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世界初のハイブリッドCRP※１ポッド推進高速フェリー
　ポッド推進器※２の技術を応用して、従

来式推進プラントと組み合わせて二重反

転プロペラ（CRP）の効果を生み出す世

界初のハイブリッド CRPポッド推進シ

ステムを搭載した高速フェリーが６月末

に竣工した。試運転で確認された最高速

力は 32.04ノット（59.3km/h）で大型フェ

リーでは世界最高速力を記録した。

　ポッドは合計 27MWの発電プラント

からの電力を高効率 IGCT素子※３を使っ

たインバータにより回転数と出力を制

御、固定ピッチプロペラを駆動する電気

推進である。そのポッドプロペラの直前

に配置した主プロペラは、ディーゼル機

関を原動機として減速機と中間軸を介し

て駆動され、両方のプロペラが反転する

ことでハイブリッド型の CRP推進シス

テムを構成している。

　このシステムの採用により、従来式２

軸推進プラントに比べ 13％の大幅な省エ

ネルギーを達成し、運航経済性を向上し、

CO2 排出量を削減している。また、港内

ではポッド推進器の推力・方向を自在に

操作することにより、安全かつ迅速な操

船が可能となっている。

　CRPポッドの実用化に当たってはプロ

ペラやポッドに発生するキャビテーショ

ン、プロペラ起振力などの流体力学的課

題を克服するため、２年間に亘りポッド

メーカー・欧州研究所と共同で開発が行

われた。

　完成した「はまなす」・「あかしあ」の

両船は７月から舞鶴〜小樽航路に就航、

従来のダイヤを大幅に短縮した 20 時間

で結ぶことで宅配便などの海上輸送への

モーダルシフトの期待も膨らんでいる。

記事・写真提供：三菱重工業㈱

※１　 CRP：Contra Rotating Propeller…二重反転式プロペ
ラ。向かい合った２組のプロペラを逆回転させて高い
効率を得るもの。

※２　 ポッド推進器：電気モーターとプロペラを一体に組み
込んだ繭型（ポッド：POD）推進装置のこと。ポッド
自体を360度回転させることもでき、舵の役割も果たす。

※３　IGCT 素子：Insulated Gate Communicated Thyristor

試験航行中の「はまなす」

プロペラキャビテーションの水槽試験の様子

ハイブリッドCRPの
概観図

ポッド推進器

全長 224.82m

全幅 26.00m

深さ 20.40m

喫水 7.40m

総トン数 16,810トン

試運転最高速力 32.04ノット

旅客定員 820 名

車両搭載能力
12m 車両 158 台
乗用車 65 台

主機関 Wartsila 12V46C×２基

最大出力 12,600kW × 500rpm

主発電機関 Wartsila 12V46C ×２基

最大出力 12,600kW × 514rpm

補助発電機関 ダイハツ 8DK32C ×１基

最大出力 2,910kW × 720rpm

ポッド推進器 AZIPOD Type 21

常用出力 17,600kW

主要目
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四輪駆動力自在制御システムの開発
　車両の高出力化に伴い４WDシステム

