2016 年秋 季大会のご案内
会 期： 2016年10月19日
（水）～21日（金）
会 場： 札幌コンベンションセンター
（札幌市白石区東札幌 6 条）

主 催： 公益社団法人自動車技術会

ファイナルプログラム

仮設クローク

講演会場

大ホールB

書籍販売コーナ
学生フォーミュラ車両展示
予稿集プリントサービス

大ホールC

インフォメーションデスク

参加登録受付
入口（エントランス）

講演会場
104+105
常設クローク

※まず受付にお越し下さい。
（無料のイベントのみ／技術
者交流会のみの参加の方
は除きます。）
産学ポスターセッション

講演会場

特別会議場

103

自販機コーナー
（2カ所）

106

喫煙コーナー

講演会場

クローク

講演会場

講演会場

中ホールA

中ホールB

107
+
108

技術者交流会会場
2Fへ

Technical Review
会場
市民公開特別講演

テラスレストラン
SORA

講演会場

講演会場

小ホール

204

205

講演者準備室
203

講演会場

206
講演会場
1Fへ

201
＋
202

講演会場

207

2 0 16 年 秋 季 大 会 の ご 案 内
学術講演会（83セッション 397件）

手荷物のお預かり

■参加登録受付場所

■クローク

事前登録者

＊

＊イベント参加券，賛助会員無料
参加券をお持ちの方

当日登録者
名誉会員・報道関係者
座長・講演者

札幌コンベンションセンター
大ホール C

開設時間： 8：30 ～ 17：30（10 月 19 日）
8：30 ～ 16：00（10 月 20 日）
8：30 ～ 15：30（10 月 21 日）

■参加登録費
①個人会員
②賛助会員／一般

正 会 員 10,000 円 （不課税）
学生会員 3,000 円 （不課税）
23,760 円 （消費税込）

学術講演会講演予稿集（DVD1枚）
※ 学術講演会の全講演予稿集及び Summarized Paper が
おさめられています．
※ 従来作成しておりました，前刷集（冊子版）は廃止しま
した．
※ 大会会期中における，講演予稿集（DVD）のみの販売は
行いませんので，あらかじめご承知おきください．

■お渡し場所
参加登録各受付にてお渡しいたします．
事前登録された方は［イベント参加券］をご持参ください．

■大会会場以外でのご購入を希望される方
大会終了後，在庫がありましたら個別販売をいたします．
正会員・学生会員・賛助会員… … 10,800 円／ 1 枚（税込）
一般… ……………………………… 13,500 円／ 1 枚（税込）

書籍販売コーナ

1F

エントランスホール

開設時間： 8：30 ～ 18：30（10 月 19 日）
8：30 ～ 19：30（10 月 20 日）
8：30 ～ 18：30（10 月 21 日）

■仮設クローク

大ホール C

開設時間： 8：30 ～ 18：30（10 月 21 日）
手荷物をお預かりいたします．金銭・貴重品などは必ずご
自身で携行・管理をお願いいたします．また，お預けにな
られたお荷物は，当日中に必ずお受け取り下さい．

講演者準備室
■ 2F

203・205

開設時間： 8：30 ～ 17：00（10 月 19 日）
8：30 ～ 15：30（10 月 20 日）
8：30 ～ 18：00（10 月 21 日）
講演発表の準備としてご利用下さい．

インターネットアクセスエリア
札幌コンベンションセンター（全館）では，公衆無線 LAN
サービス「Sapporo City Wi-Fi（サッポロ・シティ・ワイファイ）」
をご利用いただけます．（無料）
詳細はこちら

http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/city_wifi.html

インフォメーションデスク
■大ホール C
8：30 〜 18：15（10 月 19 日）
8：30 〜 16：00（10 月 20 日）
8：30 〜 18：30（10 月 21 日）

■販売場所
①大ホール C
開設時間： 8：30 ～ 17：30（10 月 19 日）
8：30 ～ 16：00（10 月 20 日）
8：30 ～ 15：30（10 月 21 日）

クレジットカード

産学ポスターセッション
■エントランスホール
10：00 〜 17：00（10 月 19 日）
10：00 〜 16：00（10 月 20 日）
10：00 〜 16：00（10 月 21 日）

学術講演会参加登録費，秋季大会パーティ，書籍のお支払い
はクレジットカードをご利用いただけます．

昼

利用可能カード：
VISA/Master/AMEX/JCB/Diners

■テラスレストラン
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事前申込制
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各イベントのご案内
全日

学術講演会

（有料

10月19日
（水）～21日
（金）9：30〜

タイムテーブルはp.5~7をご覧ください）

各講演会場

学術講演会プログラムは「秋季大会ウェブサイト」(http://www.jsae.or.jp) をご覧ください．

大 会 2 日目

Technical Review
10月20日
（木）15:00～16:00

（無料）

特別会議場

『産官学連携による日本の技術力強化 ～AICE発足2年，成果と今後の展望～』
講 師：木村

修二氏（自動車用内燃機関技術研究組合（AICE））

2011年某日，
日本の自動車会社の有志が集まり，
日本の技術力強化と若手技術者の育成必要性を論じる会
がひっそりと開かれた．その会をきっかけに，産官学連携の輪が広がり，2014年，
日本で初めて，乗用車を開発
する日本の全自動車会社が参加する
『自動車用内燃機関技術研究組合（AICE）』が誕生した．AICE誕生後2年
間の活動を通し，産官学の連携の必要性とその効果，そして，今後の展望について紹介する．
※なお，講演演題・内容につきまして今後変更になる場合がございます．予めご了承願います．

企画：学術講演会運営委員会
司会：森吉

泰生氏（学術講演会運営委員会委員長）

配布資料：なし

市民公開特別講演
10月20日
（木）16：15～17：15

特別会議場

『超小型衛星の熱設計・熱制御』
講 師：戸谷

剛氏（北海道大学）

2002年の鯨衛星の打ち上げ以降，50機以上の超小型衛星が打ち上げられている．超小型衛星とは，大きさ
が概ね1m以下の人工衛星のことで，中・大型衛星と比べると質量が小さいため，軌道上での温度変動が大きい
という特徴がある．一方，超小型衛星は発電量が小さく，熱制御に使える電力が少ないという難しさがある．講演
者は，
これまで2006年打ち上げの「HIT-SAT」
，2010年の「UNITEC-1」
，2014年の「ほどよし1号」などの熱設計
を担当してきた．講演では，
これらの衛星の熱設計・熱制御方法について説明するとともに，現在取り組んでいる
短期間（約1年，中・大型衛星では10年）
で熱設計を完了する方法などについて説明をする．
※なお，講演演題・内容につきまして今後変更になる場合がございます．予めご了承願います．

企画：自動車技術会 北海道支部
司会：柴田

元氏（北海道支部長）

配布資料：あり
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（無料）

全日

産学ポスターセッション

（無料）

10月19日
（水）～21日
（金） エントランスホール（1階）
大学及び大学院研究テーマ発表の場として，産学ポスターセッションを実施いたします.
企画：総務委員会
学校名
一関工業高等専門学校

学部・学科・専攻名

研究室名

研究テーマ
トルク差増幅型トルクベクタリング装置に関する研究

研究発表内容

出展日
19日 20日 21日

雪道も安心・快適に走行できる電動車を実現する，2 モータ・ト
ルク差増幅型トルクベクタリング装置の研究．

生産工学専攻

澤瀬研究室

神奈川大学

工学部・機械工学科

機械力学（山崎徹）研
究室

振動・音響エネルギー伝搬の観点による振動騒音解
析法および構造設計法の開発

振動騒音問題をエネルギー伝搬視点から考察し，振動騒音の予
測および低減構造の設計法の開発を行っている．

○
○

○

北見工業大学

工学部・社会環境工学
科

交通工学研究室

車両挙動解析による路面プロファイルのリアルタイム 路面プロファイルに起因する車両挙動特性を分析し，路面平坦性
計測
をリアルタイムかつ簡易に測定する技術の開発．

○

○

○

○

○

波動伝搬経路解析に基づき，モードや固有振動数，エネルギーフ
ローを設計する手法を紹介する．

岐阜大学

工学部・機械工学科

松村研究室

Wave Transfer Path の解析と設計

近畿大学工業高等専門
学校

総合システム工学科・機
械システムコース

計測制御研究室（武馬
研究室）

サスペンション特性の変化により旋回時車両運動特 乗用車のサスペンション特性を変えることによって車両運動性能と
性及びドライバ官能特性への影響解析
ドライバ官能特性の関係について報告する．

○

埼玉工業大学

工学部・機械工学科

動機械の IoT 化に向けたトライボロジー現象の AE 診
断・評価

動機械の IoT 化・スマートファクトリ化の実現に向けて，その要と
なる AE センシング技術に関する紹介を行う．

○

芝浦工業大学

運 転 支 援システム研 究
室・最適システムデザイ
工学部・機械機能工学 ン研究室・情報システム
自動車の安全性・環境性に関する研究の事例を紹介する．例：ド
工学・デジタルエンジニ 安全・安心の自動車社会の実現に向けた芝浦工業
科・情報工学科／
ライビングシュミレータを用いたドライバモデル，ドライバ特性，運
システム理工学部・機械 アリング研究室・燃焼工 大学の取り組み
転支援システムの研究を発表する．
学研究室・情報ネットワー
制御システム学科
ク研究室・ヒューマンマ
シンシステム研究室

○

○

○

首都大学東京

システムデザイン学部・シ
ステムデザイン学科

マイクロ・ナノ工学研究室
（長谷研究室）

○

久保田研究室

可変型測域センサアレイを用いた環境モデリング

複数の 2 次元測域センサから構成される可変型センサアレイを用
いた 3 次元環境モデリングと遠隔操作を行う．

○

○

○

ねじに起因する事故防止技術として，締結信頼性の向上とゆるみ
寿命推定法および疲労強度評価法を紹介する．

○

○

○

首都大学東京

都市教養学部・理工学
系・機械工学

真鍋研究室

ねじ締結体の締結信頼性の確保とゆるみ寿命および
疲労寿命推定技術について（Tightening reliability
and life time prediction to loosening and fatigue
failure of bolted joint）

第一工業大学

工学部・機械システム工
学科

仮屋研究室

次世代自動車用高強度 Al 合金の疲労特性に関す 自動車用時効硬化 Al 合金のショットピーニング処理による疲労強
る研究
度特性に関する研究．

中央大学

理工学部・精密機械工
学科

音響システム研究室

自動車加速音の変化による加速感の感性モデル構
築

加速音の変化より加速感の印象を評価し，音響特性が運転者の
加速感に及ぼす影響を感性モデルより検討する．

東海大学

工学部・機械工学科

村山研究室

超小型卓上 NC 工作機械の研究

マシニングセンタと NC 旋盤の両機能を持たせた卓上 NC 工作機
械についての実用化研究．

東京海洋大学大学院

海洋科学技術研究科・
渡邉豊研究室
応用環境システム学専攻

三次元重心検知による既存車両の安全運転支援と 前後左右重心検知，横転スリップ危険通知，前後左右五輪軸重
大型車両の自動運転支援
分布検知，静止傾斜横転角検知，
ドラレコ連動，IoT 制御．

東北大学

未来科学技術共同研究
センター

東北地域発次世代移動体システムの研究開発・実
証・実装

学の優れた要素技術の分野融合と地域の課題と特性に根差した
次世代のクルマと交通システムの提案と実証．

次 世 代 移 動 体システム
研究プロジェクト

○
○
○
○

○

○

長崎総合科学大学

工学部・工学科・機械
工学コース

振動音響工学研究室

エネルギーモデルによる振動騒音問題の初期検討法
と SEA パラメーターを目的関数とする構造最適化

VA1 を用いた簡易自動車モデルを対象とした振動騒音問題の初
期検討方法と SEA パラメータ（結合損失率やパワーフロー）を
目的関数とした構造最適化法に関する研究紹介．

日本工業大学

工学研究科・電子情報
メディア工学専攻

於保研究室

非接触エンジン回転センサ

超音波を用いてエンジンのクランク位置，
回転数，
トルクを計測する． ○

日本大学

理工学部・機械工学科，
航空宇宙工学科，物理
学科，電子工学科（複
数研究室共同研究）

飯島研究室，田辺研究
室，浅井研究室，中川・ エンジンとプラズマの融合による次世代内燃機関技
芦澤研究室（複数研究 術の研究
室共同研究）

学内共同研究プロジェクト，
「プラズマ応用による内燃機関の革
新的効率化」に関する研究事例を紹介する．

日本大学／
日本医科大学

工学部／
千葉北総病院救急セン
ター

西本研究室

医工連携による大学病院を中核とした交通事故の実
態調査

日本大学と日本医科大学による大学病院を中核とした自動車交
通事故の調査・解析について紹介する．

広島市立大学大学院

情報科学研究科・システ
ム工学専攻

知 的 制 御システム研 究
室

OBD-II を用いた具体的アクセル操作を教示する省燃 車両データを用いて走行状況を推定し，最高燃費が期待されるア
費運転支援システム
クセル操作をドライバへ教示するシステム．

広島工業大学

工学部・知能機械工学
科

自動車研究センター

自動車研究センター これからのクルマづくり 及び
広島県ベンチマーキングセンター利活用協議会 活動
の紹介

福岡工業大学

工学部・知能機械工学
科

数仲研究室

次世代の自動車に「環境に優しく，電気エネルギを 外部から作用する機械エネルギを電気エネルギに変換できるコロイ
収穫する懸架装置」の提案
ダル懸架装置（最近の特許登録）を紹介する．

北海道科学大学

工学部・機械工学科

ロボットダイナミクス研究
室

IoT 構想に基づいた高度革新技術導入によるバス車
内清掃の実践的研究

車内清掃のロボット化について，清掃手法の効率化・利用者へ
の良質なサービスの提供方法を調査研究する．

○

北海道科学大学短期大
学部

自動車工業科・第一部

積雪寒冷地に適したパーソナルモビリティに関する研
究

北海道のような積雪寒冷地に適したパーソナルモビリティに関して
研究する．

○

北海道大学大学院

工学研究院・人間機械
システムデザイン部門

スマートメカニズム研究室

ディーゼルエンジン排出 NOx ソフトセンサのオンライン ディーゼルエンジンの NOx 排出量を制御すべく，排出 NOx モデ
最適化
ルのパラメータをオンラインで最適化する．

琉球大学大学院

理工学研究科・機械シ
ステム工学専攻

内燃機関工学研究室

代替燃料における微細気泡の生成と光学計測手法
の検討
- ジャーク式噴射システムにおける噴霧特性 -

○

○

○

○

○

○

○

最新車両の分解・調査を通じて，自動車及び自動車部品の技術
動向，技術課題を学ぶベンチマーク活動．

液体燃料への微細気泡の生成・計測手法の検討と，気体の物
性や混入量による噴霧特性への影響を調べる．

○

○

○

○

○

○
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全日

学生フォーミュラ車両展示

（無料）

10月19日
（水）〜21日
（金） 大ホールC（1階）
第14回 全日本 学生フォーミュラ大会参加校のフォーミュラカーを展示します．
出展校：北海道大学

大 会 2 日目

秋季大会パーティ
（技術者 交 流 会）
10月20日
（木）17：30～19：00

（有料）

中ホールA・B

会員相互間の親睦を図るため，秋季大会パーティ
（技術者交流会）
を開催いたします．
■参加費：正会員・学生会員・賛助会員 3,000円（消費税込）
■受付場所：会場前
■受付開始時間：10月20日
（木）17：00〜

