します。あ

とは思い付 きません。

(スライ ド39)こ れは石原研 と合同でぶどう狩 りに行っ

た時で,こ れが私でこれが亘理先生,こ こにいるのは鬼頭

さんといって今研究員をやっている方です。これが立石さ

ん,こ の影にいるのが,試 作工場にいた古屋さん,こ れが

西山さん,こ れが倉林さんだろうと思います.

(スライ ド40)こ れは昭和 53年の夏に式根島に行ったと

きの写真でして,こ れが板倉技術官,こ れが私,当 時 40

歳です。これが鈴木技術官。ここにいる人は現在はお医者

さんになっています。これが千葉工大の片岡教授,こ の辺

の方は今 日見えています。この時東海汽船という会社はひ

どい会社だとつ くづ く思いました。夏になると定員が2倍

になるんです。今でもあれは奴隷船だと言っているのです

が,私 ,奴 隷を運搬する船の奴隷の置き方を書いた図を見

たことがありますけれども,そ れよりももっとぎっしりと

人が乗っていたような気が致 しまして,私 は確か階段に座

ったまま往復 したような気がしております.

(スライ ド41)こ れが亘理先生で,停 年になられて数年

後のものです。亘理先生は65歳半ばで亡 くなられたので,

多分最後 ぐらいのOB会 の写真ではないかと思います。こ

れが鈴木技術官,こ れが板倉技術官,こ れは西山助手,立

石助手。みんな若 く写っています.

(スライ ド42)研 究の話 も少 ししないといけませんが,

昭和 46年 から3年 計画で臨時事業で,「都市における災

害 ・公害の防除に関する研究」 というのが始まりまして,

亘理先生と私のところは自動車の騒音と地盤の振動を担当

することになったんです。ここに見えるのが筑波山である

ことはお分かりになると思いますが,自 動車研究所で自動

車の騒音の測定をしているところです。これは我々が単独

でやれる訳ではなくて,自 動車工業会の試験に便乗 したり

してやった実験です。

(スライ ド43)こ れは大型 トラックが走って来るところ

を立石助手と鈴木技術官が測っているところです。これが

私です。ここに東大生研大野研 と書いてあります。機械は

自前でやっていました。

(スライ ド44)こ れは地盤振動の実験で,こ こで西山さ

んという助手の方が,ラ ンマーといいまして土を固めると

きに使う機械ですが,こ れを動かして地盤の伝播状況を測

りました。ここにあるのは構造物動的破壊実験装置で,あ

れが,中身は出来たけれども,外を作るお金がなくて,テ
ント掛けでやっていたということです。この機械は鹿島建
設から借 りてきたのですが,鹿 島建設に顔のきく先生に電

話をしてもらいまして借 りに行ったのですが,話 が通 じて
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いなかったらしくて,だ まして持って行こうとしてるので

はないかと疑われまして,大 変困りました。

それと,こ のランマーが結構大きな音を出しまして,公

務員住宅が近くにありますね,あそこから人が顔を出して,

呪まれたこともあります。

(スライ ド45) 「 SOUTHAMPTON THE BARGATE」 と

書いてあ りますが,昭 和 47年 度の長期在外研究員 に選ば

れまして,サ ウザンプトン大学の音響振動研究所というと

ころに行くことになりました。当時は,今 と違って公用旅

券を発行しまして,行 く先が特定されているんです。私の

場合, ドイツのアーヘンにちょっと居て,そ れからサウザ

ンプ トンにずっと居て,帰 りにMITに 寄って帰るという

申請をしておりましたので,そ の3カ国しか入国できない

という旅券な訳です。ですから夏休みにフランスヘちょっ

と行ってみようと思っても行けないので,こ れは困ったな

と思って,ふ と思いついたのが,私 は振動の研究をしてい

るということで,文 部省に行きまして,直 接係官に,現 在

こういう臨時事業で振動を担当している,つ いては鉄道の

振動と騒音を調査したいから,ヨ ーロッパを鉄道で旅行す

るような計画を許してくれと言つたら,ど うぞということ

で,デ ンマークからドイツ,ベ ルギー,ス イス,イ タリア,

フランスあの辺全部通ってよろしいという結構な旅券に変

えてくれまして, しかも旅費も出してくれました。で,こ

こで勉強した訳です。

(スライド46)こ れがお世話になったデイヴィス教授で,

現在 75歳で健在で, しかも,現 在もまだ大学の隣に事務

所を持って,同 じような仕事を続けているという方です。

これが家内で,こ れが当時4歳半の息子,1歳 半の娘,こ

れがキャサリーヌというこの先生の5人 目のお子さんで

す.