にはさまざまな形式が考案・実用化され

てきたが、一般に、運動性能を重視した

４WDは駆動走破性が低く、一方で、駆

動走破性を重視した４WDは旋回性能を

向上させづらい特徴を持つ。これらの既

存の問題に対して、ドライバの操作に忠

実な旋回特性となる“ニュートラルステ

ア・フィール”の実現が新４WDシステ

ムの目標性能として期待されていた。

（１） 電子制御で駆動力を前後配分、また

は後輪駆動力を左右配分するシステ

ムが考案・実用化されているが、前

後と後輪左右の駆動力を両方とも自

在に可変できるシステムは存在しない。

（２）  車両運動性能の解析結果から、旋回

性能と安定性の向上において、駆動

力左右差を用いてヨーモーメントを

直接制御することが有効である。

　以上の２点に着目し、４WDの高い駆

動性能をベースに、旋回性能および安定

性向上を極限まで高めるため、世界初の

前後と左右の駆動力を自在に制御する四

輪駆動システム（SH-AWD）が開発され、

市販車に搭載される。

　SH-AWDシステムは、駆動力でヨー

モーメントを直接制御することにより、

旋回中のアクセル操作による車両の挙動

変化を抑制する。またエンジントルクに

応じて前後の駆動力を配分することによ

り、急なアクセル操作によるタイヤのス

リップを低減する。

　具体的には、旋回加速時の後輪外側に

駆動トルクを多く与えることにより、内

回りヨーモーメントを発生させアンダー

ステアを抑える。リアドライブユニット

は、後輪軸上に設けた左右２つのクラッ

チの外側クラッチをより強く圧着するこ

とで、駆動力を後輪外側へ多く配分し上

記の目標を達成する。

　本SH-AWDシステムの効果を端的に

示す事例として、加速旋回試験の実施結

果を図３に示す。従来の駆動形式（セン

ターデファレンシャル４WD）の車両と

比較するとアンダーステアが大幅に抑制

され、さらに旋回可能な限界横加速度が

大きく向上している。

M250系直流貨物電車の開発

記事・写真提供：本田技研工業㈱

図３　ステア特性図２　リアドライブユニット図１　SH-AWDシステム構成

エンジン
トランスミッションECU

SH-AWD ECU

VSA ECU横Gセンサー
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リアドライブユニット

ヨーレイトセンサー

・エンジン回転数
・吸気負圧
・トランスミッションギア比

記事・写真提供：日本貨物　道㈱

　いまや私達の生活に欠かすことのでき

ない存在となった宅配便は、長距離区間

を除き翌日配達が基本になっている。こ

のため鉄道による宅配便輸送は、翌々日

配達地域への長距離輸送が主体となり、

東京〜大阪間などの中距離輸送は、ほと

んどがトラック輸送に依存している。

　M250系直流貨物電車（愛称名：スー

パーレールカーゴ）は、東京〜大阪間の

鉄道による輸送時間を短縮し、トラック

と同等の輸送時間とすることで翌日配達

を確実なものとし、中距離における宅配

荷物の本格的な鉄道輸送を実現したもの

である。

　この列車は、長さ 31ft（9,410mm）コ

ンテナを１両あたり電動車に１個、付随

車に２個積載して輸送するもので、現行

の機関車けん引コンテナ列車と比較して

次のような特徴を持つ。

• 最高速度を現行の機関車けん引コンテ

ナ列車の 110km/h から 130km/h に引

き上げ輸送時間を短縮している。

•最高速度の向上を可能とする 

　 ため軌道への影響を考慮して、

　機関車けん引方式から、両端

　に２両の動力車を配置した動

　力分散方式の16 両固定編成

　という従来の貨物列車にはな

　い新しい方式とし、軸重※１を

　機関車より約25％小さい12.5t

　にしている。

• 主電動機やブレーキ装置など各機器の

動作状態を監視するモニターシステム

を搭載している。

• 車軸軸受温度と車輪フラット※２を検知

するセンサーを新たに開発して全車軸

に設置し、列車全体のインテリジェン

ト化による信頼性向上を図っている。

• 旅客電車並の低振動化を図ることで極

めて荷物に優しい輸送方式を実現して

いる。

　2004 年３月より東京貨物ターミナル

駅（東京）と安治川口駅（大阪）間を１

日１往復、大型トラックにして 56台分

の宅配荷物を約６時間で輸送している。

このトラックから鉄道への輸送モード転

換による CO2 排出量の削減見込みは年間

14,000tとなる。

M250系直流貨物電車外観

※１　軸重：１本の輪軸の負担質量
※２　車輪フラット：車輪の円周上の一部が平らになる現象
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　ブラジルの Embraer 社が開発した 70

