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国産初の完全超低床車両
　車軸のない独立回転車輪を使用した超

低床車両としてドイツ製の 5000 形（愛

称：グリーンムーバー）を運用している

が、このたび独立回転車輪方式による超

低床車両の国産化が実現したため、5100

形（愛称：グリーンムーバーmax）とし

て１編成導入し、2005 年３月 30 日より

営業運転を開始した。

　開発コンセプトは、ULTIMATE（ア

ルティメート究極の）、URBAN（アーバ

ン都会的）、USER�FRIENDLY（ユーザー

フレンドリーお客様にやさしい）の３点

とし、5000 形に対する利用者の要望を取

り入れて快適性・信頼性・利便性を追求

した。

　編成は５両固定編成の５車体３台車

で、先頭からA車・C車・E車・D車・

B車とし、編成全長 30m、自重 33.9t で

ある。A・B車が電動車、中間 E車が付

随車、C・D車は台車のないフローティ

ング構造となっている。定員は編成 149

人で 5000 形とほぼ同等の輸送力である

が、座席定員を 5000 形より 10 人多い 56

人とした。扉は電動式プラグドアで片側

あたり４カ所とし、行先表示器は LED

式とした。

　台車は国産初となる車軸のない独立車

輪台車により、車内の低床化を実現した。

特に中間 E車は 2001 年度から３年間に

わたって鉄道車両関連メーカー８社で構

成された「超低床エルアールブイ台車技

術研究組合」による狭軌用低床台車の成

果を踏まえ、台車枠を車輪の外側に配置

してロングシート座席とすることで座席

定員を増加させて居住性を向上し、客室

通路幅も従来の 5000 形の 830mm から

1,120mmに拡大することで、車内の通行

性が向上して車いすやベビーカーの移動

がこれまで以上にスムーズになっている。

5000 形と 5100 形の構成比較

記事・写真提供：広島電鉄㈱
5100 形用台車外観図

電動台車 付随台車

1,120mm830mm

台車枠

車輪

グリーンムーバー  5000形 グリーンムーバーmax  5100形

（URLアドレス　http://www.translog.jp/）
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可変速エレベータの開発
　「待ち時間と乗車時間の短縮」は、エ

