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1. はじめに 

2010 年度 社団法人自動車技術会 関東支部 学術研究講演

会（ICATYE：2010 JSAE KANTO International Conference of 

Automotive Technology for Young Engineers）が2011年3月9日，

慶應義塾大学の日吉キャンパスで開催されました．また，タイ-日

本国際交流イベントが 3 月 10 日から 11 日の 2 日間にわたり行わ

れました．本稿ではその概要を報告いたします． 
 

2. 学術研究講演会とは 

自動車技術会関東支部では自動車技術に関連する研究や開

発を行う若手技術者・研究者および学生を対象とした学術研究講

演会を毎年開催しています．この会は技術者・研究者の方々には

技術・研究交流や意見交換の場として，学生にとっては研究成果

の発表の場を提供する主旨で開催され，関東支部内外に関わら

ず多くの方々が一同に会する講演会となっており，誰でも無料で

参加することができます． 
 

3. ICATYE の概要 

今年度の学術研究講演会は International Conference との位置

づけで， 10 件の英語による発表が行われました．このうちタイ自

動 車 技 術 会 （ TSAE ） と の 国 際 交 流 プ ロ グ ラ ム に よ り ，

Chulalongkorn University と Thai-Nichi Institute of Technology から

4 名の学生が来日し，発表を行いました． 
 

3.1. スケジュール 

学術研究講演会当日のスケジュールを Fig.1 に示します． 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.1 タイムスケジュール 

講演（１）から講演（４）の各時間において，それぞれのセッション

における発表が行われました．また，発表以外にもポスターセッシ

ョンや技術展示会，特別講演会など様々な催しが行われました． 
 

3.2. テクニカルセッション・ポスターセッション 

テクニカルセッションは 6 会場で 98 件の発表が行われました．

セッションと発表件数の詳細を Table.1 に示します．  

Table.1 セッションと発表件数 
セッション 発表件数 

車両操縦操舵 14 
操縦安定性 8 
車両安全 9 

ドライバ特性 9 
車体構造 4 

FSAE 車両 4 
FSAE 内燃機関 4 
内燃機関(HCCI) 16 

内燃機関(排ガス・後処理) 4 
内燃機関(測定・解析) 4 

内燃機関(シミュレーション) 5 
燃焼制御 5 

燃焼と熱効率 3 
要素技術と測定 5 

燃料電池 その他 4 

 

“車両操縦操舵”と“FSAE 内燃機関”のセッションでは，タイ学生

による発表（下記）が行われました． 
P. Iemvarapong (Chulalongkorn University) 

“Human-Hardware-In-the-Loop Simulator (HHILs) for 

Steer-by-Wire Testing (Part1: Design of HHILs communication 

System)” 

P. Manasveepongsakul (Chulalongkorn University) 

“Driving Simulator for Low Frequency Ride Comfort Test (Part1: 

Structure and Motion Design)” 

R. Sutthisung (Thai-Nichi Institute of Technology) 

“Optimization of a Runner Length for High Torque and Power at 
Mid-Range Engine Speeds” 

A. Amtip (Thai-Nichi Institute of Technology) 
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“Performance Enhancement of FSAE Racing Cars by Improving of 

a Throttle Valve” 

タイや韓国学生の発表からは，日本以外のアジアの大学ではど

のような研究が行われているかを知ることの出来る貴重な時間で

した（Fig.2）．タイの学生の英語はとても流暢で，研究に対する姿

勢は日本の学生以上のものがあると感じました．また，英語で発

表する日本の学生が少なかったは残念でした．今後もこのような

交流が数多く行われるとよいと思いました． 

ポスターセッションは 12 件の発表がありました（Fig.3）．主に学

生フォーミュラ車両や研究発表が中心でした．変わったところでは，

“ダイムラー自動二輪の再現”など興味深いものもありました． 
 

3.3. その他催し 

技術展示会は 5 社がブースを構え，技術紹介を行うなど，技術

交流が図られました．各企業とも，モデルや実物を展示し，学生

のみならず，社会人からの質問に答える姿も見られました． 

特別公演会では，慶應義塾大学の清水浩教授が“電気自動車

の将来性と可能性について”のタイトルで講演しました． 

閉会式では，自動車技術会関東支部支部長の篠原彰氏より挨

拶があり，引き続いて表彰式が行われました．表彰は，功労賞，

ベストペーパー賞，ベストプレゼンテーション賞，ベストポスター

賞が授与されました．表彰式終了後，懇親会が行われました．日

本の学生とタイの学生とのコミュニケーションや他大学の学生との

交流があり，大変有意義なものとなりました． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 テクニカルセッションの様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 ポスターセッションの様子 
 