人乗りジェット旅客機は飛行試験と静強

度試験を終え、2004 年２月 19 日にブラ

ジル航空局の型式証明を取得し、納入を

開始した。

　民間航空機は、各国政府が定めた耐

空性基準に合格することで安全性が保

証され、はじめて運航が可能となる。耐

空性基準では、構造強度を試験で実証す

ることが要求されているため、全機静強

度試験・全機疲労試験・尾翼実大構造試

験・舵面実大構造試験・風防鳥衝突試

験・主翼鳥衝突試験・尾翼鳥衝突試験が

Embraer社と開発に参加したパートナー

により実施された。

　Embraer社がブラジルで行った全機静

強度試験では、全機静強度試験用の機体

を１機製作し、運用時に機体に加わる荷

重の 1.5 倍の荷重を負荷して破壊しない

ことを実証した。全機疲労試験は別の機

体を使ってブラジルで今も試験を継続中

である。

　日本から開発に参画している機体メー

カーでは主翼構造の設計・製造を担当し

ており、主翼の舵面であるフラップ（高

揚力装置）・エルロン（補助翼）・スポイ

ラ（スピードブレーキ）の実機部品の構

造試験を国土交通省航空局の立会いのも

とで実施した。これらの構造には軽量化

のために国産の炭素繊維強化エポキシ複

合材が使用されている。複合材の強度は

高温・高湿環境で低下するため、高温・

高湿の環境槽内で疲労試験と静強度試験

をおこなった。また、主翼の前縁に 1.8kg

の鳥が巡航速度で衝突しても安全に飛行

を完了できることを証明するため、主翼

鳥衝突試験を日本で実施した。すべての

試験を成功裡に完了して、主翼構造の安

全性を証明することができた。
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70人乗りジェット旅客機の強度実証

省エネルギー・省スペース・乗り心地のよさを追求したマシンルームレスエレベータ
　機械室を設ける必要のない MRLE ※１が

開発されてから約８年経ち、中低層ビル

向けエレベータの概念が大きく変革され

た。今や、MRLEが主流となりつつある

といっても過言ではない。このほど、新

技術の採用により、省エネルギー・省ス

ペース・乗り心地のよさをさらに追求し

た新型MRLEが開発されたので、紹介

する。

　エレベータを駆動する巻上機として、

PMSM ※２によるコンパクトな長軸ギヤレ

ス巻上機を採用した。さらに、ロープに

は小径ロープを採用したことで、高速回

転化・小型化が図られ、従来比約30％軽

量化された。また、回生電力を有効活用

し、年間消費電力を約20％削減すること

ができた。

　これらに加えて、かご構造の改善によ

り、乗り心地を向上させた。

　一方、今回開発の MRLEは、昇降路

内上部に巻上機を配置し、かごとつり合

いおもりをシーブを介して吊る２：１ロー

ピングのトラクション駆動方式を採用し

ている。ここで、シーブを乗りかご上部

に配置したほか、機器類の小型化と最適

配置および薄型インバータの開発を進め

た結果、高効率でありながら、従来の

MRLEに対して、さらに昇降路寸法を縮

小した。

　また、かご操作盤を認識しやすくする

ために、傾斜をつけるという工夫など「ユ

ニバーサルデザイン」を取り入れて、認

識性、操作性を高め、「エレベータの使

いやすさ」を向上させた。

　猛暑、アテネオリンピックの日本勢の快進撃、高校野球の優勝旗が初めて道産子の手になど話題
の多かった夏も過ぎ、良い季節を迎えることになりました。今期は経験不足の委員長、幹事が決ま
らないままでの広報委員会スタートとなりニュースレターの発行も危ぶまれましたが、前期の岩切
委員長に副委員長をお願いし、また、日大の関根先生をはじめ経験豊富な委員の皆様のご支援の下、
No. 28 ニュースレターを発行することができました。次号に向けては、さらにより良いニュースレ
ターとなるよう取り組んで参ります。今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。