レベータ利用者の要求として上位に挙げ

られる。このたび、乗客数に応じて走行

速度を変化させ、待ち時間と乗車時間の

短縮を可能とした可変速エレベータが開

発されたので紹介する。

　かごとつり合おもりとを巻上機を介

してロープで連結し、巻上機を回転す

ることによりかごを昇降させるトラク

ションシーブ方式のエレベータでは、か

ごとつり合おもりの質量差が小さい積載

状態ではモータなど駆動能力に余裕があ

る。この余裕を用いて、無積載時と満員

時の中間の負荷時に定格速度以上で走行

することが可能である。例えば、定格速

度 60m/min のエレベータでは、定格の

約 30 ～ 70% の積載状態時には最大速度

90m/min で走行し、約 10 ～ 30%および

70 ～ 80％の時には中間速度 75m/min で

走行する。積載量と速度パターンを最適

化したシミュレーションでは、従来方式

に比較して最大15％の待ち時間の短縮効

果が得られている。これによって、利用

者のイライラ感の改善が図られる。

　可変速エレベータの構成は、従来のエ

レベータシステムと基本的に同じである

が、定格速度を超える速度で走行するた

め、安全装置については最高速度に合わ

せた設計になっている。一方、駆動装置

については、定格速度に合わせて選定さ

れたモータ容量の中で速度を可変として

いるため、電源設備容量を増やす必要は

ない。

低速追従機能付きACC

記事・写真提供：三菱電機㈱

　従来のACC（アダプティブクルーズ

コントロール）は、中高速走行での使用

を目的に開発されている。その結果、ア

メリカのような交通環境ではドライバの

負荷低減が十分図られ、好意的に受け入

れられている。しかし、日本では負荷低

減効果を十分享受できる状況が比較的少

ない。今回、負荷低減効果領域の拡大を

図るために、40km/h 以下でも十分に活

用できる「低速追従機能」を追加するこ

とで、機能向上を狙っている。

　システムは、レーザレーダセンサから

得られた前走車との車間距離や相対速度

の情報を基に、ブレーキまたはエンジン

出力を制御する。低速追従機能は、従来

のACCとは異なり、前に車両がいる時

のみ追従走行を可能としている。低速度

では車間距離の短いところに割り込んで

くる他車の検知を早める必要があり、今

回新たに従来より広角な範囲でレーザを

照射できるセンサを開発し、周りの動

きに対する応答性を高めている。また、

10km/h からセットが可能で、５km/h

を下回るとシステムが解除される。停

止操作はドライバが行なうようにし、ド

ライバの過信が誘発されるのを防いでい

る。更に、従来の中高速領域の車速設定

をしていれば、低速から高速まで自動的

に機能を切り替えられるものは、世界初

である。

　本システムは、2004 年 10 月に市販車

に搭載された。

自車線前方を走行する車両をセンサが
検知している場合

車速約10km/h〜40km/h
で走行中にドライバが
セットスイッチを押すと
車速約40km/hを上限に
ドライバが設定した車
間距離を保って走行。
※自車線前方の走行車両
を検出しなくなった場合
は、作動を解除。

減速するとともに、ドラ
イバのブレーキ操作が
必要な場合には、表示お
よびブザーで知らせる。
また、車速５km/h 以下
になると作動を解除し
表示とブザーで知らせる。