(スライ ド47)こ れは鈴木浩平教授といいまして,都 立

大の先生というよりは,一 部の中桐研の鈴木敬子助手の御

夫君ですが,こ の方が夏に遊びに来てくれました。182と

いうのが私の家の番号です。
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(スライド48)こ れで2軒 なんです.一 戸建てがディタ

ッチドハウス,私 の住んでいたようなのはセミディタッチ

ドハウス,半 分離住宅,で す。これが玄関ですが,こ こが

浴室兼便所です。玄関の上にあるのは不思議だなと思った

のですが,そ れがどうも向こうでは普通のようです。上が

3室,下 が2室 +台 所です。

去年サウザンプトンに行った時に,懐 かしいからちょっ

と寄ってみたら,隣 の家の人が出てきまして,や あやあ久

し振りだということで,懐 かしく思いました。

(スライド49)さ っき都電で通っていると言いましたけ

れども,39年 8月 29日に六本木駅が出来まして,六 本木

駅を使う人も出て来ました。それから44年 3月 29日に東

西線が開通しましたから,こ こは千葉から通っている人が

多いですが,東 西線で茅場町まで来て,そ れから六本木へ

来るという人が結構増えた訳です。私はこの頃は東久留米

の公務員住宅にいましたから,池 袋から霞が関経由で六本

木へ来る,こ ういうことをやらておりました。

(スライド50)我 が研究所にとって交通上一番の朗報は,

昭和 47年 10月 20日に千代田線の霞が関一代々木公園間

開通,つ まり乃木坂駅ができたということです。代々木公

園から代々木上原まではまだ続いておりませんで,小 田急

線方面の人は代々木公園で降りて,そ れから少し歩いて

代々木八幡まで行っていたと思います。

(スライド51)乃 木坂駅が出来たので,私 は今度は東久

留米から原宿へ来て,こ ういうふうな経路で通っていまし

た。最初に定期券を買う時に,明 治神宮前という駅ではな

くて,原 宿という駅だと思って申込書を書いたら,「ここ

は明治神宮前です」と直せられたのを覚えています。

(スライド52)ま た少し研究の話をしますと,音 の研究

をするためには,や っぱり無響室が必要だということで,

橘先生のところは立派なのがありますけれども,そ こまで

いかなくても,屋 内屋を建てて,壁 や床や天丼に吸音材を

付ければ無響室になるだろうという考えで作った訳です。

これは木工室にいた梅沢さんです。こちらに立っているの

スライド43

スライド51
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は誰であるか,今 だに見当がつきません。

(スライド53)こ れは一般研究Aを 貰ったエンジン騒音

の研究でして,こ れはエンジンの模型です。このエンジン

の模型の振動を測定して,そ の振動から音を計算しようと

いうことです。ここで加振機でこの模型を揺すっている訳

です。これは本郷の津田公一先生という方が設計されたも

のです。非常に綿密な設計で,作 ったのはどこであったか

よく覚えていません。

(スライド54)そ ういうものを使って,無 響室で,計 算

された音場と測定した音場が一致するかどうか,つ まリエ

ンジンの騒音というのは予測可能であるのかとか,そ うい

うようなことを研究致しました.