記事・写真提供：川崎重工業㈱

記事・写真提供：東芝エレベータ㈱

編集後記 広報委員会 委員長　晴山蒼一（TCM）

委 員 長　晴山蒼一（TCM）

副委員長　岩切厚詞（日本オーチス・エレベータ）

委 　 員　 酒井英樹（トヨタ自動車）、関根太郎（日本大学）、田原雅幸（東日本旅客　道）、 

田村　宗（新潟トランシス）、北條正弘（宇宙航空研究開発機構）、 

溝越貴章（住友重機械マリンエンジニアリング）、武井宗則（フレスコ） 

第 82期 広報委員会委員

Embraer170

主翼鳥衝突試験結果

主翼鳥衝突試験 高速度写真

主翼前縁 鳥模擬

※１　MRLE：マシンルームレスエレベータ
※２　PMSM：永久磁石同期電動機

新型MRLE のシステム構成図

長軸ギヤレス巻上機

操作盤に近づいて操作しようとすると…

〈従来〉かご操作盤 〈新規開発品〉かご操作盤

側板に身体がぶつかり操作しにくい 側板に身体があたらず操作しやすい

主索

ガイドレール

バッファ

巻上機

制御盤

かご上シーブ

つり合いおもり

ガバナ

昇降路

イメージ図
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　鉄道コンテナ輸送をシステムによる

自動化へと革新するため「IT-FRENS 

& TRACE」の開発が行われている。

IT-FRENS は、現在稼動しているホスト

系の鉄道コンテナ管理システムを強化す

るサーバ系のシステムで、新しい列車予

約機能、インターネットによる情報登録・

検索機能、TRACEとの連携機能を備え

る。TRACEは、フォークリフトに PC・

GPS・無線アンテナ・RFID※１リーダ装置

などを備え、駅構内のコンテナ留置位置、

コンテナ列車や集配トラックへのコンテ

ナ積載・取卸状況をリアルタイムに管理

するシステムである。

　TRACEシステムでは、フォークリフ

トに期待位置精度１m 以下のリアルタイ

ムキネマティック GPS を搭載すること

を特徴とし、駅構内のコンテナ留置位置

をコンテナ個別に特定する。通信手段は

SS無線 LANを使い、留置位置や作業指

示などの情報を常時通信して更新する。

RFIDタグの活用では鉄道

コンテナやコンテナ貨車、

利用運送事業者のトラック

にすべて RFIDタグを装着し、フォーク

リフトのハンドリングの情報をTRACE

システムで自動で読取る。その作業履歴

を把握することによってコンテナがどの

状態にあるのかを管理できる。

　ドライバーシステムを通してトラック

の駅構内への出入情報などもリアルタイ

ムでフォークリフトへ伝達できる。
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IT-FRENS & TRACEの開発

