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やはり動きを実際に見ることがで
きて、干渉を未然に防ぐことがで
きるのは大きく、以前と比べると
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て、効率も格段に上がりました
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設計部設計課 課長

Fusion360 で描いた「防災指揮車」の 3 次元モデル。各可動部の細かい動きを立体的に確認することができる。
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野口自動車で手がけた「防災指揮車」の一例。火災や災

株式会社野口自動車

「防災指揮車」は開閉部分などの可動部分が多い。

害の現場で、活動の指揮を行ったり、調査を行うため

「防災指揮車」車内には、テーブルや棚、モニターなど
を装備されている。

の車両だ。この車両では、天井部分に拡声器を設置。
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