(スライド55)こ れは千葉工大の片岡教授が熱心にやら

れた研究で,こ こに歯車がありますが,自 動車のエンジン

というのは間欧燃焼ですから,回 転数が変動します.そ う

しますと,歯 車が打ち合って音を出す訳です。それを途中

にあるクラッチのところに適当な工夫をすることによつて

何とか押さえようという訳ですが,そ ういうことを理論的

に解明しようとした実験の装置です。この実験装置は千葉

工大に先日送りました。

(スライド56)こ れは二入力ですが,振 動のモードを自

由に市1御しようというものです。そして,例 えば平板のあ

る点を自由にノードにして,そ れを連続的に移動させるこ

と力ゞできれば,物 の輸送もできるだろうということで,ま

ずは梁で実験をやった結果,そ ういうことも可能であると

いう結果が出たという,そ ういう実験です。

(スライド57)皆 さん今,川 勝研というのが守衛所の隣

にあるのを御存じだと思いますけれども,あ そこは,も と

シャシイダイナモ室というのがあったんです。ここに見え

る,こ れとこれと,こ れとこれは,大 きなドラムでして,

回転するんです。この上に自動車の四輪を乗せまして,操

縦性を研究するのに使うのですが,こ れは平尾先生が残し

て行かれて,私 が管理をすることになったのですが, どう

も使い途がないんですね,私 では。だけど,運 転経費が付

いているから何とかしろというので,時 々この上に車を乗

せて,何か実験をやっているらしいやらせの写真を撮って,

報告書を作っていたのですが (笑),何 か本当に使ってみ

ようということで,地 盤振動と関連付けた研究をやること

にしました.と いうのは,道 路交通による地盤振動の測定

データはいくらでもあるのですが,自 動車が道路上の突起

を乗り越えたときに,ど れだけの力が作用するかという研

究は見当らないんです。

(スライド58)そ こで,こ の上の方にまだスプリングが

あって,さらに自動車の4分の1の重量に相当するだけの

目方のおもりが乗っているのですが, ドラムの上へこうい

う突起を付けて, ドラムをぐるぐる回す訳ですが,こ の突

起を乗越えるときにどれだけの力が掛るかということを測
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定 し,理 論計算結果 と比較 してみました。本物で もやって

みようということで千葉で実験をやってみました。

(スライド59)こ れは正門からずっと入ってくる道で,

この辺から砂利になるのですが,こ の下が掘ってあって,

荷重を測る装置が埋め込んであるのですが,こ れは日立か

ら来ていた研究生が,会 社は金は出さないけれど物は作っ

てやると言っているというので,そ ういうものを作って貰

?て 埋めたのですが,当 時の千葉実験所長の田村先生に千

葉で実験をやらせて頂きたいと言いましたところ,早 速

OKと 言われたのですカミ,道路に穴を掘りますと言つたら,

それはだめだと。しかしこれは科研費がついてますから,

やらぎるをえないので,何 とか勘弁してやらせて下さいと

言って,こ こに穴を掘って,こ っちから自動車を走らせま

した。運転しているのは,今 ;木 下研にいる板倉技術官で

すが,こ れで何辺も何辺も乗越えました。空車だけではだ

めなもんですから,2ト ンぐらいの荷物を乗せるんです。

1個で2ト ンという訳にはいきませんけれども,砂 袋を積

んだり降ろしたり積んだり降ろしたりしていろいろ実験を

やりました。去年の4月の教授総会を千葉で開いた時に見

ましたら,ま だこれの痕跡は残っておりました。

(スライド60)し かしながら,こ の動力実験棟 もいつま

でもそのまま置いておく訳にいかなくなりまして,つぃに,

これを作る時いくら掛かったか知りませんが,壊 すことに

なりました。このドラムを運び出すことができませんので,

溶断して運び出しました。随分掛かったものが,た らた

36万円でスクラップになりました。

(スライド61)し かしこの部屋にはワー ドレオナード式

の発電機がありまして,こ れは吉識研が使っておりますの

で,こ れだけは運び出さなければいけなくて,こ れを運び

出して車庫棟 との間に新 しい建物を建てさせて頂きまし

て,そ こに移しました。それが480万円ぐらい掛かったか

と思いますが,余 程どそっちのほうが高かつたですね.

(ビデオ)次 に振動インテンシティの話をしようと思いま

す。振動インテンシティというのは,五 部の橘先生が音響

インテンシテイというのを研究されていますからそれとの

関連で御存じかと思いますが,要 するに弾性体中を伝播す

る力学的エネルギーです。インテンシティという場合には,

例えば平板であれば単位幅当たりのエネルギーを言います

けれども,こ れは実際は縦横900× 1800の板でして,こ

こでは横になっていますが,実 は立ててありまして,こ こ

で固定してありまして,こ の辺にゴムが張ってある訳です

が, ここでカロ振します。ここではランダム加振しています

が,そ うすると,例 えば165 Hzの成分はこういうような

動きをしているということです。こういうふうに赤のとこ

ろが山だとすれば,自 のところが谷,こ ういうふうに動い

て行くという訳です。インテンシテイというのは,曲 げと

捩 りのモーメントと剪断力でエネルギーが伝播して行 く訳
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ですから,こ のところのインテンシテイを測りたいとすれ