VTIドライビングシミュレータの紹介
景山一郎（日本大学生産工学部機械工学科　教授）
VTIのURL：http://www.vti.se

　私は 2004 年４月より半年間の予定でス 

ウ ェ ー デ ン 国 立 道 路 交 通 研 究 所［VTI 

（Vӓg-och transport-forskeningsinstitutet）］

に滞在するチャンスを得た。そこで、新た

に稼働を始めた VTI のドライビングシミュ

レータ（DS）について紹介する。

　VTIでは自動車ならびに交通の安全性の研

究のために 1984 年にムービングベースを有

する DSの１号機（乗用車用）を完成させた。

ここのシミュレータの特徴は横方向、または

前後方向の加速度を大きく表現することに力

点を置く独自の水平移動機構をもっている点

であるが、近年新たに開発されている大規模

な DS（例えばベンツやアメリカNUDS）で

はこの移動機構を採用していることから、基本

コンセプトが正しかったといえる。この１号

機の開発からStaffan Nordmark教授が中心と

なって手がけてきた。現在６名のスタッフで

開発が続けられており、新しいアイディアが

出ると直ぐに取り入れるなど、非常に小回り

の利く開発が行われている。

　現在、写真に示すように、ここVTIには２

台のDS（２号機がトラック用、３号機が乗用

車用、なお１号機はすでに廃却）があり、基

本的な構造は１号機を踏襲している。

　性能的には、左右の稼働範囲は±3.75m で

あり、片側２車線の直線道路での車線変更は

フェードアウトなしに１：１で再現が可能と

なっている。また、このため最大加速度も

±0.8g であり、世界的に主流となっている６

脚足のムービングベースのDS（私の研究室の

DSはこのタイプ）に乗り慣れていると、横加

速度が過大であるという印象を受ける。しか

し、実際に高速道路で同様な車線変更を行っ

てみると、ほぼ同程度の加速度を感じること

から、適正な表現がされていることがわかる。

　コントロール系ならびに画像はPCベース

で構築されており、画像は画角が約120°あり、

３台のプロジェクタで投影している。これに

サイドミラー２つおよびルームミラーを液晶

画面で表現し、後方の画像提示を行っている。

特に素晴らしいのが、スウェーデンならでは

の冬の映像であり、滑りやすい道路の表現や

雪が降っている映像である。雪の降る映像は

20,000点におよぶ雪のフレークの流れを計算し

て表現しており、雪が降るシーンを走行する

とその繊細さゆえ立体感を感じ、感動を覚える。

　現在は、ヒューマンファクター系のグルー

プとともにドライバの特性、ヒューマンイン

ターフェイスに関する研究などが行われてい

る。また、外部からの委託などに対応するた

め、内部車両モデルもSimulinkで作られたモ

デルにも対応できるようにと変更が進んでい

る。DSの研究・開発において、ここ VTIは

世界の第一線を歩んでいる。

日本機械学会　交通・物流部門 〒 160-0016　東京都新宿区信濃町 35　信濃町煉瓦館５階
TEL   03-5360-3500（代表）　FAX  03-5360-3508
URL   http://www.translog.jp/ （C）著作権：（2004）日本機械学会　交通・物流部門

研究の最前線 ヒューマン・マシンインターフェイスの研究活動

車両全景

①GPSアンテナ…フォークリフトの位置を把握

②SS無線アンテナ…無線 LAN 通信に使用

③コンテナ用アンテナ…コンテナに取付けたRFIDタグを読取る

④貨車用アンテナ…貨車に取付けたRFIDタグを読取る

⑤上下センサー…コンテナ留置位置（上段、下段を把握）

⑥リーダーユニット…RFIDタグ読取情報をコントロールする

車内

⑦処理ユニット…車載端末本体（天井に実装）

⑧ タッチパネルモニター（12インチ）…フォークリフトに対す

るすべての作業指示が表示される（運転席右側に配置）

TRACE システムを実装したフォークリフト

記事・写真提供：日本貨物　道㈱

※１　RFID：Radio Frequency Identification

IT-FRENS

①駅サーバー設置

ドライバーズステーション

駅本屋

②コンテナにRFIDタグ装着

⑩トラックにRFIDタグ装着

⑫ドライバーシステム設置
　（トラックドライバーが取扱 
　うシステム）
⑬ ドライバーシステムで伝票

出力
⑭ ドライバーシステムで伝票

作業終了入力

トラックドライバー

伝票
出力

⑪ドライバーにはIDカード

④フォーク内に小型パソコン、ディスプレイ
⑤フォークに RFID タグ読取装置
⑦駅との相互データ通信可能

③ホーム上を区分け

⑧貨車にRFIDタグ装着

⑨積載時、
　自動積載報告

⑥フォークの位置管理

JR貨物オペレーション
センター（オペセン）

通運オペセン

連携

作
業
指
示
伝
達

d dbb
c caa

A
-4
A
-3
A
-2
A
-1

B-
1

①
②⑤

⑥

③
④

⑦ ⑧

TRACE 構成 イメージ図
Truck and RAil-way Combinative Efficient-system

VTIのドライビングシミュレータ（左２号機、右３号機）
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幹事会