交 通 のご 案 内
手稲

新琴似

JR函館本線

JR札沼線
（学園都市線）

稲積公園

新川
発寒
八軒

発寒中央

T
宮の沢 01

琴似

栄町 H

N
麻生 01

01

N
北34条 02

H 新道東
02

N
北24条 03

H 元町
03

N
北18条 04

H 環状通東
04
H

N
北12条 05

T

発寒南 02

北13条東 05
H
06

桑園

T

琴似 03

丘珠空港

T

JR札幌 / 地下鉄さっぽろ

SORA

東区役所前
地下鉄東豊線

南北線 約2分

札幌コンベンションセンター

JRバス
約17分

JR札幌駅

二十四軒 04
T

さっぽろ

西18丁目

西28丁目 05
T
06

T
07

円山公園

T
08

西11丁目

N07/T09/H08

N

中島公園 09
N

幌平橋 10

SORA

札幌コンベンションセンター

T
11

H
09

地下鉄
大通

菊水

豊水
すすきの
H
学園前 10

T
12

白石

東札幌

T 白石
13

T 南郷7丁目
14

豊平公園 11

N
平岸 12
N
南平岸 13

H

H
月寒中央 13
H
福住 14

N
澄川 14
地下鉄南北線

厚別
森林公園

JR新札幌

T 南郷18丁目
16
T
17

T
19

新さっぽろ

T
18

ひばりが丘

大谷地

N
自衛隊前 15
N
真駒内 16

東西線 約3分

地下鉄
東札幌

JR新千歳空港駅
新千歳空港

JR千歳線

地下鉄大谷地

JR快速
約28分

新千歳空港

JR函館本線

平和

T 南郷13丁目
15

美園 12

東西線
約6分

東西線 約10分

地下鉄東西線

H

中の島 N
11

JR新札幌
地下鉄新さっぽろ

徒歩
約8分

苗穂

T
10

大通
N

市電

バスセンター前

N06/H07

すすきの 08

4

JR快速 約8分

空港連絡バス 約40分

13:35

12:10

No. 97
講演件数：6

011
012
013
014

17:15

No. 99
講演件数：4

HV・PHV・EV I
（EV and HEV
Motors）II

15:15
15:35

No. 98
講演件数：4

034
035
036
037
038

15: 2 5

No. 102
講演件数：2

16:15

No. 105
講演件数：5

熱マネージメント

14:15
14:35

No. 104
講演件数：3

13:5 0
14:10

運転支援 III

024
025

031
032
033

車両開発 I
（通信）

12:35

11:35

No. 101
講演件数：4

運転支援 II

020
021
022
023

026
027
028
029
030

No. 103
講演件数：5

015
016
017
018
019

No. 100
講演件数：5

HV・PHV・EV I
（EV and HEV
Motors）I

007
008
009
010

001
002
003
004
005
006

カーエレクトロニクス

運転支援 I

熱流体 I

■講演番号を□印で囲んだ講演は，英語講演です．

■講演取下げ等により，スケジュールは変更になることがあります．

■講演時間：原則として25分／1講演（15分，質疑など10分）

17:00

15:00

13:00

9:30

（１階）

（１階）

（１階）

039
040
041
042
043

044
045
046
047
048
049

050
051
052

17:15

No. 108
講演件数：3

自動車の運動と
制御 III

16: 0 0

15:15

No. 107
講演件数：6

自動車の運動と
制御 II

No. 106
講演件数：5

自動車の運動と
制御 I

（１階）

053
054
055
056

057
058
059

060
061
062
063

15:5 0

No. 111
講演件数：4

ディーゼル噴霧

14:10

13: 2 5

No. 110
講演件数：3

ディーゼル燃焼 II

12:10

11:10

No. 109
講演件数：4

ディーゼル燃焼 I

（１階）

064
065
066
067
068
069

070
071
072
073
074
075

16:15

No. 113
講演件数：6

金属材料 II

13:35

No. 112
講演件数：6

金属材料 I

（２階）

104+105 107+108 中ホール A 中ホール B 特別会議場 201+202
076
077
078
079
080
081

082
083
084
085
086
087

No. 115
講演件数：6

088
089
090
091
092
093

206

（２階）

15:5 0
16:10

No. 117
講演件数：6

17:5 0

No. 118
講演件数：4

高齢ドライバ
100
101
102
103

094
095
096
097
098
099

HMI I

No. 116
講演件数：6

自動運転のヒュー
マンファクター

13:10

振動騒音乗心地 II

12:10

No. 114
講演件数：6

振動騒音乗心地 I

204

（２階）

札幌コンベンションセンター

104
105
106
107

112
113
114
115

No. 121
講演件数：4

快適性評価

13:5 0
14:10

No. 120
講演件数：4

空間快適性 II

108
109
110
111

12:10

11:10

No. 119
講演件数：4

空間快適性 I

207

（２階）

116
117
118
119
120
121
122

123
124
125
126
127

128
129
130

17:15

No. 124
講演件数：3

ソーラーカー

15:4 0
16: 0 0

No. 123
講演件数：5

安全
（交通インフラ）

13:35

12:35

No. 122
講演件数：7

歩行者
（飛び出しと評価）

（２階）

（１階）

131
132
133
134
135
136

137
138
139
140
141
142
143

144
145
146

17:5 0

No. 127
講演件数：3

SI・燃料

16:15
16:35

No. 126
講演件数：7

SI 異常燃焼

13:10

12:10

No. 125
講演件数：6

過給・新型 SI
エンジン

17: 0 0

10 : 0 0

（１階）

2016年10月4日現在

小ホール 大ホール B エントランスホール

10月19日（水）2016年秋季大会タイムテーブル

産学ポスターセッション

12:10

11:10

No. 128
講演件数：4

151
152
153

13: 2 5

No. 129
講演件数：3

HV・PHV・EV II
（FCV Units）II

147
148
149
150

177
178
179
180

11:35

11:35

14:15

No. 131
講演件数：4

17:3 0

19 : 0 0

■講演取下げ等により，スケジュールは変更になることがあります．

■講演番号を□印で囲んだ講演は，英語講演です．

14:15

No. 135
講演件数：4

秋季大会パーティ
（技術者交流会）

14:5 0

No. 133
講演件数：3

空力

ドライバ検出
（体調）

車両開発 II
（CAE）II

13:35

12:35

12:10

No. 134
講演件数：5

No. 132
講演件数：6

172
173
174
175
176

エンジン制御

No. 130
講演件数：5

169
170
171

163
164
165
166
167
168

ガスエンジン

（１階）

12:35

159
160
161
162

154
155
156
157
158

車両開発 II
（CAE）I

HV・PHV・EV II
（FCV Units）I

（１階）

■講演時間：原則として25分／1講演（15分，質疑など10分）

17:00

15:00

13:00

9:30

（１階）

（１階）

12:10

11:10

No. 136
講演件数：4

No. 138
講演件数：6

17:15

市民公開
特別講座

16: 0 0
16:15

15:15

テクニカル
レビュー

振動騒音乗心地 IV

195
196
197
198
199

189
190
191
192
193
194

振動騒音乗心地 III

204

（２階）

No. 139
講演件数：5

（２階）

15: 0 0

13:5 0

No. 137
講演件数：4

燃費評価 II

185
186
187
188

181
182
183
184

燃費評価 I

（１階）

104+105 107+108 中ホール A 中ホール B 特別会議場 201+202

206
207
208
209

200
201
202
203
204
205

14:5 0

No. 141
講演件数：4

HMI II

No. 140
講演件数：6

生理計測

206

（２階）

札幌コンベンションセンター

No. 142
講演件数：6

No. 143
講演件数：5

自動運転 II
216
217
218
219
220

13:10

12:10

210
211
212
213
214
215

自動運転 I

207

（２階）

No. 144
講演件数：6

15:15

No. 145
講演件数：5

自動車の運動と
制御 V
227
228
229
230
231

221
222
223
224
225
226

自動車の運動と
制御 IV

（２階）

（１階）

13:35

12:35

No. 146
講演件数：7

14:5 0

No. 147
講演件数：3

交通事故分析 I
（傷害予測と評価）
239
240
241

232
233
234
235
236
237
238

ガソリン噴霧・
エバポレータ

16: 0 0

10 : 0 0

（１階）

2016年10月4日現在

小ホール 大ホール B エントランスホール

10月20日（木）2016年秋季大会タイムテーブル

産学ポスターセッション

12:35

11:10

No. 148
講演件数：4

14:4 0
15: 0 0

No. 149
講演件数：5

No. 150
講演件数：3

安全・側突

251
252
253

246
247
248
249
250

安全・前突

242
243
244
245

16:15

260
261
262
263
264
265

12:10

No. 151
講演件数：6

No. 152
講演件数：6

車両開発 III
（センサ）

254
255
256
257
258
259

バイオ燃料・
アルコール

安全・頭部傷害

15:15
15:35

No. 154
講演件数：4

17:4 0

No. 155
講演件数：5

運転支援 VI

277
278
279
280
281

273
274
275
276

12:35

No. 153
講演件数：7

運転支援 V
（ドライブレコーダ）

13:35

266
267
268
269
270
271
272

運転支援 IV

（１階）

■講演番号を□印で囲んだ講演は，英語講演です．

■講演取下げ等により，スケジュールは変更になることがあります．

■講演時間：原則として25分／1講演（15分，質疑など10分）

17:00

15:00

13:00

9:30

（１階）

（１階）

282
283
284

285
286
287
288

289
290
291
292

293
294
295
296
297

17:5 0

No. 159
講演件数：5

エンジントライ
ボロジー II

15: 2 5
15:45

No. 158
講演件数：4

エンジントライ
ボロジー I

13:45

12:45

No. 157
講演件数：4

エンジンオイル・
デポジット

10 :45
11: 0 5

No. 156
講演件数：3

エンジン部品

（１階）

310
311
312
313

305
306
307
308
309

298
299
300
301
302
303
304

17:4 0

No. 162
講演件数：4

PIV 計測

15:4 0
16: 0 0

No. 161
講演件数：5

DPF

13:35

12:35

No. 160
講演件数：7

SCR

（１階）

314
315
316
317
318

319
320
321
322
323

324
325
326
327
328

No. 165
講演件数：5

329
330
331
332

No. 167
講演件数：5

覚醒

11:10

No. 166
講演件数：4

視覚

204

（２階）

17: 0 5

338
339
340
341
342

No. 168
講演件数：5

交通事故分析 II

14:4 0
15: 0 0

333
334
335
336
337

12:35

動力伝達系 III

No. 164
講演件数：5

動力伝達系 II

11:35

No. 163
講演件数：5

動力伝達系 I

（２階）

104+105 107+108 中ホール A 中ホール B 特別会議場 201+202
343
344
345

346
347
348
349

16:5 0

No. 171
講演件数：6

高分子材料

350
351
352
353
354
355

13:5 0
14:10

No. 170
講演件数：4

ドライバモデル II

12:10

10 :45

No. 169
講演件数：3

ドライバモデル I

206

（２階）

札幌コンベンションセンター

356
357
358
359
360
361
362

363
364
365
366
367
368
369

No. 173
講演件数：7

13:5 0

No. 175
講演件数：4

熱流体 III

12:10

No. 174
講演件数：4

No. 176
講演件数：5

車両開発 IV
（一般）
378
379
380
381
382

374
375
376
377

370
371
372
373

熱流体 II

（２階）

（１階）

383
384
385
386

391
392
393
394
395
396
397

12:35

14:15

No. 178
講演件数：4

計測・解析

17:4 0

No. 179
講演件数：7

ディーゼル後処理・
排ガス計測

14:35

387
388
389
390

SI

11:10

No. 177
講演件数：4

点火・リーンバーン

16: 0 0

10 : 0 0

（１階）

2016年10月4日現在

小ホール 大ホール B エントランスホール

16:4 0

HV・PHV・EV IV
（EV and HV
Units）

13:35

12:35

No. 172
講演件数：7

HV・PHV・EV III
（EV and HV
Systems）

207

（２階）

10月21日（金）2016年秋季大会タイムテーブル

産学ポスターセッション

10.19
（Wed.）

学術講演会プログラム（ 83 セッション・397 講演）
● 本プログラムは 2016 年 10 月4 日付の申込データに基づき作成されたものです.
● 講演のアブストラクトは自動車技術会webサイト
「タイムテーブル」からご覧下さい．
（http://www.jsae.or.jp/ 2016aki/program.html）
● この学術講演会プログラム発行以降に講演取下げとなる可能性があります．

JSAE Congress (Autumn), Technical Session Program
● This program is based on the data as of October 4, 2016.
● Please refer the abstract of the presentation from the timetable of the website.
[http://www.jsae.or.jp/2016aki/program.html]
● The presentations of the English notation are English presentations. [There is exception partly.]
● Presentations may be canceled after this program.

10.19（Wed.）
104+105

相馬 慎吾（本田技術研究所）
白土 英治・藤代 智（本田技術研究所）

009 逆円弧型磁石を用いた可変漏れ磁束モータの高効率化・高
出力化

【9:30〜12:10】

97

008 重希土類フリー HEV用モータの磁気形状研究

熱流体 I

010

Thermofluids I
座長：山室

毅（日産自動車）

松浦 透（日産自動車）
加藤 崇・谷本 勉・佐々木 健介（日産自動車）

2モータ式ホイールハブモータを搭載した実験車両とその走
行評価

山本 慎（日本精工）
松田 靖之・大池 充・森田 竜峰・郡司 大輔（日本精工）

001 管内脈動流れにおける温度分布に関する研究
鈴木 崇弘（東京電機大学）
大塚 宏伸・遠藤 正樹（東京電機大学）

002 ハイブリッド車用トランスミッションの冷却性向上技術の開発

森 信人（トヨタ自動車）
渡辺 正人・遠藤 弘淳（トヨタ自動車）

【15:35〜17:15】

99

HV・PHV・EV I (EV and HEV Motors) II
座長：真島

003 軸流ファンにおける翼間流れの仮説と可視化による検証

武内 康浩（日本自動車部品総合研究所）
西島 義明・吉田 憲司（デンソー）

004 自動車ランプ用ソケット型LEDユニットの放熱設計

菊池 和重（市光工業）

005 産業用車両におけるエンジンルームの換気方法が熱環境と
静粛性に与える影響

池上 聡一郎（ヤンマー）
中川 修一・榎 進矢（ヤンマー）

006 カーエアコン用ECS STEP2エバポレータの開発

011

012

013

秋吉 豪紀（デンソー）
尾形 豪太・西野 達彦・文 健吾（デンソー）

【13:35〜15:15】

98

014

HV・PHV・EV （
I EV and HEV Motors）I
HV・PHV・EV I (EV and HEV Motors) I
座長：吉田

裕明（三菱自動車工業）

007 薄型インホイールモータユニットの開発
相木 宏介（豊田中央研究所）
鈴木 篤史・杉浦 豪軌・水野 隆教・橋本 正隆
（豊田中央研究所）

8

HV・PHV・EV （
I EV and HEV Motors）II
隆司（IHI）

電動車両用モータ／発電機の応用制御技術の研究
石田 大樹（東海大学大学院）
坂本 俊之（東海大学）

2モータ式ホイールハブモータの制御手法の開発

森田 竜峰（日本精工）
山本 慎・大池 充・松田 靖之・郡司 大輔（日本精工）

高調波インピーダンスを用いた自動車駆動用IPMSMの磁石
温度推定精度の向上

谷本 勉（日産自動車）
加藤 崇・山本 明満（日産自動車）
Daniel Fernandez・David Reigosa・Fernando Briz
（University of Oviedo）

自動車補機用モータ設計における磁界解析活用例

矢野 史朗（山田製作所）

10.19
（Wed.）
【14:35〜15:25】

107+108

102 運転支援 III

【9:30〜11:35】

Drive Assistance III

100 運転支援 I

座長：渡邉

Drive Assistance I
座長：岩男
015

016

017

018

019

眞由美（いすゞ中央研究所）

先読み運転を可能にするスーパーバイザ型運転支援の提案
山口 拓真（名古屋大学）
奥田 裕之・鈴木 達也（名古屋大学）
早川 聡一郎・池浦 良淳（三重大学）
武藤 健二・伊藤 隆文（デンソー）