4. タイ-日本国際交流イベントの概要 

今回の国際交流プログラムで来日したタイ学生は 3 月 9 日の学

術研究講演会発表後，3 月10日に株式会社小野測器と慶應義塾

大学の研究室の見学，タイ-日本学生交流・懇親会を行い，3月11

日に日本自動車研究所（JARI）と産業技術総合研究所（AIST）の

見学会を行いました．今回は，私も参加させていただいたタイ-日

本学生交流・懇親会と，JARI と AIST の見学会について報告いた

します． 
 

4.1. タイ-日本学生交流・懇親会 

 タイ学生と日本学生との交流・懇親会を，第 1 部が交流会，第 2

部が懇親会の形で，慶應義塾大学の矢上キャンパスで行いまし

た（Fig.4）．交流会ではそれぞれの国の大学生活から学生フォー

ミュラの話まで，ざっくばらんに様々なテーマについて話すことが

できました．タイ学生の皆さんは英語だけではなく日本語も話せ，

大学で日本語を学んだり，独学で学んだということでした．また，

学生フォーミュラ活動を行っており，技術的な話やそれぞれの国

で学生フォーミュラのチームはどのように活動しているのかなど，

お互いに情報やノウハウを共有することができました． 

第 2 部の懇親会は食事をとりながら行いました．最初は箸の使

い方など日本の文化に戸惑う部分もありましたが，次第に打ち解

けることができ，私たちもタイ独特の文化の一端に触れることがで

きました． 
 

4.2. JARI と AIST の見学会 

タイ-日本国際交流イベントと自動車技術会関東支部学生自動

車研究会の合同企画として， JARI と AIST の見学会を行いまし

た． 

午前は JARI を見学し，概要説明，環境シャシダイナモ設備，

衝突実験場の見学を行いました．私たちが見学した環境シャシダ

イナモ設備は，大型トラックが入ることのできる大きさの施設で，施

設内の圧力や温度などをコントロールすることができ，様々な状

況を模擬することができるようになっていました．衝突実験場は走

路長さが 400m ほどあり，被衝突側の壁はコンクリート製でかなり

大きく，衝突面にセンサーが装備されており，衝突時の力を測定

しているということでした．また，ダミー室も見学し，実際に実験で

使用されるダミー人形も見ることができました．多くのダミー人形が

整然と並べられており，その隣ではダミー人形の整備やセンサー

の取り付けなどが行われていました． 

午後は AIST のサイエンス・スクウェアつくば（SST），集積マイク

ロシステム研究センターを見学しました（Fig.5）．SST は，体験型

の展示が多く，私たちでも十分に楽しめる展示内容でした．また，

タイ学生の皆さんが熱心に説明を聞きていたのが印象的でした．

集積マイクロシステム研究センターは，クリーンルームでナノオー

ダーの加工を行っており，非常に高度な技術であることを感じまし

た． 

奇しくも AIST 見学中に東日本大震災に遭い，一晩避難生活を

送りました．そのため， 翌 12 日に予定していた日本学生の案内

による築地市場と浅草観光は中止となりました． 
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Fig.4 学生交流会の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 AIST サイエンス・スクウェアつくばでの見学 

（右から，Panus さん，Pichaya さん，Adisorn さん，Ronnachai さん） 
 

5. タイ学生からの感想レポート 

 今回の学術研究講演会と国際交流イベントに参加した

Chulalongkorn UniversityとThai-Nichi Institute of Technologyの学

生から感想レポートが届いていますので，紹介いたします． 
 

5.1. Chulalongkorn University の学生からのレポート 
Sa-wad-dee-ka 

We really impress in your support and kindness to let us be the 

part of this conference. They are many ideas and techniques from 

the presentations and field visit such Ono Sokki, JARI, and 

AIST. This trip shows that the improvement in Automotive is 

always done every minute. This made us feel to try harder to be one 

of the successful in automotive improvement, like you 

guys. Moreover, we have a really good time to learn from your 

know how and technical works. Thank you to everyone, this 

knowledge will absolutely lead us to improve ourselves and our 

works in the future. Although, it had some trouble from the 

earthquake, but it pass well because of your helping. We feel a little 

frightened at first but your care made us more relieved. We got not 

only the knowledge but also friendships which very precious to us 

all. This will be our important memories even time passes through. 
We have to say THANK YOU to JSAE and you, our friends, for 

everything you done for us. If there has a chance, we hope to attend 

the conference again in the future and hope you will come to join the 

conference in Thailand too. 

The last but not least, let's try harder for the future. Looking 

forward to meet each other again. 

Anyway, we all feel really sorry about the earthquake. We all, 

TSAE and Thai people, hope Japan will pass this moment soon. 

 

I. Panus and M. Pichaya 

Chulalongkorn University, Thailand 
 

5.2.  Thai-Nichi Institute of Technology の学生からのレポート 
We are Ronnachai Sutthisung and Adisorn Amtip, 4th year student, 

Automotive Engineering Program, Thai-Nichi Institute of 

Technology, Thailand. There are many thanks and impression of us 

for JSAE support. We got wonderful experiences form JSAE 

Conference (International Conference for Automotive Technology 

for Young Engineer) and Research Center Visit (Ono Sokki, JARI 

and AIST).  

In JSAE conference, it is a great opportunity for presenting our 

research among international student atmosphere. We have got a lot 

of valuable recommendation and knowledge exchanged with other 

presentations. Student exchange is one of the impressed events for 

us. We got many Japanese friends from many universities such as 

Tokyo U, Tokyo City U and Shibaura IT. It is a very kind of Prof. 

Kusaka for bringing us to visit Ono Sokki Company. At Ono Sokki, 

we explored our knowledge about automotive testing instruments. 

We also visited JARI and AIST at Tsukuba. At JARI, many 

automotive research centers are very excited such as vehicle crash 

test center and truck vehicle dynamometer. At AIST, we have seen 

many Japanese advanced technologies in exhibition hall and also 

micro-electronics research center.  

Many involved people are very kind and those people taken care 

us very good. We would like to thank Mr. Kato and Mr. Tawatari 

from JSAE Kanto, Mr. Sato (Mahle Filter Systems), Professor 

Kusaka (Tokyo U), Professor Iida (Keio U) and many Japanese 

friends. We hope that Japan will recover from big disaster 

(Earthquake and Tsunami) soon. 

 

Sincerely Yours 

R. Sutthisung and A. Amtip 

Thai-Nichi Institute of Technology 

 

6. 終わりに 

 今年度の学術研究講演会は International Conference として開催

され，タイと韓国の学生による 5 件の英語発表が行われました．他

国の学生の研究を聞く機会は少なく，非常に良い機会になりまし

た． また，国際交流イベントでは，タイ学生とともに交流会や見

学会をすることで，様々な技術や文化に触れることができ，さらに

親交を深めることができました． 