大会実行委員会

広報委員会

技術委員会

分科会

研究会

•部門全体の企画運営方針の決定　•分科会および研究会の企画　•学会諸行事への参加企画

•各技術委員会の調整　•予算調整　•他部門、本部などとの調整
＊メンバー：�部門長、副部門長、部門幹事、第１技術委員長、ほか

•部門大会 TRANSLOGの企画運営

•ニュースレター、ホームページ作成　•最新情報案内

•各分野の動向把握・企画運営　•講演会、講習会、見学会などの企画運営

•研究調査および講演会、講習会などの提案

•基礎、新分野などに関する研究

第１技術委員会（共通技術）
第２技術委員会（自動車）
第３技術委員会（鉄道）
第４技術委員会（航空、宇宙）
第５技術委員会（船舶）
第６技術委員会（遊戯施設、昇降機）
第７技術委員会（物流システム）

P-SCD340　生体反応を用いた交通・物流機械の評価に関する分科会

A-TS18-03　交通のバリアフリー化・シームレス化に関する研究会
A-TS18-04　先端シミュレータ研究会

【運営委員会 幹事会】

P-SCD340　生体反応を用いた交通・物流機械の評価に関する分科会 主査：景山一郎（日本大学）

【分科会】

A-TS18-03　交通のバリアフリー化・シームレス化に関する研究会 主査：鎌田　実（東京大学） 

A-TS18-04　先端シミュレータ研究会 主査：田川泰敬（東京農工大学） 

【研究会】

運営委員会

部門長

前田　豊
（産業安全研究所）

副部門長

小島幸夫
（科学警察研究所）

部門幹事

大野寛之
（交通安全環境研究所）

第１技術委員会

委員長

天野也寸志
（豊田中央研究所）

第２技術委員会

委員長

菅沢　深
（玉川大学）

第３技術委員会

委員長

南京政信
（　道総合技術研究所）

【技術委員会】
第４技術委員会

委員長

青木隆平
（東京大学）

第７技術委員会

委員長

渡邉　徹
（日立製作所）

第５技術委員会

委員長

川越陽一
（海上技術安全研究所）

第６技術委員会

委員長

島﨑敏雄
（東芝エレベータ）



No. 04-53

第13回 交通・物流部門大会（TRANSLOG2004）主催：日本機械学会　交通・物流部門

開催日：2004年 12 月１日（水）〜３日（金）

会　場：�川崎市産業振興会館（神奈川県川崎市幸区堀川町66- 

20／TEL. 044-548-4111／JR川崎駅西口 徒歩８分）

主　旨：�自動車、鉄道・新交通、航空・宇宙、船舶・海洋、

昇降機、レジャー・遊戯施設、物流システム、荷役・

搬送、建設機械などの交通・物流に関する研究発表

講演会を開催いたします。奮ってご参加ください。

テーマ：

OS０　交通・物流一般（以下のOSに含まれないもの）

OS１　新しい交通・物流システム（ITSを含む）

OS２　交通・物流機械のダイナミクス（振動、制御を含む）

OS３　人間機械システム、ヒューマンインターフェース

OS４　安全、故障診断、予知、メンテナンス

OS５　福祉、バリアフリー

OS６　環境、省エネ、リサイクル、LCA

OS７　接触メカニズム、トライボロジー

問合先：高田　博（いすゞ自動車）

　　　　TEL. 0466-45-2020　FAX. 0466-45-4844

　　　　E-mail　hiroshi-takata@isuzu.co.jp

　　　　大野寛之（交通安全環境研究所）

　　　　TEL. 0422-41-3210　FAX. 0422-76-8602

　　　　E-mail　ohno@ntsel.go.jp

　　　　川越陽一（海上技術安全研究所）

　　　　TEL. 0422-41-3088　FAX. 0422-41-3101

　　　　E-mail　you@nmri.go.jp

No. 04-73 講習会

とことんわかる自動車のモデリングと制御2004（交通・物流部門　企画）

協　賛：�計測自動制御学会、自動車技術会、システム制御情

報学会、精密工学会、電気学会、電子情報通信学会、

日本工学会、日本シミュレーション学会、日本知能情

報ファジィ学会、日本フルードパワーシステム学会