自車線前方の走行車両が減速した場合
アダプティブクルーズコントロールか
ら低速追従機能への切り替え

低速追従機能からアダプティブクルー
ズコントロールへの切り替え

「アダプティブクルーズ
コントロール」で追従走
行中、前方走行車両の
減速により、車速が約
35km/hを下回ると低速
追従機能へ自動的に切
り替わる。

低速追従機能で追従走
行中、前方走行車両の
加速により、車速が約
40km/hになると、「アダ
プティブクルーズコント
ロール」へ自動的に切
り替わる。

記事・写真提供：日産自動車㈱

制御ブースタ

レーザレーダセンサ

操作スイッチ

表示装置
ブザー

ブースタコントローラ
レーザ
レーダセンサ

可変速エレベータの原理 かご積載量と走行パターン 可変速エレベータの構成

定格速度
［m/min］

最高速度
［m/min］

中間速度
［m/min］

45 60（約20〜80％L） ───
60 90（約30〜70％L） 75（約10〜30、70〜80％L）
90 105（約20〜80％L） ───

モータトルク

かご側質量

質量差

かご

巻上機
（モータにより駆動）

おもり側質量

ロープ

つり合おもり

質量差を駆動する
トルクが必要

モータは満員時を
想定して設計

つり合い時には
余裕がある

⇒高速度／高加速度

最高速度
中間速度
定格速度

0 50 100 かご積載量
［対定格：％］

約10〜30％ L 約70〜80％ L

約30〜70％ L
可変速度方式 走行パターン

時間
走行時間短縮

（注）L：Load（積載量）

従来方式

薄型制御盤

薄型PMギアレス巻上機
（PM：Permanent Magnetic）

安全装置

調速機

非常止め

ブレーキ

緩衝器

最高速度に
合わせた機器

速
度
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　近年の電子技術の発達によって、セン

サやコンピュータの小型化が進み、人間

が持ち運べる模型飛行機サイズの機体に

おいても、完全な自律飛行が実現可能な

レベルに達している。

　ところが、制御系設計の観点からすると、

大型で高速の飛行機より小型の飛行機の

方が、風などの外乱の影響や、機体の工作

精度による誤差の影響を受けやすく、極

小飛行機に対する精度の高い飛行制御系

を設計することは決して容易ではない。

　そこで、ニューラルネットワークと呼

ばれる生物の神経系を模擬した情報処理

プロセスを飛行制御系に適用することに

より、このような不確定要素の大きい極

小無人機の飛行制御を試みた。ニューラ

ルネットワーク制御系は、従来の制御系

にない「自己学習」がその特長である。

すなわち、不確定な外的環境に応じて、

ニューロン（ニューラルネットワークを

構成する素子）の結合が変化することで、

最適な制御応答を自動的に作り出すこと

が可能となり、従来の制御系では困難な

不確定要因に対応した高精度の制御系の

実現ができる。

　今回、このニューラルネットワーク制

御系を搭載した極小無人機を飛行させ、

飛行中にニューラルネットワークが、飛

行特性を自己学習することで、安定し

た飛行が実現できることを実証した。使

用したシステムは、制御系設計プラット

フォームとして開発したものであり、図

１に示すようにスパン60cmのRC電動飛

行機をベースにしている。また、適用対

象としてピッチ角追従制御を選び、その

構造は図２に示すようなものである。今

回の飛行実証で得られたニューラルネッ

トワークの可能性は、極小航空機のみで

なく、さまざまな航空機の制御系の性能、

信頼性の向上に有効であると考えられる。

　アジア、特に中国の物流の増大に伴いアジ

ア～欧州に投入されるコンテナ船は急速に大

型化しており、10,000 個に迫る大型船も開発

されつつある。本船は大型化の先駆として開

発されたコンテナ船であり、最大 8,450 個の

コンテナを積載することが可能である。2004

年４月５日起工、９月 17 日進水、12 月 14

日に引渡しが完了し、現在は欧州～極東航路

に投入されている。

•高い信頼性　本船の設計段階では、コンテ
ナ船で問題となるハッチコーナー強度・主船

体曲げねじり強度・船首部波浪衝撃圧・上部

構造前後振動・船尾構造上下振動等について

最新技術による各種の強度検討を実施した。

•優れた推進性能　CFD（数値流体力学）な
ど最新技術を用いた船型改良を実施した。そ

の結果、1998 年に建造した 6,690 個積みのコ

ンテナ船と同程度の主機馬力で同等の速力性

能とすることができた。これはコンテナ１個

あたりの所要馬力で比較すると 13％の性能

改善にあたる。性能改善は直接燃料消費量の

改善につながり、経済性が大きく向上する。

•環境に配慮した設計　燃料油タンクは喫水
線下、二重底高さより上に配置し、衝突・座

礁による破損の危険性のある区画を避け、燃

料油流出のリスクを軽減した配置とした。

　上述の性能改善は、CO2 ／ NOx排出量の

削減を可能とし、環境悪化の防止にも大きく

貢献している。さらに、主機関として世界最

大級の電子制御エンジンを搭載している。本

エンジンは燃料の噴射量・噴射のタイミング

をコンピュータで制御することにより、各々

を適正なものとし、過剰な燃料供給を防ぎ環

境に配慮したものとしている。また、IMO（国

際海事機関）で条約化されているMARPOL

（船舶による海洋汚染の防止のための国際条

約）附属書VI の NOxの規制にも対応して

いる。

　2005 年７月現在、８隻シリーズのうちの

３隻が欧州航路に就航し、増大するアジアの

物流に貢献している。

3

日本初、ニューラルネットワーク制御系による極小無人機の飛行実証

　83期の交通・物流部門の広報委員長を務めさせていただく高田です。皆様のご支援
のもと、今期上期のニュースレターを発行することができました。今期の広報活動とし
ては、ホームページの充実化を重点として活動いたします。具体的には、委員会、研究会・
研究分科会、講習会、見学会など多岐にわたる部門の活動情報について、過去に遡り
かつ迅速に情報提供をしていきます。よりよい情報を皆様へ提供して、役に立つ部門
を目指したいと考えております。今後ともご支援のほどよろしくお願いします。