024 横転警報装置
（ROW）
の開発
佐藤 貴洋（いすゞ中央研究所）
髙橋 亘・岩間 俊彦・藤巻 由太（いすゞ中央研究所）

025 車高調整機能による横転警報装置
（ROW）
の性能向上

藤巻 由太（いすゞ中央研究所）
髙橋 亘・岩間 俊彦・佐藤 貴洋（いすゞ中央研究所）

先読み運転支援を可能とするための歩行者認識

新村 文郷（名古屋大学）
久徳 遙矢・川西 康友・出口 大輔（名古屋大学）
福井 宏・山内 悠嗣・山下 隆義・藤吉 弘亘（中部大学）
村瀬 洋（名古屋大学）

インピーダンス制御を用いたステアリング介入支援における
ドライバ受容性評価

有住 卓朗（三重大学）
早川 聡一郎（三重大学）
山口 拓真（名古屋大学）
池浦 良淳（三重大学）
鈴木 達也（名古屋大学）

運転支援システムの安心安全効果を統一的に表す重要性指
標の検討

服部 佑哉（デンソー）
梶 大介・鎌田 忠（デンソー）

第5期先進安全自動車
（ASV）
推進計画 運転支援の高度化
における複合化，過信への対策

見市 善紀（トヨタ自動車）

中ホール A
【9:30〜11:35】

103 カーエレクトロニクス
Car Electronics
座長：広津

鉄平（日立製作所）

026 第三者インスペクションによる車載システム要求仕様書品質
の見える化
蛸島 昭之（デンソー）
青山 幹雄（南山大学）

027 次世代車載制御向けシステムアーキテクチャ設計手法

阿部 孝司（デンソー）
杉本 英樹・荒井 総一郎（デンソー）

028 電子機器の熱設計に効果的な回路解析技術
029 中出力パワーモジュールの実装技術開発

篠田 卓也（デンソー）

下妻 彩子（デンソー）
林 敬昌・樋口 晋吾・坂本 善次（デンソー）
岡田 咲枝（千住金属工業）

【12:35〜14:15】

030 ラジオ音声放送の高周波雑音による受信音声劣化の定量評
価手法検討

101 運転支援 II
Drive Assistance II
座長：深谷

豊（東京海洋大学大学院）

芹澤 幸宏（本田技術研究所）

直樹（デンソー）

020 自動運転時と手動運転時のドライバ安全確認行動の比較に
ついて
北村 憲康（慶應義塾大学大学院）
西村 秀和・尹 善吉・木下 聡子（慶應義塾大学大学院）

021 Safety Evaluation of Advanced Driver Assistance
Systems as Human–Machine Systems
-Systems Equipped with ACC and LKA-

Keisuke Suzuki（Kagawa University）
Takafumi Asao（Kansai University）
Jun-ichiro Hayashi（Kagawa University）
Yoshiki Miichi（Toyota Motor）

022 先読み運転支援を可能にするための逆衝突確率モデルを用
いた経路計画手法に関する研究

赤木 康宏（東京農工大学）
Pongsathorn Raksincharoensak（東京農工大学）

023 オンボード車両モデルのフィードバックシミュレーションを用
いた障害物回避時の運動計画と制御

【12:35〜13:50】

104 車両開発 （
I 通信）
Vehicle Development I (Communication)
座長：赤塚

健（日産自動車）

031 商用車用通信モジュールの開発

032 ITS Connectの効果評価

宮崎 和彦（日野自動車）
東原 正典（日野自動車）

安井 亮平（トヨタ自動車）
中西 亨・木村 浩章・池田 義行・堀尾 一也（トヨタ自動車）

033 ETC2.0プローブデータの観光と安全運転支援への活用性検
討

飯野 靖文（デンソー）
岸 邦宏（北海道大学大学院）

江平 哲哉（東京農工大学）
Pongsathorn Raksincharoensak・霜野 慧亮・田川 泰敬
（東京農工大学）

9

10.19
（Wed.）
【14:10〜16:15】

【12:35〜15:15】

105 熱マネージメント

107 自動車の運動と制御 II

Thermal Management
座長：篠原

Vehicle Dynamics and Control II

竜太郎（スズキ）

034 可変冷却システムによるスクータ用空冷エンジンの燃費改善
小林 友和（本田技術研究所）
高姓 一行・伊藤 禎昭（本田技術研究所）

035 ヒートコレクター（排熱回収器）
の高性能熱交換器の開発

後藤 勇人（ユタカ技研）
久永 徹・川又 章弘・内田 智幸・我妻 隆志・
兵頭 輝章・菱沼 淳子（ユタカ技研）

036 Performance Analysis of a Subcooled Liquid Flash
Boiling Cycle Powered Piston Engine for Automotive
Waste Heat Recovery

座長：葛谷

044 ジャイロ効果を用いた自転車転倒防止に関する研究
轡 篤史（芝浦工業大学）
伊東 敏夫（芝浦工業大学）

045 インホイールモータ型電気自動車を用いたG‒Vectoring制御
の操舵特性評価

田中 利緒（神奈川工科大学大学院）
鈴木 雄大・小坂 秀一・程 偉鵬（NTN）
山門 誠・狩野 芳郎・安部 正人（神奈川工科大学大学院）

046 直接ヨーモーメント制御による超小型電気自動車の耐転覆性
能向上に関する研究

Dhaminda Hewavitarane（The University of Kitakyushu）
Sadami Yoshiyama（The University of Kitakyushu）

037 半導体マイクロ波電源を用いた触媒昇温システムの開発

池田 裕二（イマジニアリング）
西山 淳・和智 良裕（イマジニアリング）

038 簡易的なモデルによる重量車搭載ディーゼルエンジンの暖機
過程予測手法

水嶋 教文（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
山口 恭平・川野 大輔・鈴木 央一・石井 素
（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

吉川 尚杜（東京農工大学）
加藤 篤・Pongsathorn Raksincharoensak（東京農工大学）
岡本 裕之・大島 康平・曽根原 努（スズキ）

047 三輪車両の制動性能調査

佐野 貴透（ヤマハ発動機）
寺田 圭佑・渡辺 賢一・海江田 隆・高野 和久（ヤマハ発動機）

048 小型車両の負圧レス化に対応した統合ブレーキシステムの開
発
（第2報）

園田 大樹（日立オートモティブシステムズ）
大澤 俊哉・東 周彦・渡辺 旭・矢頭 秀章
（日立オートモティブシステムズ）

049 大型5面立体視没入型ドライビングシミュレータによるパーソ
ナルモビリティビークル研究の展望

中ホール B

原口 哲之理（名古屋大学）
金子 哲也（大阪産業大学）
景山 一郎・栗谷川 幸代（日本大学）
小林 祐範（IPG Automotive）

【9:30〜11:35】

106 自動車の運動と制御 I
Vehicle Dynamics and Control I
座長：狩野

芳郎（神奈川工科大学）

039 サスペンション弾性摩擦を考慮した乗心地解析
香村 伸吾（トヨタ自動車）
塩谷 崇洋（トヨタ自動車）

【16:00〜17:15】

108 自動車の運動と制御 III
Vehicle Dynamics and Control III
座長：景山

040 摩擦機能を付加したボデー剛性ビームによる車両運動性能
向上

041

坂柳 裕之（アイシン精機）
黒川 泰明・中島 延久・岩永 宗一郎・加藤 隆将
（アイシン精機）

オイルシールの摩擦力を考慮したダンパの減衰力予測技術の
構築

島崎 聡（日立オートモティブシステムズ）
原田 脩史・松村 定知・吉田 豊（日立オートモティブシステムズ）

042 セミアクティブサスペンションにおける実用的な状態推定の
検討

山本 彰人（アイシン精機）
田中 亘・槇野 貴文・田中 俊也（アイシン精機）
田原 憲・八尋 嵩司（エフティテクノ）

043 Modular Rear Axle System

Knut Heidsieck（ZF Friedrichshafen）
Klaus Wallgren（ZF Friedrichshafen）

10

秀樹（アイシン精機）

一郎（日本大学）

050 フォースコントロール下の固有振動数
-不安定領域を有する場合051

酒井 英樹（近畿大学）

二輪モデル要素と不安定零点の関係についての研究

太田 利夫（中菱エンジニアリング）
髙畑 健二・國住 勇太・西部 一誠（名城大学）
高浜 盛雄（元・名古屋大学）

052 電子制御ダンパー搭載車の車体入力解析に於ける運転特性
を考慮したドライバモデルの開発

中前 豊（日産自動車）
江口 達也・中丸 敏明（日産自動車）

10.19
（Wed.）
061 ディーゼル噴霧火炎における壁面熱損失に関する研究
（第2報）
-パイロット噴射が熱流束に及ぼす影響-

特別会議場
【9:30〜11:10】

巽 健（同志社大学大学院）
前田 篤志・中田 将徳（同志社大学大学院）
小橋 好充（北海道大学）
桑原 一成（大阪工業大学）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）

109 ディーゼル燃焼 I
Diesel Combustion I
座長：中島

大（日野自動車）

053 ディーゼルエンジンにおける着火遅れの吸気条件に対する依
存性

062 単気筒ディーゼルエンジンにおける熱損失低減手法の検討
-多段噴射が熱損失に与える影響-

山本 基太（同志社大学大学院）
巽 健・加藤 直樹（同志社大学大学院）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）

小川 英之（北海道大学大学院）
柴田 元・守田 明広・二神 克士（北海道大学大学院）

054 ディーゼルエンジンの筒内火炎挙動解析に基づく熱発生率制
御と排気特性の改善

063 小型定容燃焼容器を用いた多噴口ノズルの噴霧燃焼可視化

鹿島 隆寛（東海大学大学院）
駒崎 大将（東海大学大学院）
畔津 昭彦（東海大学）

渡辺 裕樹（新エィシーイー）
岡本 毅・内田 登（新エィシーイー）
西島 義明（デンソー）

055 統計的手法と物理法則を組み合わせたディーゼル燃焼モデ
ルの構築（第2報）

加藤 直樹（同志社大学大学院）
山本 基太（同志社大学大学院）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）
北村 泰隆・佐藤 正浩・加藤 彰（本田技術研究所）

056 ディーゼル機関における燃焼の相似理論と、小型機関の低
燃費燃焼室の提案

近久 武美（北海道大学）
田部 豊（北海道大学）

201+202
【9:30〜12:10】

112 金属材料 I
Metal Material I
座長：香取

064 スポット溶接継手の疲労強度に及ぼす板厚の影響
鷲尾 将輝（日本大学大学院）
加藤 大志朗（日本大学大学院）
冨岡 昇・岡部 顕史（日本大学）

【12:10〜13:25】

065 触媒マフラフランジ－パイプ隅肉溶接継手における曲げ疲労
強度と組立て応力の影響

110 ディーゼル燃焼 II
Diesel Combustion II
座長：小橋

法章（日野自動車）

好充（北海道大学）

057 高温状態下でのドデカン液滴の蒸発末期の観察
笹尾 真裕（金沢大学）
榎本 啓士・東原 潤・稗田 登・寺岡 喜和（金沢大学）

058 圧縮着火機関の着火・燃焼過程に及ぼす燃料性状の影響

森本 隆資（近畿大学）
田端 道彦（近畿大学）
斉藤 史彦・乃生 芳尚（マツダ）

059 ディーゼルエンジンにおけるEGRデポジットの詳細解析
-デポジット生成に対するsootおよび凝縮水の影響-

小熊 光晴（産業技術総合研究所）
松野 真由美・鳥羽 誠・土屋 健太郎・貝塚 昌芳・
阿部 容子・森井 奈保子（産業技術総合研究所）
廣木 一輝・君山 尚吾・田中 光太郎・金野 満（茨城大学）

【14:10〜15:50】

王 暁光（東京濾器）

066 抵抗スポット溶接とダボ形状を用いた新しい鉄アルミ異種金
属接合法

勝間 秀人（神戸製鋼所）
岩谷 二郎・橋村 徹（神戸製鋼所）

067 せん断荷重下でのスポット溶接打点位置におけるばらつきの
影響

畠山 駿斗（日本大学大学院）
松崎 友哉・岡部 顕史・冨岡 昇（日本大学）

068 アルミニウム合金点レーザー溶接の疲労強度特性に関する研
究

間山 貴文（トヨタ自動車）
久田 幸平・日置 亨・豊田 哲弘（トヨタ自動車）

069 Sn-Ag-Cu系はんだの低温環境下での材料特性

平井 維彦（ケーヒン）
佐藤 恵美・伊草 和馬・大森 功基・土屋 秀雄（ケーヒン）

【13:35〜16:15】

111 ディーゼル噴霧
Diesel Spray
座長：小川

113 金属材料 II
Metal Material II

英之（北海道大学）

060 スプリット高圧噴射がディーゼル噴霧の発達，混合気形成と
燃焼に及ぼす影響
山川 裕貴（広島大学大学院）
西岡 勇介（マツダ）
楊 康・西田 恵哉・尾形 陽一（広島大学大学院）

座長：南部

俊和（日産自動車）

070 耐高温塩害性に優れたフレキシブルチューブ用オーステナイ
ト系ステンレス鋼の開発
平出 信彦（新日鐵住金ステンレス）
梶村 治彦（新日鐵住金ステンレス）
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071

耐熱性に優れたNbフリーフェライト系ステンレス鋼板の開発
神野 憲博（新日鐵住金ステンレス）
濱田 純一・平出 信彦・林 篤剛・矢川 敦久
（新日鐵住金ステンレス）
井上 宜治・寺岡 慎一（新日鐵住金）

072 高強度熱延鋼板のせん断加工部疲労特性に及ぼす強化機構
の影響
（その2）

横井 龍雄（新日鐵住金）
山田 薫・濱田 繁・小山 元道・土山 聡宏・野口 博司
（九州大学大学院）

073 析出強化鋼の疲労特性向上指針の確立

074

首藤 洋志（新日鐵住金）
横井 龍雄（新日鐵住金）

浸炭歯車の疲労寿命評価

川原 正明（日野自動車）
香取 法章（日野自動車）

075 プレス成形における薄鋼板の摺動挙動および摺動試験条件
の最適化

樋貝 和彦（JFE スチール）
玉井 良清・山﨑 雄司・平本 治郎（JFE スチール）

【13:10〜15:50】

115 振動騒音乗心地 II
Noise Vibration Harshness II
座長：吉村

卓也（首都大学東京）

082 音響管による垂直入射吸音率計測に対する試料装着方法の
影響について
山下 剛（パーカーコーポレーション）
北川 敏夫・津田 育子（本田技術研究所）

083 ピストン挙動とスカート剛性によるピストン打音の一考察

小林 利彰（本田技術研究所）

084 完成車室内における燃焼騒音の時系列寄与分離法

鳥居 建史（本田技術研究所）

085 エンジン起動時振動と発進応答性の両立に向けた技術開発

三木 武（トヨタ自動車）
石崎 啓祐・松宮 拓也・三上 康之・榎本 弘・大屋 啓
（トヨタ自動車）

086 ゴムの非線形粘弾性材料構成則に基づく低自由度ブッシュモ
デル

鈴木 大地（トヨタ自動車）
馬場 広樹・木村 成竹・伊藤 聡（トヨタ自動車）

204

087 パッド質量付加によるディスクブレーキの面内鳴きへの影響

【9:30〜12:10】

小野田 豊（大分大学）
中江 貴志・劉 孝宏（大分大学）

114 振動騒音乗心地 I
Noise Vibration Harshness I
座長：多田

206

寛子（本田技術研究所）

076 動的エネルギー解析法を用いた農業用トラクターの高周波数
領域の振動伝播解析
森田 諭（ヤンマー）
Gregor Tanner・Timo Hartmann（ノッティンガム大学）
中川 修一（ヤンマー）