ば, この点のモーメントと剪断力を知ればいいという訳で

す。それは弾性学の公式から,周 囲のある個数の測定点の

変位が分かれば差分近似で分かる訳ですから,理 論的には

可能な訳です。ただ正確にやるには8点での測定が要るの

で,一 つの,こ の点のインテンシティを測るために前後左

右,全 部で8点の変位の測定が必要だということです。そ

れはちょっと困難なので,近 似的に2点でやってみた結果

がこれで,今 の 165 Hzの場合には,矢 印のようにエネル

ギーが流れていました。

面白いことに,こ こで加振して,こ ちらで吸振していま

すから,こ の辺でこちら向きのエネルギーを合計してみる

と,や はり入つてきたエネルギーと等しいということが分

かります。次に重ねて見て下さい。これがそういう時のエ

ネルギーの流れと振動のモードの動きというものを示して

います。

もう一つありますけれども,時 間の関係でこれだけにし

ておきます。

(スライド62)こ れは何だかお分かりになるでしょうか。

上下逆さになっているのですが,都 電のベルなんです。チ

ンチン電車の,チ ンチンというベルなんです。私,路 面電

車が好きで,電 車の写真も撮 りましたが,こ れはベルで,

普通は逆さになっていますから,こ れが離れていて,紐 を

引くと叩いて鳴るというわけです。ここで都電に取り付け

である訳です。

(スライ ド63)こ れは昭和 42年 6月現在ですけれども,

都電がこんなに沢山走っていまして,全 部で39系統走っ

ていまして,信 濃町はここにありまして,信 濃町から権田

原,青 山一丁目,竜 土町,こ ういうふうに来るか,あ るい

はこちら側の南青山に行くようになっている。こんなにあ

りましたのが,だ んだんなくなることになりました。

(スライド64)「 都電ご愛顧感謝乗車券」.昭 和 42年から

廃止が始まることになりました.こ の乗車券に出ている

5501という電車は最新式ではないのですが,昭 和 28年だ

ったかに,ア メリカの技術を導入して作ったという電車で

す.確 かこのタイプの電車は6,7台 あったと思いますが,

ここには5501と書いてあります。

(スライド65)こ れは銀座で撮った写真ですが,5501で

す。ここに和光がありまして,こ こに銀座四丁目と書いて

あります。品川行きです。上野と品川の間を走っていたわ

けです。

(スライド66)こ れは6219と書いてありますが,6000型

という都電で,赤 羽橋のところを通つていますが,赤 羽橋

は交差点になっておりまして,曲がる電車もありますから,

ここのところにコントロールタワニがあって,人 がいます

が,電 車が来るのを見てポイントを切替えている訳です:

6000型というのは一番沢山ありまして,290輌ありました。
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ですから6231,生研の電話番号 と同じ電車 もあるはずで

して……

(スライ ド67)あ りました。これも銀座です。

(スライド68)ち ゃんと6231の車検証がありまして,こ

れを裏返しますと,何 月何日に検査をしたということが書

いてある訳です。座席 22,立 席 74,合 計96。昭和 43年

12月検査。これは6231がなくなる時に貰って来たもので

す。実はさっきのベルも6231に付いていたベルで,趣 味

のない人には何の意味もないがらくたですが (笑),私 に

とらては大事なものでございます。

(スライド69)こ れは昭和42年 12月9日,銀 座線が廃止

になるという日で,乗 りにいきました。ここに松阪屋のマ

ークが入っています。長い問ご苦労さまでしたということ

で,松 坂屋の人が立っています.

(スライド70)こ れが私でして,最 終の都電に乗 りに行

った時に写した写真で,こ ちらが家内です。

(スライド71)者 『電はほかにも, 例え|ゴ7000型 というの

がありまして, ドアが6000型と違って前と後から3分の1

ぐらいのところにあります。これは六本木の角の誠志堂で

す。こちらは渋谷方面,こ ちらへ行くと溜池方面です。

(スライド72)こ れは7500型といいまして,オ リンピッ

クを記念して20輌作ったもので,ラ イトが二つあるとい

うところが特徴で,こ れが東京タワーです.三 河台町で写

したのですが,こ れは33番,我 々が使った電車です。こ

れも確か昭和43年 5月 に写したと思います。今に比べて

随分交通量が少ないです。

(スライド73)こ れは昭和44年 10月 10日に撮った8000

型の写真で,8000型 というのは, もう都電がじきに廃止

になるということで,耐 久年数 10年というつもりで作っ

た電車です。背景は生研ですけれども,ま だ学術会議が建

っていません。生研の裏門の辺りは様子が何回も変わりま

して,一 番最初はこの辺とこの辺にくず屋がおりまして,

その間の坂道を歩いて上がって行きました。学術会議が出

来ることが決まったのは,藤 高周平先生が所長の時で,所

スライ ド73
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員を皆中庭に集められまして,こ ういうことになってしま