記事・写真提供：富士重工業㈱

編集後記 広報委員会 委員長　高田　博（いすゞ自動車）

委 員 長　高田　博（いすゞ自動車）

幹　　事　吉田秀久（東京農工大学）

委 　 員　 関根太郎（日本大学）、田原雅幸（東日本旅客　道）、 

北條正弘（宇宙航空研究開発機構）、永所和俊（三井造船）、 

四之宮正典（シンドラーエレベータ）、河野信哉（石川島播磨重工業） 

第 83期 広報委員会委員

主要目等
全　長 335.0m 全　幅 42.8m
深　さ 24.4m 満載喫水 14.0m
載貨重量 97,517t 航海速力 24.5 ノット
航続距離 25,300 海里

主　機
DU-Sulzer 12RT-flex96C
連続最大 61,900kW

コンテナ
積載数

デッキ上　　4,616TEU ※１（８段まで）
ホールド内　3,834TEU
総数　8,450TEU（デッキ上８段まで）

冷凍コンテナ電源
供給用レセップ

701units

全景

本船に搭載の電子制御エンジン

図１　制御系開発プラットフォーム（スパン60cm）

ピッチ角
指令

エレベータ
舵角指令

指令追従
誤差

センサ値
（対気速度、ピッチレートなど）

フィードバック
制御器

ニューラル
ネットワーク

図２　ピッチ制御ブロック図

記事・写真提供：㈱アイ・エイチ・アイ　マリンユナイテッド

※１　twenty-foot equivalent units（20’換算個数）の略

時代の先端を行く超大型コンテナ船
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　スタッカークレーンを用いた自動倉庫