077 実験SEAによる低振動化と軽量化の両立

村山 誠英（神奈川大学）
中満 翼（トヨタ自動車）
中村 弘毅（神奈川大学）
川端 直人（トヨタ自動車）
山崎 徹（神奈川大学）

078 タイヤ単体の実験SEAモデルと転動時放射音の相関

亀山 陽平（神奈川大学大学院）
山崎 徹（神奈川大学）
中島 竜也（トヨタテクノクラフト）
中村 弘毅（神奈川大学）

079 高遮音複層パネル構造の研究
（第2報）
-中間層内の流れ抵抗が遮音特性に及ぼす影響の調査-

波田 哲紀（マツダ）
村澤 英治・萬 菜穂子（マツダ）

080 極細繊維吸音材の斜入射吸音率の予測

081 PCU高圧コネクタの摺動解析

小美戸 樹宏（セキソー）
北原 専治（セキソー）
田中 俊光（神奈川大学）

井上 匠（日本自動車部品総合研究所）
百武 哲也・草田 享（日本自動車部品総合研究所）
馬場 隆介（トヨタ自動車）

【9:30〜12:10】

116 自動運転のヒューマンファクター
Human Factors of Automated Driving
座長：伊藤

誠（筑波大学）

088 ドライビングシミュレータを用いた自動運転システムフェイル
時のドライバ挙動に関する研究
鈴木 裕也（神奈川工科大学）
安部 正人・山門 誠・狩野 芳郎（神奈川工科大学）

089 自動運転から手動運転への切り替え時におけるドライバーの
注意方略に関する基礎的研究

遠藤 智季（慶應義塾大学大学院）
大門 樹（慶應義塾大学）
吉澤 顕・岩崎 弘利（デンソーアイティーラボラトリ）

090 自動運転中の運転への準備レベルについての一考察
-脇見行動とタスクディマンドによる正常運転への復帰時間の
予測-

岸 浩司（トヨタ自動車）
赤松 幹之（産業技術総合研究所）
遠藤 照昌（トヨタ自動車）

091 Reaction to Critical Situations during Automated Driving
in Different Driving Positions

Tetsushi Ikeda（ATR）
Akira Utsumi・Nao Kawanishi（ATR）
Isamu Nagasawa・Takahiko Shiokawa・Kyouhei Uchikata
（Fuji Heavy Industries）
Norihiro Hagita（ATR）

092 自動運転における権限委譲方法の基礎的検討
（第3報）
-報知方法とドライバの対応行動-

本間 亮平（日本自動車研究所）
若杉 貴志（日本自動車研究所）
小高 賢二（日本自動車工業会）

12

10.19
（Wed.）
093 力覚操舵支援が自動運転から手動運転への切り替え時に運
転操作に与える影響
中野 公彦（東京大学）
褚 鑫・鄭 仁成・貝塚 勉（東京大学）
石原 敦・日比 元明（JTEKT）

207
【9:30〜11:10】

119 空間快適性 I
Spatial Comfort I

【13:10〜15:50】

座長：松永

117 HMI I
Human Machine Interface I
座長：本間

亮平（日本自動車研究所）

094 3Dヘッドアップディスプレイにおける虚像位置が奥行き知覚
に与える影響
野口 涼（慶應義塾大学大学院）
大門 樹（慶應義塾大学）
笠澄 研一・森 俊也（パナソニック）

和彦（いすゞ自動車）

104 ポータブルガス分析装置による車両用内装材から放散される
VOCの計測

105

車室内環境にかかわる環境測定
-換気量測定-

久世 恭（新コスモス電機）
中山 正樹（新コスモス電機）

田中 浩史（MC エバテック）

106 におい識別装置を用いた自動車部品および車室内評価
-複数の注目する複合臭を基準臭に設定し官能評価をサポート-

喜多 純一（島津製作所）
木下 太生（島津製作所）

095 交差点左折時の確認行動を誘導するHMIの実験的検討

高橋 敦司（成蹊大学）
竹本 雅憲（成蹊大学）

107

タイにおけるJASO M902法に準拠したVOC分析の確立

武田 宗也（コベルコ科研）
原 直広（コベルコ科研）
Silajaru Khanittha
（Kobelco Research International（Thailand）
）

096 ステアリング振動を用いた警報情報提示技術の開発

中村 美和（日産自動車）
中島 洋幸・平尾 章成・美記 陽之介（日産自動車）

097 人間工学的要因を考慮したステアリングホイール固定型パド
ルシフトの開発

松下 詩穂（日産自動車）
五十嵐 智貴・杉山 央・平尾 章成・美記 陽之介
（日産自動車）

098 Detection of the Driver Hands on the Steering Wheel for
Automated Driving

Maxime Moreillon（JTEKT）
Tsutomu Tamura・Robert Fuchs（JTEKT）

099 筋感覚特性を考慮したペダル制御系の操作性評価

【12:10〜13:50】

120 空間快適性 II
Spatial Comfort II
座長：馬場

和義（ダイハツ工業）

108 乗車モードにおける車室内VOC濃度予測
達 晃一（いすゞ中央研究所）
内藤 敏幸（いすゞ中央研究所）
中井 里史（横浜国立大学大学院）
太田 泰彦（いすゞ中央研究所）

田中 良幸（長崎大学）
田邉 周平（長崎大学）

【16:10〜17:50】

109 一次減衰式による車両のVOC濃度減衰の推定方法

内藤 敏幸（いすゞ中央研究所）
達 晃一（いすゞ中央研究所）
徳村 雅弘（静岡県立大学）

118 高齢ドライバ
Elderly Driver
座長：伊藤

安海（山梨大学）

100 音声操作作業を行いながらカーブ走行する場合の高齢ドライ
バの運転挙動

101

102

103

小山 すみれ（東京農工大学）
森田 和元・榎本 恵・関根 道昭
（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

高齢と非高齢の違いによる視認行動への影響

安部 原也（日本自動車研究所）
佐藤 健治・内田 信行（日本自動車研究所）
福島 正夫（日本自動車工業会）

110

111

一時停止規制のある交差点における高齢運転者を対象とし
た運転支援の効果と受容性の検討

細川 崇（日本自動車研究所）
橋本 博（日本自動車研究所）
平松 真知子・寸田 剛司・吉田 傑（日本自動車工業会）

長尾 祥大（エスペック）
瀬川 荘司・井餘田 敏之・神原 弘幸（エスペック）

模擬臭による自動車部材臭気評価方法の検討

榊原 美香（カネカテクノリサーチ）
澤田 明子（カネカテクノリサーチ）

【14:10〜15:50】

121 快適性評価
Comfort Evaluation

網膜神経回路モデルに基づく高齢ドライバの視覚世界再現

久保 賢典（近畿大学）
堺 浩之・内山 祐司（豊田中央研究所）
小濱 剛（近畿大学）

実車VOC測定チャンバーの開発

座長：原
112

利宏（マツダ）

蓄冷エバポレータ搭載車の車室内温熱快適性
佐藤 哲也（早稲田大学）
松永 和彦（いすゞ自動車）
田辺 新一（早稲田大学）

13

10.19
（Wed.）
113

114

115

実車室空間でのバイタルサインによる人体加熱時の温熱的快
適感の評価
岩瀬 大地（名古屋大学）
稲垣 篤則・布川 周・小林 敬幸（名古屋大学）

【13:35〜15:40】

123 安全（交通インフラ）
Safety (Traffic Infrastructure)

長時間着座時のむくみ低減方法の提案

小木曽 隆（アイシン精機）
能宗 和夫・藤岡 英二（アイシン精機）

操舵動作時の筋活動と動作解析による操縦快適感評価手法
の研究

澄川 瑠一（富士重工業）
鳥居 武史・佐藤 能英瑠（富士重工業）
石浦 宏樹・上條 正義・吉田 宏昭（信州大学）

座長：木下
123

124

小ホール

信号機付き交差点におけるサイクリング特性に関する研究
並木 嵩之（芝浦工業大学）
松井 靖浩・及川 昌子
（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
廣瀬 敏也（芝浦工業大学）

無信号交差点の環境要素を考慮した出会い頭衝突発生危険
度の一提案

小竹 元基（東京大学）
舟見 幸一郎・丁 楠・久保 登（東京大学）
青木 佳真・竹川 道郎・藤尾 秀樹（ゼンリン）

【9:30〜12:35】

122 歩行者（飛び出しと評価）

125

義彦（本田技術研究所）

視界形状の変化による交差点付近の危険性評価方法

久保 登（神奈川大学）
森 みどり（神奈川大学）

Pedestrian (Rush-out Situation and Evaluation)
座長：小竹
116

117

118

119

120

121

122

元基（東京大学）

運転技量差に着目した潜在的な歩行者飛び出しリスクに対す
る走行方法の分析
面田 雄一（日本自動車研究所）
岩城 亮・安部 原也（日本自動車研究所）
福島 正夫（日本自動車工業会）

127

歩行者の走り出し予測技術の開発

交差点内の回避空間における衝突形態の予測に基づく超小
型電気自動車の出会い頭衝突防止方策

毛利 裕馬（東京大学）
小竹 元基・久保 登（東京大学）
押川 克彦（ボッシュ）

交差点観測調査に基づく左折自動車と横断自転車の衝突可
能性の分析

砂川 曜平（成蹊大学）
竹本 雅憲（成蹊大学）
沼田 仲穂（労働科学研究所）

山崎 慎也（マツダ）
岩本 太郎（マツダ）
小林 匠・西田 健次（産業技術総合研究所）

駐車車両陰からの歩行者飛び出しが予想されるシーンにおけ
る運転行動分析
（第1報）
-歩行者飛び出し前の運転行動の違いと飛び出し後の回避パ
フォーマンスの関係性分析-

【16:00〜17:15】

124 ソーラーカー
Solar Car

岩城 亮（日本自動車研究所）
今長 久・内田 信行（日本自動車研究所）

駐車車両陰からの歩行者飛び出しが予想されるシーンにおけ
る運転行動分析
（第2報）
-歩行者飛び出し前の運転行動の違いが飛び出し後の回避パ
フォーマンスに与える影響のモデル化-

今長 久（日本自動車研究所）
岩城 亮・内田 信行（日本自動車研究所）

座長：吉田
128

129

夜間歩行者事故発生地点における明るさの傾向

鈴木 崇（日本自動車研究所）
若杉 貴志（日本自動車研究所）
加藤 昌彦・藤田 浩一（日本自動車工業会）

130

吉原 佑器（名古屋大学）
Luis Yoichi Morales・赤井 直紀（名古屋大学）
竹内 栄二朗（名古屋大学大学院）
二宮 芳樹（名古屋大学）

先読み運転を可能にするスーパーバイザ型運転支援の提案と
実車実証

裕明（三菱自動車工業）

Solar Hybrid Vehicleの総合評価
（第1報）
-太陽電池車載によるCO2排出削減可能性評価-

木村 和峰（トヨタ自動車）
工藤 由貴・佐藤 彰倫（トヨタ自動車）

Solar Hybrid Vehicleの総合評価
（第2報）
-ライフサイクルコスト・CO2の比較分析-

原 卓也（豊田中央研究所）
木村 和峰・佐藤 彰倫（トヨタ自動車）

車載太陽電池の発電量推移

浦部 心一（トヨタ自動車）
木村 和峰・工藤 由貴・佐藤 彰倫（トヨタ自動車）

先読み運転支援を可能にするための危険評価

二宮 芳樹（名古屋大学）
竹内 栄二朗・山口 拓真・新村 文郷・吉原 佑器
（名古屋大学）
赤木 康宏（東京農工大学）
川西 康友・出口 大輔（名古屋大学）
早川 聡一郎（三重大学）
鈴木 達也・村瀬 洋・松林 翔太・三輪 和久（名古屋大学）

14

126

大ホール B
【9:30〜12:10】

125 過給・新型 SI エンジン
Super Charge・New SI Engine
座長：小川
131

輝（トヨタ自動車）

過給エンジン向け物理モデル規範吸気計量技術の開発
荒川 貴文（日立製作所）
鈴木 邦彦（日立製作所）

10.19
（Wed.）／ 10. 20
（Thu.）
132

133

134

135

136

エネルギ最適管理のための低次元ターボ過給エンジンモデル
栂井 一英（大阪産業大学）
藤永 尚人（三菱自動車工業）

過給ガソリンエンジンの低速トルク向上に関する動圧過給技
術の研究

【16:35〜17:50】

127 SI・燃料
SI・Fuel

座長：前田

山形 直之（マツダ）
藤井 幹公・矢野 康英・横田 和也・青木 理・
楢原 和晃・山本 博之（マツダ）

144

加藤 二郎（マツダ）
山形 直之・中村 光男・松本 隆雅・惣明 信浩・
寿美 眞治・古閑 達也・田中 伸彦（マツダ）

145

ガソリン火花点火機関の希薄燃焼時における水素添加の影響
船見 信太朗（茨城大学大学院）
佐々木 純（茨城大学大学院）
土田 淳・田中 光太郎・金野 満（茨城大学）

エゼクター効果を利用した排気干渉抑制技術の検討

新型3.5L V6直噴ターボエンジンの開発

柿沼 隆（本田技術研究所）
都知木 博一・古俣 誠二・舟根 匠（本田技術研究所）

新型4気筒2.0L直噴ガソリンエンジンの開発
-環境性能を実現する技術-

146

急速圧縮燃焼装置を用いた直噴SIエンジンにおける燃料組
成が自着火過程に与える影響に関する研究

志水 啓祐（慶應義塾大学）
松浦 勝也・飯田 訓正（慶應義塾大学）

燃料のオクタン価が高圧縮比エンジンのノック発生に与える
影響

横尾 望（慶應義塾大学，トヨタ自動車）
中田 浩一（トヨタ自動車）
飯田 訓正・植田 利久（慶應義塾大学）

伊東 輝之（日産自動車）
岸 一昭・清水 雅之（日産自動車）

【13:10〜16:15】

10.20（Thu.）

126 SI 異常燃焼

104+105

SI Abnormal Combustion
座長：森吉
137

138

139

140

141

義男（本田技術研究所）

泰生（千葉大学）

燃焼室冷却の最適化による耐ノック性と熱効率改善
井上 尊雄（日産自動車）
今岡 佳宏・白石 泰介・野田 徹（日産自動車）

末端ガス高速可視化観察によるノッキング時の自着火挙動
解析

【9:30〜11:10】

128 HV・PHV・EV II（FCV Units）I
HV・PHV・EV II (FCV Units) I
座長：田部

飯島 晃良（日本大学）
竹田 幸太郎・吉田 裕貴・林 智敏（日本大学大学院）
田辺 光昭・庄司 秀夫（日本大学）

147

本田 篤史（日本自動車部品総合研究所）
岩出 純（日本自動車部品総合研究所）
佐々木 啓介・永井 正勝（トヨタ自動車）

148

高電圧放電による衝撃波を利用したノック共鳴モード評価

火花点火機関の異常燃焼に関する潤滑油挙動
-シリンダー内部位による飛散潤滑油滴の差異と着火の可能性-

滝田 俊郎（工学院大学大学院）
田中 淳弥（工学院大学）

149

150

自動車用小型燃料電池スタックの開発
菊池 英明（本田技術研究所）
加地 勇人・西山 隆之・小此木 泰介（本田技術研究所）
原田 仁（ホンダエンジニアリング）

燃料電池二輪車における水素漏洩検知の有効性

前田 清隆（日本自動車研究所）
田村 陽介（日本自動車研究所）

燃料電池二輪車用新水素充填方式の開発

判田 圭（本田技術研究所）
箕輪 和也・山口 茂博（本田技術研究所）

自動車用CFRP複合容器の焼損後の残存強度

田村 陽介（日本自動車研究所）
山崎 浩嗣・前田 清隆（日本自動車研究所）
佐藤 研二（東邦大学）

局所熱伝達促進によるノック限界改善手法の提案

松浦 勝也（本田技術研究所，慶應義塾大学大学院）
佐藤 義久・神尾 純一・藤井 徳明（本田技術研究所）
園 比呂志（米国サウスウェスト研究所）
飯田 訓正（慶應義塾大学大学院）