った,幹 部が迂間であった,誠 に申訳ないというようなこ

とをおっしゃいました。

(スライ ド74)こ れは 1500型のもので,こ こに都電定期

券発売所,西 荒川と書いてあります。これは西荒川の終′点

ですが,こ れがずっと目抜き通りを通って馬場先門から日

比谷公園まで走っていたわけです。たった一人お客さんが

いますが,こ れは私の家内です。

(スライド75)こ れは都内でただ一つ,蒸 気機関車と都

電が写るというところで,錦 糸町です。17時 57分発の銚

子行きの総武線でして,こ れを利用する生研の人も結構お

りました。これはC57で す。

(スライド76)こ れは2000型 と言いまして,昔 ,荻 窪の

方を走っていた都電です。幅が狭いのですが,昭 和44年

10月 25日,33番 最後の日です。これに乗りましたが,こ

の日を以て生研の前は,こ っちは防衛庁ですが,都 電が通

らなくなりました。

(スライド77)東 大正門にも敬意を表して,東 大正門の

前を走っていた19番の都電の写真もお見せしておきます.

これは3000型 という電車です。どれを見ても同じように

見える方もいらっしゃるかもしれませんが (笑),少 しず

つ違っておりまして,見 る人が見ると分かるのですが,

(スライド78)都 電の定期券というのもありまして,池

袋からこういう具合に私は買ったんですが,使 ったのはも

ちろんここだけです.こ ういう定期券を売ってくれと言っ

たときには,売 る方もびっくりして,本 当に乗るのですか

と言われまました。lヵ月900円,片 道20円の往復40円,

それの22.5日 分ということで900円になっております。

(スライド79)こ れはくぬぎの本でして,千 葉実験所に

私が移植した本です。これは新しい建物です。これは昭和

62年 9月 25日 に計量研究所に行ったときに拾ったドング

リを私が自分の家の庭に植えましたところ芽を出しまし

て,3,4年 で,我 が家の猫の額では処理できないことが

はつきりしましたので,千葉実験所に植えてもらいました。

近くこの辺に,由 来を書いた柱を立てようと思っていま

す。

(スライド80)私 は昭和 55年の4月 に町田に引越しまし

て,そ の時買った最初の定期券が町田一乃木坂という定期

券です。これが最後の定期券,つ まり今使っているもので

平成 10年 3月 31日 まで。根津まで買っているのは,本 郷

に行くのに便利だからです。

(スライド81)と いうことで,最 後のスライ ドをお見せ
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しましょっ.

これは私が昭和41年 4月 1日に就職したときの宣誓書

でして,「私は,国 民全体の奉仕者として,公 共の利益の

ために勤務すべき責務を深く自覚し,日本国憲法を遵守し,

並びに法令及び上司の職務上の命令に従い,不 偏不党かつ

公正に職務の遂行に当たることを固く誓います」というこ

とで,あ と10日間だけこれを守らなくてはいけないとい

うことでございます。

研究に関係あるスライドはたった3分の1で申訳ありま

せんでした。

以上で話を終わらせて頂きます。

【西尾】 大 野先生, どうも有難うございました。多分奥

様がかなり生研の中でも有名になったのではないかと思い

ます。いろいろな方の写真を見させて頂きまして,有 難う

ございました.

生産技術研究所は来年で50周年を迎えて,そ の前身と

いうかルーツは,先 生の御講演の中にありましたように千

葉にあった訳です。千葉時代を御経験の,い わゆる教官の

先生は多分大野先生が生研では最後だったと思います。そ

ういう意味では37年,あ るいは50周年の前年,今 年度は

49年になりますけれども,千 葉時代から長い歴史を振 り

返って頂きまして,大 変有難うございました。感謝の気持

ちを込めて,二 つの研究室から花束を用意しております。

(花東贈呈)

本日は強風の中,年 度末のお忙しい中,多 数の方々にお

集まり頂きまして,有 難うございました。これで大野先生

の退官記念講演会を閉会にさせて頂きます。