システムには保管効率の向上・荷役作業

の低減・コンピュータ化による在庫管理

精度の向上などのメリットがある。

　とくに、冷凍・冷蔵倉庫においては上

記のほか、温度管理上、省エネ上のメリッ

トがあるため、自動倉庫設備が広く一般

的に使われているが、-30℃よりも低温

の超低温倉庫については技術的・コスト

的な問題から自動化された例は、電動移

動棚などごくわずかである。

　超低温倉庫での作業は防寒着を着てい

ても過酷であり、自動倉庫を導入するこ

とによって作業環境の改善や省エネ、在

庫管理精度の向上といったニーズに応え

ることが可能となる。

　1995 年ごろから -60℃超低温自動倉庫

設備（左図参照）の実現に向け研究・開

発に取り組んできたが、この

たび実用化に一定の目処をつ

けたことからその一部をここ

に紹介する。

　開発にあたっては以下のポ

イントを重点項目としてリー

ズナブルで信頼性の高い設計

を目指した。

①�低コストの耐寒性鋼材の選�

　定と溶接技術の確立：今回、

　各種鋼材・溶接構造につい

ての超低温環境下での使用可否につい

て、技術研究所による試験を行い、鋼

材の選定基準・溶接方法を定めた。

②�機械部品、制御機器の耐寒・保温対策：

オイル・グリースからセンサ・シーケ

ンサまでのさまざまな部品について、

使用環境下でテストを行い、必要に応

じてヒータなどの保温対策を行うなど

の使用基準を定めた。

③�メンテナンスの容易性：メンテナンス

作業については劣悪な超低温環境にて

行わざるを得ないため、点検・部品交

換などの方法については格段の注意を

払った。

　今後は実機ベースでの改良・フィード

バックを行い、技術の安定化を図るとと

もに、マグロなどの高級食材向け、医薬・

バイオ分野向けなどのニーズに応えるこ

とができるよう、一層の技術開発に取り

組む所存である。
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超低温自動倉庫設備の開発

スーパーエコシップの開発
海上技術安全研究所
http://www.nmri.go.jp/eco-pt/index_j.html

　海上技術安全研究所では、国土交通省

の委託を受け、効率が高く環境負荷の小さ

なスーパーエコシップを開発している。

　スーパーエコシップの開発には、高効

率な低環境負荷型ガスタービン（SMGT）

による電気推進システム、二重反転プ

ロペラ式ポッド推進器、数値流体力学

（CFD）による船型設計手法などの革新

的な技術が導入されている。スーパーエ

コシップでは、推進などに使用する電力

の最適化を図り、エネルギー消費の総合

効率を向上させることで、燃料消費量を

減少させ、環境負荷を大幅に低減してい

る。また、電気推進システムの船内配置

上の自由度を生かして、貨物積載量を増

大させることで、高い経済性を実現する。

さらに、省力化支援システムの搭載によ

り、船員の労働負荷の減少を図っている。

　スーパーエコシップの特徴の一つは、

「二重反転プロペラ式ポッド推進器」で

ある。ポッド推進器とは、まゆ（POD）

型の容器の中にモータを収納した推進装

置のことで、推進器全体が水平に 360 度

自由に旋回できる。そのため、真横移動、

その場旋回など通常の船にはできない自

由自在な操船を可能にする。二重反転プ

ロペラ式ポッド推進器は、ナカシマプロ

ペラ㈱と共同で開発したもので、逆方向

に回転する２枚のプロペラを直列に配置

した二重反転プロペラを採用し、電動機

２台を直列に内装した世界初の機構を採

用しており、従来のプロペラよりも高い

効率を得ている。2004 年の夏には、この

ポッド推進器を用いて、造船所ドック内

での実機試験を行い、所要の性能を確認

した。

　今後、スーパーエコシップの実証船が

建造され、実証試験を行う予定である。

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：（2005）日本機械学会　交通・物流部門

研究の最前線 次世代内航船の研究

記事・写真提供：石川島播磨重工業㈱超低温自動倉庫イメージ
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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）

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】

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

小島幸夫
（科学警察研究所）

副部門長

須田義大
（東京大学）

部門幹事

川越陽一
（海上技術安全研究所）

第１技術委員会

委員長

大野寛之
（交通安全環境研究所）

第２技術委員会

委員長

堀内伸一郎
（日本大学）

第３技術委員会

委員長

小泉智志
（住友金属工業）

【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

西前健司
（住友重機械工業）

第５技術委員会

委員長

小俣重雄
（日本海事協会）

第６技術委員会

委員長

宮田弘市
（日立製作所）



      No. 05-52 部門大会

第14回 交通・物流部門大会（TRANSLOG2005）主催：日本機械学会　交通・物流部門

開催日：2005 年 12 月７日（水）〜９日（金）
会　場：川崎市産業振興会館（神奈川県川崎市幸区）
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。皆様
奮ってご参加ください。
テーマ：OS０　交通・物流一般／OS１　次世代交通・物流シス
テム／OS２　交通・物流システムの高速化と利便性の向上／OS
３　交通・物流システムのダイナミクスと制御／OS４　ヒュー
マンインタフェース／OS５　交通・物流システムのサービス・

快適性の向上／OS６　安全・安心・セキュリティ・防災／OS７
メンテナンス・信頼性・モニタリング／OS８　試験・計測技術
／OS９　福祉・バリアフリー／OS10　交通・物流システムにお
ける地球環境問題への取り組み／OS11　接触問題とトライボロ
ジー
問合先：大会実行委員会幹事
　　　　末冨隆雅（マツダ）　E-mail  suetomi.t@mazda.co.jp
　　　　坂上　啓（JR東海）  E-mail  k_sakanoue@jr-central.co.jp
　　　　宮田弘市（日立）　E-mail  ku-miyata@em.mito.hitachi.co.jp

       No. 06-201 国際会議

DSCアジア／パシフィック2006─ドライビング・シミュレーション国際会議 2006─

協　賛：�自動車技術会、VR 学会、ヒューマンインタフェース学
会、（予定）シミュレーション学会

開催日：2006 年５月 31 日（水）〜６月２日（金）
会　場：産業総合技術研究所（茨城県つくば市）
公式言語：英語
発表形式：オーラルセッション
主　旨：DSC はドライビング・シミュレータのユーザー、開発
企業が、広く研究内容、開発状況について発表をし、意見交換
をする場として、約 10 年前にフランスで始まりました。近年で
は、アメリカ、フランスで隔年開催となっています。2006 年春、
初めて日本で DSC を開催することとなり、交通・物流部門（先
端シミュレータ研究会）にて企画をいたしました。皆様奮って
ご応募ください。