142

圧縮行程噴射を用いたノッキング抑制コンセプトの検討

143

スパークプラグからのHSPI・LSPIに関する研究

緒方 健一郎（日立オートモティブシステムズ）

豊（北海道大学）

【12:10〜13:25】

129 HV・PHV・EV II（FCV Units）II
HV・PHV・EV II (FCV Units) II

岩塚 知宏（日本特殊陶業）
津荷 俊介・加納 大・井上 芳樹・森 清輝（日本特殊陶業）

座長：藤田
151

152

153

稔之（テクノバ）

燃料電池システム用電動ターボ型コンプレッサの開発
菅原 竜也（本田技術研究所）
立花 優・金沢 卓磨・今井 直樹（本田技術研究所）

水素ステーションでのノズル氷結現象の発生メカニズム解明
に関する研究

山田 英助（日本自動車研究所）
開 渉（日本自動車研究所）

FCV用高圧水素供給バルブにおけるパイロット弁仕様の開発

滝沢 啓太（ケーヒン）
加藤 隆秀・岡野 正嗣（ケーヒン）

15

10. 20
（Thu.）

107+108
【9:30〜11:35】

中ホール A
【9:30〜12:10】

130 車両開発 II（CAE）I

132 ガスエンジン

Vehicle Development II (CAE) I
座長：門野
154

155

156

157

158

Gas Engine

秀己（トヨタ自動車）

3Dスポット溶接モデルの適用による衝突CAEの精度向上
翁長 麻美子（日産自動車）
井山 淳・上田 敏之・荒木 敏弘（日産自動車）
Pierre Culiere・Alexandre Dumon・Chenfei Lu（ESI）
井上 雅夫（日本イーエスアイ）

多項式回帰による車体構造の結合剛性値推定法

岡部 顕史（日本大学）
志村 圭介・石井 將大・鶴巻 駿（日本大学）
畠山 駿斗（日本大学大学院）
冨岡 昇（日本大学）

公称構造応力による線溶接構造の疲労寿命予測

座長：中田

163 天然ガス予混合圧縮着火機関における軽油噴射および圧縮
比変更による燃焼制御
冨田 潤（滋賀県立大学大学院）
河崎 澄・山根 浩二（滋賀県立大学）

164 天然ガス希薄燃焼エンジンにおける熱効率向上とNOx低減
の両立
（第1報）
-燃焼コンセプト-

165

金子 貴哉（日本大学大学院）
松浦 遼・山下 遊馬・岡部 顕史・冨岡 昇（日本大学）

荷重伝達Ustar（U*）
計算を用いた乗用車車体における部分
構造の最適化

本田 正徳（マツダ）
秋間 聡（慶應義塾大学大学院）
大宮 正毅・高橋 邦弘（慶應義塾大学）
櫻井 俊彰・槇 徹雄（東京都市大学）
中川 興也（マツダ）

トポロジー手法を用いた接合位置の最適化
（第2報）

中野 秀亮（本田技術研究所）
小林 慎一（本田技術研究所）
木戸口 善行・名田 譲（徳島大学）

天然ガス希薄燃焼エンジンにおける熱効率向上とNOx低減
の両立
（第2報）
-燃焼諸元の影響-

賀谷 龍（本田技術研究所）
小林 慎一（本田技術研究所）
木戸口 善行・名田 譲（徳島大学）

166 LNG燃料の組成変化が過給火花点火天然ガスエンジンの性
能に与える影響に関する研究

167

斉藤 孝信（JFE スチール）
玉井 良清・平本 治郎（JFE スチール）

【12:35〜14:15】

関 尚人（早稲田大学）
喜久里 陽・草鹿 仁・大聖 泰弘（早稲田大学）

カセットガス式可搬型エンジン発電機の排出ガス特性に関す
る調査研究

川村 淳浩（釧路工業高等専門学校）
遠藤 祭（釧路工業高等専門学校）

168 ダウンドラフト式ガス化装置より生成されるガスを用いたエン
ジンの熱勘定

前田 光博（金沢大学）
榎本 啓士・稗田 登（金沢大学）

131 車両開発 II（CAE）II
Vehicle Development II (CAE) II
座長：櫻井
159

俊彰（東京都市大学）

スピニング加工での不具合発生要因のCAE成形シミュレー
ションによる解析

【13:35〜14:50】

133 空力
Aerodynamics

尾崎 芳宏（JFE スチール）
石渡 亮伸・平本 治郎（JFE スチール）

160 車両向けインペラを対象とした物理的手法に基づく機械加工
シミュレーション

161

162

江渡 寿郎（伊藤忠テクノソリューションズ）
大西 慶弘・宮口 竹雄・村中 一意
（伊藤忠テクノソリューションズ）

振動応力と熱応力を同時に考慮した二輪車排気システムの疲
労耐久性予測手法の構築

永田 登章（本田技術研究所）
栗原 博・堀川 博史・寺口 尚志・北村 大介
（本田技術研究所）

自動車ワイヤーハーネス解体シミュレーション技術の開発

猪口 純一（トヨタ自動車）
田村 健司・北川 裕一・川崎 勝巳（トヨタ自動車）

16

浩一（トヨタ自動車）

座長：柳本
169

170

171

憲男（三菱自動車工業）

車両エンジンルーム風流れ解析における熱交換器コアの高
精度なモデル化
三浦 愼也（デンソー）
安田 位司・若原 善行（デンソー）

ピッチ運動する車両模型の動的空力特性に及ぼす移動地面・
ホイール回転の影響

安井 哲（豊田中央研究所）
村田 收（豊田中央研究所）

ドアミラーの微小隙間における風切り音の予測技術に関する
研究

多田 真和（ホンダロック）
平原 彰人（ホンダロック）
森 正明（サイバネットシステム）

10. 20
（Thu.）

中ホール B
【9:30〜11:35】

特別会議場
【9:30〜11:10】

134 エンジン制御

136 燃費評価 I

Engine Control Technologies
座長：金子
172

173

174

175

176

誠（富士重工業）

熱効率最大化に向けた燃焼制御法の研究
-熱発生率制御法に関する検討浦野 繁幸（トヨタ自動車）
永井 正勝・加古 純一（トヨタ自動車）

超希薄燃焼エンジンのモデルベース開発プロセス
-熱効率と低排出ガスの両立-

熊谷 知久（エフ・イー・ヴイ・ジャパン）
Patrick Hoppe（RWTH Aachen University）
Stefania Esposito（FEV Italia）
Max Mally（RWTH Aachen University）
Bastian Morcinkowski・Philipp Adomeit・
Bjoern Franzke・Johannes Scharf・
Tolga Alexander Uhlmann・Matthias Thewes（FEV）

モデルベースを用いた尿素SCR制御開発

二宮 弘行（日野自動車）
堤 宗近・成田 洋紀（日野自動車）

Virtual Sensors for the Advanced Control of TurboCharged Gasoline Engines

Yosuke Ogata（Siemens）
Yasuhiro Doi・Yoichi Teraoka・Takashi Hatano・
Yasuhide Yano（Mazda）
Gopal Raghav・Ajinkya Bhave・Harikrishnan Rajendran
（Siemens PLM Software）

過渡時空燃比制御におけるモデル予測制御のオンライン適
応化の検討

瀧山 武（大阪市立大学）
東野 充宏（大阪市立大学大学院）

【12:35〜14:15】

Fuel Consumption I
座長：佐藤
181

182

183

184

178

179

180

長野 英治（日野自動車）
安井 博文・土門 憲司（日野自動車）
入江 英嗣・山田 高寛（東京大学）

ドライバの体調と運転操作の相関性に関する研究

伊東 敏夫（芝浦工業大学）
岡井 政也・橋本 直樹（芝浦工業大学）
白鳥 彰男（三菱自動車工業）

高齢ドライバの運転行動改善を促すドライバエージェントの
提案
-運転寿命延伸を目指したドライバ運転特性研究
（9）
-

田中 貴紘（名古屋大学）
米川 隆・吉原 佑器・藤掛 和広・山岸 未沙子・
稲上 誠・木下 史也・二宮 芳樹・青木 宏文・
金森 等（名古屋大学）

鈴木 央一（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
山口 恭平・小澤 正弘
（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
山﨑 実・濵 良仁（東京都環境局）

夏季環境条件におけるエアコン使用時の燃費推計方法に関
する研究

羽二生 隆宏（日本自動車研究所）
松浦 賢（日本自動車研究所）

燃料消費量推計のためのVSPモデルの構築

Fuel Consumption II
座長：松浦
185

186

車載カメラを用いたドライバの顔向き推定による注視領域抽出

運転支援のためのドライバー挙動検出技術

業務用小型車における実燃費変動の解析

137 燃費評価 II

宏明（日産自動車）

山崎 彬人（東京農工大学）
Pongsathorn Raksincharoensak（東京農工大学）
小竹 元基（東京大学）

佐伯 欣洋（トヨタ自動車）
森田 真樹・陣野 国彦・山口 智也（トヨタ自動車）

【12:10〜13:50】

Driver Condition Detector (Physical Condition)

177

エコ運転支援技術への走行履歴の活用

福室 恵子（日本大学）
石坂 哲宏・福田 敦（日本大学）

135 ドライバ検出（体調）
座長：三浦

進（東京工業大学）

187

188

賢（日本自動車研究所）

シミュレーションによるRDE予測手法の提案と可能性検討
中田 凌（金沢工業大学大学院）
長沼 要（金沢工業大学）
小林 祐範（IPG Automotive）

モード燃費測定に影響するシャシダイナモ試験法の適正化要
件に関する検討
（第6報）
-4WDシャシダイナモ上の試験車モード走行抵抗仕事量に基
づく車両拘束条件の評価方法-

中手 紀昭（日本自動車輸送技術協会）
野田 明・小池 一司・米本 伸弘（日本自動車輸送技術協会）
井上 勇（小野測器）
鈴木 雅彦・高畑 洋（明電舎）
小川 恭広（堀場製作所）

エンジン摩擦損失計測による燃費予測方法の検討

石川 泰裕（いすゞ中央研究所）
山下 健一・大久保 泰宏・中島 健朗（いすゞ中央研究所）

浮動ライナー法によるピストン摩擦力の計測精度向上に関す
る研究
（第1報）
-シリンダー内ガスシール方式と摩擦力波形の検討-

田畑 秀規（東京都市大学大学院）
三原 雄司・岩崎 秀之（東京都市大学）
村上 元一（トヨタ自動車）
石川 泰裕（いすゞ中央研究所）
岩澤 良太（富士重工業）
須田 尚幸（スズキ）
荻原 秀実（本田技術研究所）

17

10. 20
（Thu.）

204

206

【9:30〜12:10】

【9:30〜12:10】

138 振動騒音乗心地 III

140 生理計測

Noise Vibration Harshness III
座長：山下
189

Physiological Measurement

剛（パーカーコーポレーション）

自動車用ATのロックアップクラッチすべり制御時における振
動現象の防止対策

座長：堺

浩之（豊田中央研究所）

200 動画視聴時の脳活動計測における快・不快情動の評価に関
する研究

上笹貫 滉大（鹿児島大学大学院）
松崎 健一郎（鹿児島大学）
劉 孝宏・中江 貴志（大分大学）
末岡 淳男（九州職業能力開発大学校）

190 自動車用ATにおける分数調波振動の発生傾向に関する理論
解析および基礎実験

191

192

193

194

難波 陽大（大分大学大学院）
中江 貴志・劉 孝宏（大分大学）
松﨑 健一郎（鹿児島大学）
Sofian Rosbi（マレーシア・ペルリス大学）
滝川 由浩・大井 陽一（アイシン・エィ・ダブリュ）

時間軸伝達経路解析を用いたプラネタリギヤノイズ低減手法
検討

青木 寛子（富士重工業）
三好 慶和・小川 雅人（富士重工業）
三石 人生・新谷 啓行（エステック）

湿式DCTにおけるクラッチ振動の要求性能設計技術

外山 直基（本田技術研究所）
星 崇司・山下 覚嗣（本田技術研究所）

自動車ターボチャージャーのシミュレーションと計測による軸
受摩擦と挙動解析

202 車載機器の感性評価の研究
（第11報）
-音楽提示による運転者の
「わくわく感」
の生理指標による詳
細な解析-

伊藤 弘大（芝浦工業大学）
原田 圭裕・谷 友貴・長谷川 裕也（芝浦工業大学）
中辻 晴彦・舘 陽介・瀬戸 洋紀（アルパイン）
相川 健（ユニテック）
中山 記男（オラニエ）
大倉 典子（芝浦工業大学）

203 プロダクトの視覚的印象に対する生理反応の探索
-自動車の内装及び外装を対象とした評価実験を通して-

武藤 日出丸（慶應義塾大学大学院）
山本 恒行・神谷 直城（東海理化電機製作所）
中西 美和（慶應義塾大学大学院）

204 事象関連電位P3成分を用いた高齢者の認知機能評価

朝飛 拳悟（大阪工業大学大学院）
大須賀 美恵子（大阪工業大学）

205 容量結合型電極を用いたドライバの心拍情報計測
（第6報）

大須賀 美恵子（大阪工業大学）
杉山 慎二（テイ・エステック）

【13:10〜14:50】

139 振動騒音乗心地 IV

141 HMI II

Noise Vibration Harshness IV
座長：須藤

晶（本田技術研究所）

フレーム付き車両の車内騒音予測に関する研究
丸山 隆太（いすゞ中央研究所）
赤間 洋・平井 誠・上原 律（いすゞ中央研究所）

196 半車体モデルと独立成分分析を用いた走行時振動加速度か
らの路面形状推定

霜野 慧亮（東京農工大学大学院）
貝塚 勉（東京大学）
中野 公彦（東京大学大学院）
坂井 英児・河野 通嘉（三菱自動車工業）

車体NVH解析における不確定性モデリングと統計的因果推論

柴田 一朗（アルテアエンジニアリング）
阿部 大生・松本 秀一（アルテアエンジニアリング）

198

機構解析を用いた大型トラックの良路乗心地予測手法の開発

199

自動車部品のための3軸同時振動試験の最新技術
-自動運転時代の電子部品の信頼性向上にむけて-

柳澤 正彦（日野自動車）

深田 修（国際計測器）
松本 繁・村内 一宏（国際計測器）

18

池西 俊仁（東京農工大学）
鎌田 崇義（東京農工大学）

プラネタリギヤノイズ予測手法の開発

【13:10〜15:15】

197

201 脳波を用いた前方車両追従時におけるドライバの加減速意図
の推定手法の検討

崔 成浩（アイシン・エィ・ダブリュ）
鈴木 圭介（アイシン・エィ・ダブリュ）
大久保 信行・岩楯 大輔（中央大学大学院）

藤井 浩司（エフ・イー・ヴイ・ジャパン）
Julius Perge・Bjoern Hoepke（RWTH Aachen University）
Joerg Lehmann・Tolga Uhlmann（FEV）

195

村下 直樹（日本大学大学院）
冨澤 友貴（日本大学大学院）
栁澤 一機・綱島 均（日本大学）
成田 奈緒子（文教大学）
蜂須賀 啓介・石田 健二（デンソー）

Human Machine Interface II
座長：藤田

健二（マツダ）

206 ディストラクション評価方法としての運転シミュレータによる
視認行動測定法の妥当性検討
宇野 宏（日本自動車研究所）
古賀 光・阿部 正明（日本自動車工業会）