開催日：2004年 11 月 11 日（木）9：30 〜 17：10

会　場：�中央大学駿河台記念館285室（東京都千代田区神田駿

河台 3-11-5 ／ TEL. 03-3292-3111 ／ JR中央線・総武

線御茶ノ水駅 徒歩３分）

趣　旨：�近年、制御の重要性がますます増大し、研究が精力

的に行われています。しかし、制御系開発には依然

としてさまざまな問題点があり、たとえ実務者であっ

ても制御系を完全に理解して開発しているとはいえ

ません。そこで、初心者から上級者まで制御系開発

の要点を理解できるような場を提供することにいた

しました。制御系開発の第一線で活躍されている研

究者をお招きして、モデリングと制御の基礎から応

用まで“とことんわかる”講演をしていただきます。

問合先：���日本機械学会 事務局　担当：川崎さおり

 TEL. 03-5360-3506　FAX. 03-5360-3509

 詳細はホームページをご覧ください。

 http://www.translog.jp/

No. 04-57 技術講演会

昇降機・遊戯施設等の最近の技術と進歩（交通・物流部門　企画）

協　賛：日本エレベータ協会、全日本遊園施設協会

開催日：2005年１月 20 日（木）

会　場：�日本機械学会 会議室（東京都新宿区信濃町35 信濃

町煉瓦館５F ／ TEL. 03-5360-3500 ／ JR中央線・総

武線信濃町駅 徒歩１分）

テーマ：

① 昇降機関係：新しいエレベータ・エスカレータシステム、快

適性・感性、振動・騒音、安全性、故障診断・メンテナンス、

情報・インテリジェント化、ユニバーサルデザイン、環境、

省エネルギー、ダイナミクス　ほか

② 遊戯施設関係：新しい遊戯施設機器、安全性、故障診断・メ

ンテナンス、快適性・感性、ダイナミクス、人間工学　ほか

問合先：���日本機械学会 事務局　担当：川崎さおり

 TEL. 03-5360-3506　FAX. 03-5360-3509

 詳細はホームページをご覧ください。

 http://www.translog.jp/

http://www.translog.jp/symposiums/TRANSLOG04/TRANS.htm

共催

第11回 鉄道技術連合シンポジウム（J-RAIL2004）

開催日：2004年 12 月７日（火）〜９日（木）

会　場：川崎市産業振興会館（川崎市幸区）

主　旨：�電気工学、土木工学、機械工学の研究者および技術

者が一堂に会して最近の鉄道一般技術における研究

成果を発表する研究発表講演会を開催いたします。

奮ってご参加ください。

テーマ：

S１　 高度化と高速化（スピードアップ、高品質化、在来鉄道、新幹線鉄道、運行管理、車両、軌道、電気）

S２　 メンテナンスとコストダウン（保守技術、計測・解析技術、故障診断、施設管理、低コスト化、省メンテナンス）

S３　環境とエネルギー（環境、騒音・振動、エネルギー、資源、リサイクル）

S４　 新方式鉄道（浮上システム、新交通システム、ロープ輸送システム、LRT、物流システム）

S５　 サービス向上（ 高密度化、快適性向上、利便性向上、駅の情報化、駅設備、バリアフリー）

S６　 交通計画とプロジェクト（鉄道計画、路線計画、都市計画、駅前広場、建設プロジェクト）

S７　 安全と防災（安全性・信頼性、システム設計技術、信号・保安システム、事故分析、ヒューマンエラー、災害対策）

S８　 境界領域研究（車輪／レール境界、架線／パンタ境界、シミュレーション技術、マンマシンシステム）

問合先：大会実行委員会事務局

　　　　　〒182-0012　東京都調布市深大寺東町7-42-27

　　　　　 独立行政法人交通安全環境研究所

　　　　　交通システム研究領域

　　　　　細川成之・山口知宏

　　　　　TEL. 0422-41-3211　FAX. 0422-76-8602 

　　　　　E-mail　J-RAIL04@ntsel.go.jp

http://www.ntsel.go.jp/J-RAIL04/index.html

主催：電気学会　交通・電気鉄道技術委員会
共催：土木学会、日本機械学会