論文募集分野：⑴シミュレータを利用した車両運動性能評価
に関する研究／⑵シミュレータを利用したマンマシーンインタ
フェースに関する研究／⑶シミュレータを利用した研究における
実験シナリオ／⑷シミュレータを利用した訓練／⑸シミュレー
タの設計・製造／⑹ドライビング・シミュレータ以外のシミュ
レータの活用について
アブストラクト応募先：DSC-A/P 2006 Executive Committee

（委員長　赤松幹之）　E-mail  dsc-ap06@translog.jp
アブストラクト〆切：2005 年 11 月 10 日（木）必着
問合先：実行委員長　赤松幹之
　　　　事務局　片桐和歌（産業総合研究所）
　　　　TEL. 029-861-6605　FAX. 029-861-6621
　　　　E-mail　dsc-ap2006@ni.aist.go.jp

http://www.translog.jp/symposiums/TRANSLOG05/TRANS.htm

      共催 講演会

第12回 鉄道技術・政策連合シンポジウム（J-RAIL2005）

開催日：2006 年１月 17 日（火）〜 19 日（木）
会　場：川崎市産業振興会館（神奈川県川崎市幸区）
主　旨：土木工学、機械工学、電気工学、交通経済学、都市計
画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シンポジウムを開催いたします。
奮ってご参加ください。
テーマ：S１　高度化と高速化／S２　メンテナンスとコストダ

ウン／S３　環境とエネルギー／S４　新たな輸送システム／S５
サービス向上／S６　交通計画・政策・評価／S７　安全と防災
／S８　境界領域研究
問合先：大会実行委員会事務局　E-mail  jrail05@rtri.or.jp
　　　　　〒185-8540　東京都国分寺市光町 2-8-38
　　　　　㈶鉄道総合技術研究所 軌道技術研究部 軌道管理
　　　　　坪川洋友　TEL. 042-573-7278　FAX. 042-573-7296

http://www.jsce.or.jp/committee/ip/menu/j-rail/jrail05.htm

主催：土木学会
共催：日本機械学会 他

Driving Simulation Conference-Asia/Pacific 2006（DSC-Asia/Pacific 2006：DSC-A/P 2006）
http://www.translog.jp/symposiums/DSC-AP06/

主催：日本機械学会
共催：産業総合技術研究所

参加募集

参加募集

講演論文募集

      No. 05-79 講習会

とことんわかる自動車のモデリングと制御2005（交通・物流部門　企画）

開催日：2005 年 11 月８日（火）９：30 〜 17：20
会　場：中央大学駿河台記念館 281室（東京都千代田区神田駿河
台／JR中央線・総武線「御茶ノ水」駅下車　徒歩３分）
趣　旨：環境対策、安全対策と自動車の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。
題目と講師：⑴車両ダイナミクスのモデリング　九州大学大学
院教授　川邊武俊／⑵制御理論と自動車の制御　東京大学大学
院助教授　新　誠一／⑶適応制御理論を用いたエンジン制御　㈱
本田技術研究所　安井裕司／⑷タイヤのモデル　横浜ゴム㈱　宮
下直士／⑸車両運動統合制御システム　トヨタ自動車㈱　深谷
克己／⑹後輪操舵車の制御について　日産自動車㈱　毛利　宏
詳　細：部門ホームページをご覧いただき、お申し込みください。

参加募集

      No. 05-68 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：2006 年１月 19 日（木）
会　場：日本機械学会 会議室（東京都新宿区信濃町）
テーマ：新しいエレベータ・エスカレータシステム、新しい遊

戯施設機器、快適性・感性、高速化、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、人間工学 ほか
詳　細：�部門ホームページをご覧いただき、お申し込みください。

参加募集