207 自然言語理解を用いた音声対話カーナビの有効性分析

小島 岳広（青山学院大学）
神沼 充伸（日産自動車）
磯山 直也・Guillaume Lopez（青山学院大学）

208 自然言語理解を用いた車載音声インタフェースの評価に用い
るプロトタイピングシステムの開発

李 晃伸（名古屋工業大学）
神沼 充伸（日産自動車）
Christoph Neumann（VoiceBox Technologies）

10. 20
（Thu.）
209 HMIの品質を確保する
「HMIメトリクス」
を活用した車載HMI
開発

220 外界情報を活用したセーリングストップシステム（第3報）
田代 直之（日立オートモティブシステムズ）
今西 裕人・稲葉 龍（日立製作所）
岡田 隆（日立オートモティブシステムズ）

山中 佑也（U'eyes Design）
鱗原 晴彦・中嶋 智輝・真行寺 由郎・神田 周一
（U'eyes Design）

小ホール

207

【9:30〜12:10】

【9:30〜12:10】

144 自動車の運動と制御 IV

142 自動運転 I

Vehicle Dynamics and Control IV

Automated Driving I
座長：加藤
210

211

212

213

214

215

晋（産業技術総合研究所）

前方視野の危険感に基づくドライバモデルの自動運転制御へ
の応用に関する研究

外部環境情報選択に基づくドライバ旋回行動モデルの構築

周辺交通との相互調和を考慮した自律走行車両の制御目標
生成に関する研究
（第2報）
-リスクポテンシャルおよび車両運動力学モデルを用いた加減
速を伴う制御目標生成-

北澤 章平（大阪産業大学）
金子 哲也（大阪産業大学）

自車位置推定の高精度化による電気自動車の自動運転

呉 楠（早稲田大学）
王 璽尋・劉 偉俊・大貝 晴俊・犬島 浩・立野 繁之
（早稲田大学）
神野 明（北九州産業学術推進機構）

一般道での利用を想定した個人適合可能な車線維持支援に
関する研究

143 自動運転 II
Automated Driving II
座長：大前

218
219

222 Advanced Urban Vehicle
-The ZF Innovation Car 2015-

小嶋 友輔（三重大学）
早川 聡一郎・水谷 謙太・池浦 良淳（三重大学）

【13:10〜15:15】

217

佐藤 誠一（日立オートモティブシステムズ）
平賀 直樹（日立オートモティブシステムズ）
高橋 絢也（日立製作所）
山門 誠（神奈川工科大学）
梅津 大輔（マツダ）

モデル予測制御を用いた自律走行車の障害物回避における
回避領域設定の実験的検討

奥 裕作（大阪市立大学大学院）
瀧山 武（大阪市立大学）

学（慶應義塾大学）

公道自動運転のための信号機の同時検出
米陀 佳祐（金沢大学）
菅沼 直樹・Mohammad Amro Aldibaja（金沢大学）

センサフュージョンによる一般道環境における物体認識技術

方 芳（日産自動車）
野田 邦昭・植田 宏寿・Abdelaziz Khiat（日産自動車）

電子連接車両に要求されるセンサシステムの種類と性能

山口 佳樹（筑波大学，産業技術総合研究所）

手動走行車が混在したモデル予測型CACCにおける予測モ
デルの比較

陳 ヒョンテ（名古屋大学）
奥田 裕之・鈴木 達也（名古屋大学）

馨（本田技術研究所）

221 車両横加加速度に基づくヨーモーメント制御手法の検討
（第4報）
-実車試験によるダブルレーンチェンジ操作に対する効果検証-

松下 寛治（慶應義塾大学大学院）
佐藤 周也・大前 学（慶應義塾大学大学院）

久松 尭史（慶應義塾大学大学院）
大前 学（慶應義塾大学大学院）
原 孝介（デンソーアイティーラボラトリ）

216

座長：日下

Gerhard Gumpoltsberger（ZF Friedrichshafen）
Joachim Cichy・Alexander Neu・Volker Vogel・
Dominik Vogt（ZF Friedrichshafen）

223 G-Vectoring Controlとタイヤ特性が旋回性能に及ぼす影響

平賀 直樹（日立オートモティブシステムズ）
佐藤 誠一（日立オートモティブシステムズ）
高橋 絢也（日立製作所）
田代 勝巳・岩崎 秀二・松本 浩幸（ブリヂストン）

224 旋回時の駆動力配分制御と消費エネルギーに関する研究
（第3報）
-駆動形式違いの特徴比較-

姫野 寛（トヨタ自動車）
勝山 悦生（トヨタ自動車）
小林 孝雄（豊田中央研究所）

225 車両応答の過渡特性が操舵行動へ与える影響
（第一報）

山田 笙平（神奈川工科大学）
安部 正人・山門 誠・狩野 芳郎（神奈川工科大学）
塚野 孝俊（マツダ）

226 G-Vectoring Controlによるドライバの操舵特性の変化に関
する分析

小川 大策（マツダ）
吉岡 透・梅津 大輔・高原 康典・加藤 史律・塚野 孝俊
（マツダ）
安部 正人・山門 誠（神奈川工科大学）

【13:10〜15:15】

145 自動車の運動と制御 V
Vehicle Dynamics and Control V
座長：佐々木

隆（日野自動車）

227 操舵入力に対するロール挙動の解析技術開発
藪元 弘一（トヨタ自動車）
香村 伸吾・古田 浩貴（トヨタ自動車）

228 ステアリングシミュレータを用いたEPS性能に関する考察
（第1報）

高僧 美樹（ショーワ）
稲葉 和彦・仁井原 建（ショーワ）
芝端 康二（神奈川工科大学，ショーワ）
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10. 20
（Thu.）／ 10. 21
（Fri.）
229 2輪フラットベルト式台上試験装置によるサスペンション過渡
応答の計測
木戸 一希（エー・アンド・デイ）
村上 敦夫（エー・アンド・デイ）
峯 隆馬（富士重工業）

【13:35〜14:50】

147 交通事故分析 （
I 傷害予測と評価）
Accident Analysis I (Injury Prediction and Evaluation)
座長：槙

230 旋回時の横力を考慮したリアルタイム路面摩擦測定システム

合田 和輝（高知工科大学）
岡 宏一・原田 明徳・日野 卓磨・山野 大輝（高知工科大学）

231 フラットベルト試験装置によるタイヤ種違いの特性把握

森田 智之（エー・アンド・デイ）
伊藤 幸久・津田 徹・木戸 一希・古川 哲
（エー・アンド・デイ）

大ホール B

徹雄（東京都市大学）

239 Development of Algorithms to Predict Vehicle Occupant
Injury Severity Based on Data from the South Australian
Traffic Accident Reporting System
Tetsuya Nishimoto（Nihon University）
Kazuhiro Kubota（Nihon University）
Giulio Ponte（University of Adelaide）

240 自動車乗員の早期治療・最適治療を目的とした傷害部位別
アルゴリズムの構築

久保田 和広（日本大学大学院）
西本 哲也・富永 茂（日本大学）
三好 朋之（トヨタ自動車）

【9:30〜12:35】

146 ガソリン噴霧・エバポレータ
Gasoline Spray & Evaporator
座長：石間

経章（群馬大学）

241

事故自動通報データによるD-Call Netアルゴリズムの評価
-マッチングデータによる閾値の検討-

木内 透（トヨタ自動車）
勝間田 静江（トヨタ自動車）
西本 哲也（日本大学）
伊藤 聡子（交通事故総合分析センター）
斎藤 信夫（日本緊急通報サービス）

232 高圧雰囲気場におけるガソリン直噴インジェクタノズルの噴
霧特性解析
植木 毅（日本自動車部品総合研究所）
後藤 守康・柏﨑 貴司（日本自動車部品総合研究所）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）

10.21（Fri.）

233 等間隔直交格子及びImmersed Boundary法に基づいた流体
解析ソルバにおける燃料噴霧流解析

南部 太介（宇宙航空研究開発機構）
溝渕 泰寛・松尾 裕一（宇宙航空研究開発機構）
安田 章悟・菱田 学（菱友システムズ）
高木 正英（海上・港湾・航空技術研究所）

234 インジェクタ個体差検知による最小噴射量の低減技術

石 浩雲（日立製作所）
青野 俊宏・草壁 亮（日立製作所）
豊原 正裕・向原 修（日立オートモティブシステムズ）

235 デュアルインジェクション（Dual MPI）
システムの新噴霧コン
セプト開発

岩室 誠（デンソー）
川戸 晃一・田口 靖英・鮫島 徹・柴田 仁（デンソー）
戸田 翔大（日本自動車部品総合研究所）

236 PFIエンジンの冷間始動時における筒内粒径解析

八百幸 誠二（日本自動車部品総合研究所）
塚越 崇博（トヨタ自動車）

237 走行パターンを考慮したガソリン自動車からの燃料蒸発ガス
推計量

深川 駿輔（茨城大学）
田中 光太郎（茨城大学）
山田 裕之（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
金野 満（茨城大学）

238 直噴ガソリンエンジン用マルチホールノズルにおける噴霧内
部構造の解明
（第2報）
-微粒化過程に関する研究-

寺師 尚人（同志社大学大学院）
武田 啓壮（愛三工業）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）
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104+105
【9:30〜11:10】

148 安全・頭部傷害
Safety・Head Injury
座長：槙

徹雄（東京都市大学）

242 衝突被害軽減ブレーキによる歩行者の頭部保護効果の検証
Seah Reuben（名古屋大学）
水野 幸治・伊藤 大輔（名古屋大学）
一杉 正仁（滋賀医科大学）

243 回転衝撃を受ける神経細胞の耐性評価

青村 茂（首都大学東京）
中楯 浩康・佐藤 尚樹・古川 英典（首都大学東京）
松井 靖浩（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

244 脳神経細胞のひずみ耐性評価

中楯 浩康（首都大学東京）
Evrim Kurtoglu・青村 茂（首都大学東京）
角田 陽（東京工業高等専門学校）
松井 靖浩（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

245 歩行者が車体パネルに衝突した際の頭部減速度波形の制御
手法の検討

井口 尚彦（いすゞ中央研究所）
赤間 洋・山本 遼太・小池 朝夫（いすゞ中央研究所）

10. 21
（Fri.）
【12:35〜14:40】

255 Application of Microwave Enhanced Plasma to Control
the Ignition Delay of Diesel Spray Combustion

149 安全・前突

Srinivas Padala（Imagineering）
Minh Khoi Le・Yoshihiro Wachi・Yuji Ikeda（Imagineering）

Safety・Front Impact
座長：相木

宏介（豊田中央研究所）

246 CTデータに基づくシートベルト着用乗員の胸部損傷の解析

247

坪井 昭典（日本大学大学院）
西本 哲也・富永 茂（日本大学）
本村 友一（日本医科大学千葉北総病院）

高減速度車両の前面衝突における乗員の胸たわみ発生要因
と低減方法の検討

服部 遥花（名古屋大学大学院）
根崎 将吾（名古屋大学大学院）
伊藤 大輔・水野 幸治（名古屋大学）
谷口 厚義・波多野 明宏・松下 和弘（スズキ）

248 縮尺ダミー模型を用いた前面衝突時における筋緊張と受傷メ
カニズムの関係に関する研究

小野 真語（東京都市大学大学院）
櫻井 俊彰・槇 徹雄（東京都市大学）

256 エタン混合燃料による減圧沸騰の効果が予混合化ディーゼ
ル燃焼に及ぼす影響

松本 彬良（金沢工業大学大学院）
小橋 好充（北海道大学）
加藤 聰・長沼 要（金沢工業大学）
伊藤 貴政・川北 晋一郎・森島 信悟・近藤 和吉（デンソー）

257 燃料改質による圧縮着火エンジンの高効率化に関する研究
-数値シミュレーションによる熱効率改善効果の検討-

山口 恭平（早稲田大学大学院）
喜久里 陽・草鹿 仁・大聖 泰弘（早稲田大学）

258 焼成貝・未焼成貝を固体触媒として用いたバイオディーゼル
燃料の生成

木村 貴大（室蘭工業大学）
朝倉 崚・大石 義彦・河合 秀樹（室蘭工業大学）

259 水素社会における自動車用エネルギーキャリアとしてのメタ
ノール

首藤 登志夫（首都大学東京）

249 ヘッドレスト評価試験における頚部傷害低減性能基準の検討

中嶋 太一（日本自動車研究所）
佐藤 房子・張替 毅（日本自動車研究所）

250 Evaluation of THOR Prototype Lower Abdomen in Sled
Tests
-Capability of the Prototype Lower Abdomen to
Discriminate Loading Conditions-

Sabine Compigne（Toyota Motor Europe）
Mitsutoshi Masuda（Toyota Motor）

152 車両開発 III（センサ）
Vehicle Development III (Sensor)
座長：白石

拓也（日立オートモティブシステムズ）

260 先読み運転支援を可能にするための自車両位置推定
赤井 直紀（名古屋大学）
竹内 栄二朗・Adi Sujiwo（名古屋大学大学院）
吉原 佑器・Luis Yoichi Morales・二宮 芳樹（名古屋大学）

【15:00〜16:15】

150 安全・側突

261 先読み運転支援を可能にするための空間認識

Safety・Side Impact
座長：水野
251

【13:35〜16:15】

幸治（名古屋大学）

側面衝突時の効果的なライドダウン活用手法の検討
国定 正人（トヨタ自動車）
名倉 博幸・深渡瀬 修・長谷川 俊・近藤 仁（トヨタ自動車）

252 側突ファーサイド乗員の挙動に関する考察

川合 琢真（トヨタ自動車）
安芸 真・熊田 桂一・名倉 博幸（トヨタ自動車）

253 斜め側突の市場事故実態とその考察

安芸 真（トヨタ自動車）
名倉 博幸（トヨタ自動車）

107+108
【9:30〜12:10】

151 バイオ燃料・アルコール
Bio Fuel, Alcohol Fuel
座長：城戸

章宏（北海道科学大学短期大学部）

竹内 栄二朗（名古屋大学大学院）
吉原 佑器・赤井 直紀・Yoichi Morales・二宮 芳樹
（名古屋大学）

262 近赤外偏光分光計測および画像計測の併用による凍結路面
のすべりやすさ解析

岩間 大舗（北海道科学大学）
北川 浩史・城戸 章宏（北海道科学大学）
長沼 要（金沢工業大学）

263 オフロードモニターシステム

稲垣 昌宏（アイシン精機）
渡邊 一矢・足立 淳・丸岡 哲也（アイシン精機）

264 AEB前方認識センサ性能に対する交通事故低減効果の算出
プロセス

能登 紀泰（デンソー）
徳田 哲也・加藤 大登・向井 靖彦・劉 洋（デンソー）

265 部分テンプレートの組合せを利用した道路標示検出手法の
開発

中村 慧（東京大学）
伊藤 太久磨（東京大学）
木下 俊貴（トヨタ自動車）
鎌田 実（東京大学）

254 バイオディーゼル燃焼に及ぼす機械式過給とEGR併用の効果
孫 小雨（新潟工科大学大学院）
吉本 康文（新潟工科大学）
木下 英二・大高 武士（鹿児島大学大学院）
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10. 21
（Fri.）
276 ドライブレコーダーを活用した高齢運転者の安全運転診断

中ホール A

森澤 三郎（審調社，リムライン）
今井 玲男・小竹 元基（東京大学大学院）
森川 紘司・石田 浩（リムライン）

【9:30〜12:35】

153 運転支援 IV

【15:35〜17:40】

Drive Assistance IV
座長：関根

康史（福山大学）

266 2015年度 特許出願技術動向調査
（自動車用予防安全技術）
-自動ブレーキ制御技術竹村 秀康（特許庁）
本庄 亮太郎・中尾 麗（特許庁）

267 後側方からの接近車両に対する衝突被害軽減自動ブレーキ
システムの開発

大森 御幸（トヨタ自動車）
高橋 佳彦・貴田 明宏（トヨタ自動車）
弘光 敬之・北浦 真司（デンソー）
澤田 定雅（コンチネンタルオートモーディブ）
Marius Ichim（Continental Automotive Systems）
Gladys Acervo（コンチネンタルオートモーディブ）

268 全方位ミリ波レーダを用いた自動運転自動車のための周辺移
動車両追跡に関する研究

永野 聖巳（金沢大学大学院）
菅沼 直樹・米陀 佳祐（金沢大学）
Mohammad Amro Aldibaja（金沢大学大学院）
岸田 正幸・松元 利裕（富士通テン）

269 大型車の高速道自動走行時のスムーズな権限委譲方法に関
する研究

北島 創（日本自動車研究所）
安部 原也（日本自動車研究所）
田村 寿乃・金 海燕・高橋 亘（いすゞ中央研究所）

270 自動走行システムの安全性確保に関する基礎的研究
（第1報）
-故障発生時にドライバが手動操作を引き継ぐために必要な
時間的余裕について-

児島 亨（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
波多野 忠（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

271 運転行動・ライフログ共創プラットフォームの構築

青木 宏文（名古屋大学）
田中 貴紘（名古屋大学）
佐藤 太亮（来栖川電算）
小竹 元基（東京大学大学院）

155 運転支援 VI
Drive Assistance VI
座長：星川

277 街路におけるプロビーム道路照明に関する基礎的研究
萩原 亨（北海道大学）
草竹 大輝（北海道大学）
浜岡 秀勝（秋田大学）
江湖 俊介・轟 麻起子（岩崎電気）
岡嶋 克典（横浜国立大学）
小林 正自

278 高速点滅光の明るさ感測定に関する研究

岡田 竹雄（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
塚田 由紀（元交通安全環境研究所）
伊藤 紳一郎（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

279 すれ違い用前照灯の照射方向の検出について

伊藤 紳一郎（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
塚田 由紀（元交通安全環境研究所）
松井 雅人（自動車技術総合機構）

280 前照灯照射範囲の違いによる歩行者の被視認性の変化
（第一報）
-一般成人ドライバ（36〜57歳）
による評価-

後閑 雅人（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
青木 義郎・田中 信壽・安本 まこと
（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
山村 聡志・中澤 美紗子（小糸製作所）

281 前照灯照射範囲の違いによる歩行者被視認性の変化
（第二報）
-高齢ドライバによる評価-

青木 義郎（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
後閑 雅人・田中 信壽・安本 まこと
（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
山村 聡志・中澤 美紗子（小糸製作所）

272 自動車安全のためのHMI概念モデル：DESH-G

中ホール B

伊藤 昌夫（ニルソフトウェア）

【9:30〜10:45】

【13:35〜15:15】

154 運転支援 V（ドライブレコーダ）
Drive Assistance V (Drive Recorder)
座長：今長

久（日本自動車研究所）

273 ドライブレコーダ記録映像における拡張Deformable Part
Modelを用いた追突検出

274

本石 大記（九州工業大学）
榎田 修一（九州工業大学）

MRCoHOGとDeep Learningを併用したドライブレコーダー
記録映像における歩行者検出

大塚 広道（九州工業大学）
榎田 修一（九州工業大学）

275 交差点右折時のドライバの注視行動に関する考察

坪井 竜紀（東京農工大学）
毛利 宏・風間 恵介（東京農工大学）

22

晃（富士重工業）

156 エンジン部品
Engine Component
座長：村上

元一（トヨタ自動車）

282 新機構・鏡像配置XY分離クランク機構を用いた極低振動高
回転ガソリンエンジンの開発
（第1報）
吉澤 穣（Z メカニズム技研）
吉澤 匠（Z メカニズム技研）
大貝 秀司（シェルビッグ）
吉澤 保夫（Z メカニズム技研）

283 入口旋回抑制板によるターボチャージャ用遠心圧縮機のサー
ジマージン拡大

岩切 雄二（豊田中央研究所）
大塚 正義・柏本 昭信（豊田中央研究所）

284 先進すべり軸受材料の焼付きメカニズムの解明

髙見 知秀（福井大学）
本田 知己（福井大学）
安田 絵里奈（大同メタル工業）

10. 21
（Fri.）
【11:05〜12:45】

292 薄膜圧力センサによるピストンスカートの油膜圧力分布計測

157 エンジンオイル・デポジット
Engine Oil・Deposit
座長：髙橋

剛（出光興産）

285 自動車用ディーゼルエンジン油の燃費試験方法の開発
吉田 悟（JX エネルギー）
富澤 憲次（日野自動車）
田谷 隆裕（コスモ石油ルブリカンツ）
中村 洋一郎・端本 健・橋本 隆・佐藤 元重（日野自動車）
高橋 朋応・高畠 厚博（三菱ふそうトラック・バス）
山守 一雄・平野 聡伺・山下 実（トヨタ自動車）
鑓 恵介（UD トラックス）
森内 敬久・荒井 康（日立建機）
中條 智哉・松浦 賢（日本自動車研究所）
赤松 篤・青木 隆二（コスモ石油ルブリカンツ）
葛西 杜継・稲田 康一（出光興産）
中村 行延・岡田 優樹（出光ルブテクノ）
山田 健吾（JX エネルギー）
池田 直（エス・ブイ・シー東京）
酒井 勝彦・星野 秀隆（アフトンケミカル・ジャパン）
金内 雅也・竹内 佳尚（シェブロンジャパン）
藤津 貴・三好 泰介（インフィニアムジャパン）
ギル 泰子ニコル（日本ルーブリゾール）
安田 晃一・山崎 隆宏（潤滑油協会）

286 エンジンオイル中添加剤の劣化分析

川合 一輝（東レリサーチセンター）
日下田 成・中野 知美・国須 正洋（東レリサーチセンター）

287 メタセシス反応を用いたFAMEの改質によるエンジン潤滑油
希釈の改善

柴田 雅章（東京都市大学）
尾鷲 道康（東京都市大学）
橘 優貴・吉田 英俊・鈴木 智之・小竹 一正（スズキ）
三原 雄司（東京都市大学）

【15:45〜17:50】

159 エンジントライボロジー II
Engine Tribology II
座長：村木

一雄（日産自動車）

293 ピストン用低フリクション樹脂コーティングの開発
金澤 裕一朗（アート金属工業）
宮本 圭資（アクロス）
眞鍋 和幹（トヨタ自動車）
山口 一守（アート金属工業）
岸 美里（トヨタ自動車）
神保 雅子（アクロス）

294 自動車ピストン用Al合金の表面設計と耐焼付き性評価

矢元 雄介（福井大学）
本田 知己（福井大学）
宇佐美 初彦（名城大学）
三原 雄司（東京都市大学）

295 Study of the Effect of Gasoline Components on Lubricity
-Effect of Aromatic, Water and Ethanol Contents on
Gasoline Lubricity-

Nitiwat Chiampradit
（Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing）
Takashi Nomura・Yasumitsu Isobe（Toyota Motor）
Masayuki Ichiyanagi
（Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing）

森 耕太郎（滋賀県立大学大学院）
山根 浩二・河﨑 澄・小坂田 潔（滋賀県立大学）

296 超短パルスレーザーによるピストンリングのテクスチャリング
加工が摩擦力に及ぼす影響

中山 慶則（日本自動車部品総合研究所）
岩出 純・角南 一男（日本自動車部品総合研究所）
太田 陽介（トヨタ自動車）

297 オイル消費安定化のためのメカニズム解析
（第2報）
-減速時オイル移送物理量の把握-

288 軽油デポジットの硬化メカニズム
-ガソリンデポジットとの比較-

山坂 淨成（東京都市大学）
岡本 大輔・伊東 明美（東京都市大学）
田原 大和・住吉 哲実（サイバーレーザー）

仲田 文浩（日本ピストンリング）
一杉 英司・安藤 肇（日本ピストンリング）

【13:45〜15:25】

158 エンジントライボロジー I
Engine Tribology I
座長：三田

修三（豊田中央研究所）

289 ピストンスカート部の油膜可視化による潤滑状態の研究
山口 功太（群馬大学）
垂澤 千秋・山川 直樹（アート金属工業）
川島 久宜・石間 経章・鈴木 秀和（群馬大学）

290 浮動ライナー法による各種ピストン摩擦力測定装置の比較

伊東 明美（東京都市大学）
山坂 淨成（東京都市大学）
岡本 大輔（東京都市大学，現・スズキ）
森元 孝輝（東京都市大学，現・ジヤトコ）

291 3分力センサ法によるディーゼル機関のピストンフリクション
評価

上西 隆文（ヤンマー）
森本 洋平・北川 晃祥（ヤンマー）
彦根 顕（TPR）
山坂 淨成・岡本 大輔・鈴木 秀和・伊東 明美
（東京都市大学）

特別会議場
【9:30〜12:35】

160 SCR
Selective Catalytic Reduction (SCR)
座長：鈴木

央一（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

298 尿素SCR用インジェクタから噴射される尿素水挙動および生
成化合物の予測
（第1報）
酒谷 昇吾（同志社大学大学院）
丹羽 晶大（同志社大学大学院）
松村 恵理子（同志社大学）
北村 高明（日本自動車研究所）
今井 武人（いすゞ自動車）
小野寺 仁（日産自動車）

299 SCRモデルの高温領域でのNOx浄化性能予測精度向上の試
み
（第1報）
-課題抽出と現象のモデル化-

大堀 鉄平（いすゞ中央研究所）
岡 耕平・大角 和生・板垣 裕・石川 直也
（いすゞ中央研究所）
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10. 21
（Fri.）
300 SCRモデルの高温領域でのNOx浄化性能予測精度向上の試
み
（第2報）
-SCRモデルの改良と精度向上の検証岡 耕平（いすゞ中央研究所）
大堀 鉄平・大角 和生・板垣 裕・石川 直也
（いすゞ中央研究所）

301 尿素SCRの反応シミュレーションの研究

平林 浩（日野自動車）
佐藤 信也・樋口 和宏（日野自動車）
山内 崇史（豊田中央研究所）

【16:00〜17:40】

162 PIV 計測
PIV Measurement
座長：堀田
310

義博（豊田中央研究所）

PIVによるディーゼル噴霧内の速度と乱れの解析
小橋 好充（北海道大学）
横川 和弘（日野自動車）
宮部 尋（岡山大学）
長谷 亮介・加藤 聰（金沢工業大学）

302 ゼオライト触媒を用いたNH3 -SCR反応モデルの開発

永島 渉（北海道大学大学院）
小祝 隆太郎・柴田 元・小川 英之・小橋 好充
（北海道大学大学院）
植西 徹・草鹿 仁（早稲田大学）
小倉 賢・大西 武士（東京大学）

303 尿素SCRシステムの性能維持手法の研究

311

312

丑久保 聡（日野自動車）
林 孝次・小和田 稔・南川 仁一（日野自動車）

高速PIVを用いたエンジン燃焼運転時の流動と火炎の同時
計測

古井 隆（イマジニアリング）
西山 淳・Khoi Minh Le・池田 裕二（イマジニアリング）

The Interaction between Flow Field and Spark Ignited
Flame inside an Optical SI Engine using High-Speed
PIV Diagnostics

Minh Khoi Le（Imagineering）
Atsushi Nishiyama・Takashi Furui・Yuji Ikeda
（Imagineering）

304 尿素水に対応するDLC膜の開発

越智 文夫（デンソー）
藤田 翔兵・南口 経昭（デンソー）

313

【13:35〜15:40】

可視化エンジンを用いた筒内混合気形成過程の可視化によ
る低負荷時の燃焼変動要因の解析

保木本 聖（千葉大学）
窪山 達也・森吉 泰生（千葉大学）
飯田 実・渡辺 敬弘（ヤマハ発動機）

161 DPF
Diesel Particulate Filter (DPF)
座長：伊藤

貴之（日本自動車研究所）

305 凝縮水によるDPF透過アッシュの成分計測
三次 勇太（茨城大学）
武藤 広信・田中 光太郎・金野 満（茨城大学）

306 ディーゼルエンジン冷間始動時におけるDPF差圧降下現象の
解明

姜 林（北海道大学大学院）
大岡 峻・小橋 好充・小川 英之・柴田 元
（北海道大学大学院）

307 大気圧走査型電子顕微鏡によるディーゼル微粒子堆積層圧
縮のin-situ可視化

進士 晃啓（東京工業大学）
讃井 涼子・花村 克悟（東京工業大学）

308 Study for the Effects of After-treatment System on the
Exhaust Emissions and Nano-scale Particles of Diesel
Engine

Stefan Christiansen（Teikyo University）
Kazutoshi Mori・Kunihisa Eguchi（Teikyo University）
Jun Kawase（TOKYO DYLEC）
Ryuichi Suzuki（Pollars Laboratory）
Koji Sorimachi（Teikyo University）

309 Soot Trapping by High-permeability Porous Filter Made of
Aggregates of Alumina Nanoparticles

Ryoko Sanui（Tokyo Institute of Technology）
Shun Nakajima・Katsunori Hanamura
（Tokyo Institute of Technology）
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201+202
【9:30〜11:35】

163 動力伝達系 I
Power Transmission I
座長：成田
314

315

316

317

318

幸仁（室蘭工業大学）

ボルト回転緩み挙動予測手法の提案
城戸 健利（トヨタ自動車）
額田 高徳・上村 充範・松本 亮・関山 光晴（トヨタ自動車）

タイミングチェーン／ガイド間の油膜厚さと摩擦力の関係性
の検証

宮本 淳（同志社大学）
勝見 健吾・平山 朋子・松岡 敬（同志社大学）
宇瀧 昭彦（椿本チエイン）

油中ボイド率の瞬時測定システムの開発

池田 裕二（イマジニアリング）
西山 淳・牧田 忍（イマジニアリング）

ハイブリッド車用トランスミッションオイルに及ぼす鉄の影響

次世代ギヤ油の開発

園田 修三（本田技術研究所）
加藤 維識（本田技術研究所）
中村 洋一郎（日野自動車）
堀越 正久・武井 泰憲（日野自動車）
村上 靖宏（アフトンケミカルジャパン）
Chip Hewette（アフトンケミカル）
大西 孝博（日野自動車）

10. 21
（Fri.）
【12:35〜14:40】

204

164 動力伝達系 II

【9:30〜11:10】

Power Transmission II
座長：佐藤
319

恭一（横浜国立大学）

薄膜センサを用いたCVTベルトの接触・スリップ挙動の解析
湯谷 健太郎（日本自動車部品総合研究所）
片岡 拓実・頼永 宗男（日本自動車部品総合研究所）
二宮 啓輔（トヨタ自動車）

320 流量制御弁レスオイルポンプの開発によるオイルポンプ駆動
トルクの低減

井出 篤幸（ジヤトコ）
大村 智洋（ジヤトコ）

321 CVTフロントデフのオイル挙動解析とブリーザ性能向上

斎藤 誠（富士重工業）
河野 正敏・宮原 英和・宮武 健太（富士重工業）

322 トルク差増幅型トルクベクタリング装置の最適設計に関する
考察

澤瀬 薫（一関工業高等専門学校）
菊地 俊行・藤原 康宣（一関工業高等専門学校）
古市 哲也（三菱自動車工業）

166 視覚
Vision
座長：関根

329 前方視界および後方視界における短時間での距離感把握に
関する検討
藤田 一輝（慶應義塾大学大学院）
中西 美和（慶應義塾大学大学院）

330 視覚特性に基づく内装反射グレア定量評価手法の開発

近藤 恭正（トヨタ自動車）
鹿野 達夫・川田 拓水・永井 芳宏・佐武 博之（トヨタ自動車）

331 照明による身体覚醒作用の青色OLEDに対する特異的感受
性

湯田 恵美（名古屋市立大学大学院）
小笠原 宏樹・吉田 豊・早野 順一郎（名古屋市立大学大学院）

332 Organic Electroluminescent Blue Light Increases
Psychomotor and Autonomic Arousal Level

Junichiro Hayano（Nagoya City University）
Hiroki Ogasawara・Yutaka Yoshida・Emi Yuda
（Nagoya City University）

323 小型電気式リヤ駆動ユニットの開発

木村 豪（アイシン精機）
小川 和己・野中 典昭・田原 安晃（アイシン精機）
中森 幸典（アイシン・エィ・ダブリュ）
服部 総一郎（アイシン・エーアイ）

【15:00〜17:05】

【12:35〜14:40】

167 覚醒
Arousal
座長：大須賀

165 動力伝達系 III
Power Transmission III
座長：澤瀬

道昭（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

薫（一関工業高等専門学校）

324 省スペース・高減衰トルクコンバータ技術
北田 賢司（エクセディ）
河原 裕樹・岡本 悠祐（エクセディ）

325 詳細形状の影響を考慮したトルクコンバータ性能解析システ
ムの構築

貴志 祐也（エクセディ）
田坂 知寛（エクセディ）

326 ダウンサイジング過給エンジンを考慮したトルクコンバータ
流路の小型偏平化技術

薄井 友彦（本田技術研究所）
尾梶 智哉（本田技術研究所）
安部 浩也・鶴田 隆伸（ユタカ技研）

327 ギヤ軸支持構造改良による遊星ギヤノイズ低減

秋山 和慶（ジヤトコ）
赤堀 吉輝・那倉 祐介・谷口 弘樹・松下 浩之（ジヤトコ）
堀池 勇治・鈴木 英敬（ジヤトコエンジニアリング）
綾部 喜昭（ジヤトコ）

328 クラッチ強制振動の低減設計に対する品質工学の適用

星 崇司（本田技術研究所）

美恵子（大阪工業大学）

333 運転中の会話によるドライバの覚醒維持手法
（第1報）
-会話を用いた覚醒維持手法の効果検討松岡 孝（デンソー）
蜂須賀 知理・柿崎 勝（デンソー）

334 運転中の会話によるドライバの覚醒維持手法
（第2報）
-ドライバの覚醒を維持する会話の基本構造検討-

蜂須賀 知理（デンソー）
松岡 孝・柿崎 勝（デンソー）

335 運転中の会話によるドライバの覚醒維持手法
（第3報）
-同乗者との会話がドライバの覚醒およびメンタルワークロー
ドに及ぼす影響-

小林 隆史（大阪大学大学院）
藤井 達史（大阪大学大学院，日本学術振興会）
紀ノ定 保礼・篠原 一光（大阪大学大学院）
蜂須賀 知理・柿崎 勝（デンソー）

336 運転中の能動的行為によるドライバの覚醒維持効果と運転
安全性

伊部 達朗（京都大学）
平岡 敏洋・阿部 恵里花・藤原 幸一（京都大学）
山川 俊貴（熊本大学）

337 眠気予知の可能性検討

畠山 善幸（トヨタ自動車）
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10. 21
（Fri.）
【15:00〜17:05】

【12:10〜13:50】

168 交通事故分析 II

170 ドライバモデル II

Accident Analysis II
座長：服部

Driver Model II

義和（豊田中央研究所）

338 幼児専用車への装備を想定したシートベルトの使用性調査
石井 充（日本自動車研究所）
鮏川 佳弘（日本自動車研究所）
林 猛人・杉田 幸樹・神谷 智英・新美 敏春
（日本自動車工業会）

339 日本の交通事情における後席子供乗員の着座姿勢調査

座長：金子

346 ドライバの注視点移動モデルの同定とモデルパラメータを利
用したドライバ状態の推定手法の開発
寺西 翔一朗（金沢大学大学院）
得竹 浩（金沢大学大学院）

347 高度運転支援システムに向けたドライバモデル構築に関する
研究
（第3報）
-ドライバの運転特性評価-

大鉢 次郎（トヨタ自動車）
小島 達陽（トヨタ自動車）

340 自転車との出会い頭事故対策に向けたヒヤリハットデータベー
ス活用方法の検討

341

堤 成可（東京農工大学）
佐藤 桂・毛利 宏（東京農工大学）
永井 正夫（日本自動車研究所）

乗用車と前面衝突した原付乗員の傷害内容の分析
-ITARDAの事故統合データによる原動機付自転車乗員傷害
の詳細分析-

哲也（大阪産業大学）

景山 一郎（日本大学）
栗谷川 幸代・山内 ゆかり・石橋 基範・
鳥居塚 崇・青木 和夫・時田 学（日本大学）

348 車両追従モデルを融合した状態推定法に基づく減速意図の
予測

鈴木 宏典（日本工業大学）
石倉 嵩也（日本工業大学大学院）

349 認知・行動変容のための文脈設計技術

木見田 康治（首都大学東京）
佐藤 啓太（デンソー）
下村 芳樹（首都大学東京）

関根 康史（福山大学）

342 電動二輪車の静音性が歩行者の安全性に及ぼす影響の基礎
的検討

関根 道昭（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
坂本 一朗・宝渦 寛之・西 孝弘・森田 和元
（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

【14:10〜16:50】

171 高分子材料
Polymer Material
座長：藤

206

350 自動車用接着剤の劣化挙動研究

【9:30〜10:45】

169 ドライバモデル I

351

Driver Model I
座長：平岡

敏洋（京都大学）

343 合流車両に対する本線車両の合流受容性のモデル化と解析
原田 晃汰（名古屋大学）
奥田 裕之・鈴木 達也（名古屋大学）
西郷 慎太朗・井上 聡（トヨタ自動車）

344 交差点無停止支援システムの提案とその車群交通流への影響

馬場 章弘（日本工業大学）
鈴木 宏典（日本工業大学）
丸茂 喜高（日本大学）

345 ドライバの交通環境変化に対する先読みを考慮した交差点
右折時の歩行者衝突リスク評価手法の研究
（第2報）
-歩行者衝突リスクに影響を及ぼすドライバの視行動の特徴-

吉武 宏（東京大学）
小竹 元基（東京大学）
今長 久・内田 信行（日本自動車研究所）
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和久（マツダ）

清水 誠吾（富士重工業）
荘司 郁夫・冨田 雄吾（群馬大学）

高意匠自動車用塗装に向けた構造発色顔料の開発

浅野 英貴（トヨタ自動車）
石井 正彦（トヨタ自動車）
Debasish Banerjee・Songtao Wo
（Toyota Research Institute of North America）

352 高い彩度とフリップ・フロップを有するレッドメタリック塗装
の開発

岡本 倫幸（日産自動車）
筒井 宏典・渡邉 健太郎・稲田 真也（日産自動車）

353 熱可塑性GFRPクラッシュボックス設計手法の研究

彌武 朋也（本田技術研究所）
安原 重人・柏木 正和（本田技術研究所）

354 連続体損傷モデルを用いたCFRP積層材の面外衝撃解析

内藤 正志（本田技術研究所）
漆山 雄太（本田技術研究所）

355 面外損傷有限要素モデルを用いた熱可塑性CFRPクラッシュ
ボックスの軸圧潰耐衝撃性に関する考察

松尾 剛（東京大学）
菅 満春（本田技術研究所）
古川 健一（スズキ）
住山 琢哉・榎本 弘・坂口 圭祐（東洋紡）

10. 21
（Fri.）
367 パッシブ切替え方式走行中非接触給電システムの提案

207

保田 富夫（テクノバ）
岸 洋之・藤田 稔之・藤田 幸一・砂金 富保（テクノバ）

【9:30〜12:35】

172 HV・PHV・EV III（EV and HV Systems）

368 電気自動車用25kW走行中非接触給電システム用地上側コイ
ル及び車両側装置の開発
（第2報）

藤田 稔之（テクノバ）
岸 洋之・砂金 富保・藤田 幸一・保田 富夫（テクノバ）

HV・PHV・EV III (EV and HV Systems)
座長：福田

雅敏（東京 R&D）

356 EVバスの普及拡大技術開発
（第一報）

369 新型燃料電池自動車向け磁気結合リアクトルを用いた昇圧コ
ンバータの開発

佐藤 進之介（本田技術研究所）
中村 弘道・北本 良太・天野 敦史（本田技術研究所）

福島 賢人（熊本大学大学院）
松田 俊郎・北村 駿・齊藤 且磨・宮内 肇
（熊本大学大学院）

小ホール

357 プラグインハイブリッドバスの開発

西 貴之（日野自動車）
田中 秀典・國部 雄次郎（日野自動車）

358 電気バスを対象とした
“短距離走行・高頻度充電型”
と
“日中
走行・夜間充電型”
の比較設計と性能評価

【9:30〜11:10】

174 熱流体 II
Thermofluids II

楊 イ翔（早稲田大学大学院）
津久井 勲・紙屋 雄史・大聖 泰弘（早稲田大学大学院）

359 ワイヤレス給電型電動バスにおける充電停車時の正着性に
対する考察
-種々の因子が停車時の正着性に与える影響についての詳細
分析-

津久井 勲（早稲田大学）
楊 イ翔・呉 哲棟・紙屋 雄史・髙橋 俊輔・
大聖 泰弘（早稲田大学）
尾林 秀一（東芝）

360 触媒昇温装置搭載xEV重量車の環境性能評価
（第1報）
-ディーゼルHEV（ハイブリッド）
重量車への適用-

奥井 伸宜（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
山口 恭平（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

361 地方都市における超小型電気自動車の利用環境と電費特性
に関する分析

座長：金子

370 LESにおける実用的V&V方法論の提案
沢田 龍作（トヨタ自動車，現サワダ技研）
武藤 大志（トヨタ自動車）
西野 耕一（横浜国立大学）

371 Adjoint法による熱・濃度目的CFD逆解析技術の開発と実機
適用

久保田 正人（トヨタ自動車）
徳田 茂史・谷口 真・野口 泰（トヨタ自動車）

372 1Dヒータシミュレーションモデルの開発

横田 貴之（トヨタ自動車）
中川 正・岡本 圭・大見川 稔（トヨタ自動車）

373 磁場と流体の双方向連成解析による電磁弁動作予測

吉成 幸広（日立オートモティブシステムズ）
髙橋 祐樹・児玉 唯一（日立オートモティブシステムズ）
草壁 亮（日立製作所）
佐藤 誠（CD-adapco）
橋本 洋（JSOL）

西堀 泰英（豊田都市交通研究所）
加藤 秀樹（豊田都市交通研究所）

362 空調機統合型電気自動車の評価

広瀬 拓（岡山県立大学）
中川 二彦・千阪 秀幸（岡山県立大学）

【13:35〜16:40】

173 HV・PHV・EV IV（EV and HV Units）

【12:10〜13:50】

175 熱流体 III
Thermofluids III

HV・PHV・EV IV (EV and HV Units)
座長：谷

座長：相沢

恵亮（デンソー）

363 2モータハイブリッドシステム用ECUの機能安全対応
植野 修吾（ケーヒン）
笹尾 拓郎・菅野 和哉（ケーヒン）

364 プリント基板のイオンマイグレーション解析

田井 慎太郎（ケーヒン）
浜野 瑞樹・鷺谷 吉則（ケーヒン）

365 第2世代2モータハイブリッドシステム用トランスミッション直
載型 高出力密度PCUの開発

高橋 雅也（本田技術研究所）
合葉 司（本田技術研究所）

366 モード走行中のハイブリッド車用パワーコントロールユニット
の損失解析
（第2報）
-SiCパワー半導体適用時のPCU損失予測-

浅倉 史生（日本自動車部品総合研究所）
木村 統公・林 裕二・鬼丸 貞久
（日本自動車部品総合研究所）

宗嗣（本田技術研究所）

374

英男（デンソー）

フロントガラスの曇りパターンに対する乗車人体の影響分析
永野 秀明（東京都市大学）
小田 龍介・田ノ上 康弘・郡 逸平（東京都市大学）
加藤 信介（東京大学）

375 室内温熱環境形成寄与率CRIを用いた車室内伝熱の分析
（第2報）
-自然対流が支配的な流れ場における温度予測精度の明確化-

田ノ上 康弘（東京都市大学）
永野 秀明・郡 逸平（東京都市大学）
加藤 信介（東京大学）

376 ガラス及びボデーの伝熱特性がHEVの燃費・航続距離に与
える影響

追分 美代子（旭硝子）
尾関 義一（旭硝子）
小畑 壮吾・永野 秀明・郡 逸平（東京都市大学）

377 繊維状吸着材を用いた車載用デシカントに関する基礎研究

松田 敬幸（名古屋大学）
菊澤 拓次郎・小林 敬幸（名古屋大学）
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10. 21
（Fri.）
【14:35〜16:40】

389 ガソリンエンジンにおける排気気体温度のカーネルリッジ回
帰による推定
（第1報）
梅津 創（横浜国立大学大学院）
眞田 一志（横浜国立大学大学院）
関川 敦裕・菊池 一志（本田技術研究所）
渡邊 拓巳（本田技研工業）

176 車両開発 IV（一般）
Vehicle Development IV (General)
座長：櫻井

俊明（日本ドライケミカル）

378 アブレシブ摩耗の摩耗体積式を応用したタイヤ摩耗寿命予
測手法の研究

390 In-cylinder Pressure Pegging Algorithm Based on Cyclic
Polytropic Coefficient Learning

Yahui Zhang（Sophia University）
Tielong Shen（Sophia University）

津々見 修司（本田技術研究所）
安藤 誉・納富 信也・溝根 哲也（本田技術研究所）

379 インバータ用大電流検出技術の開発

奥村 健（アイシン精機）

380 非運転タスクが運転操作に及ぼす影響に関する研究

横山 暁（芝浦工業大学）
杉浦 崚太・伊東 敏夫（芝浦工業大学）
菊池 真実（カルソニックカンセイ）

381 自動車整備士のパラダイムシフト

金子 友海（北海道科学大学）
城戸 章宏（北海道科学大学）

382 中長期を対象とした次世代車普及率の推計手法開発

金成 修一（日本自動車研究所）

大ホール B

Ignition・Lean Burn
達也（千葉大学）

383 乱流燃焼ダイアグラムを用いたスーパーリーンバーンSIエンジ
ンにおける燃焼形態の検討
菅田 健志（慶應義塾大学）
李 世埈・横森 剛・飯田 訓正（慶應義塾大学）

384 スーパーリーンバーンSIエンジンの燃焼室壁面の熱流束に及
ぼすタンブル流動およびガス温度の影響

山本 英継（慶應義塾大学）
小嶋 慧・松浦 勝也・横森 剛・飯田 訓正（慶應義塾大学）
石井 大二郎・三原 雄司（東京都市大学）

385 ガソリンエンジン高負荷リーン燃焼の研究

石川 直宏（本田技術研究所）
中西 啓太朗・小林 広樹・大田 篤志・
竹形 徳之・鳴海 裕樹（本田技術研究所）

386 火花点火機関における放電経路伸長と再放電のモデリング

堀 司（神戸大学大学院）

【12:35〜14:15】

178 SI 計測・解析
SI Measurement & Analysis
武美（北海道大学）

387 プラグ型力センサを適用した燃焼状態診断
樋口 和哉（本田技術研究所）
三浦 啓二・長島 慶一（本田技術研究所）
土屋 一雄（明治大学）

388 燃焼室デポジットに関する研究
-デポジット硬さと生成条件-

佐々木 啓介（トヨタ自動車）
永井 正勝・加古 純一（トヨタ自動車）
江崎 泰雄・安孫子 勝寿（豊田中央研究所）
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Diesel Exhaust Gas Emissions
座長：大角

和生（いすゞ中央研究所）

391 Diesel Oxidation Catalystの数値解析の研究
（第6報）
-高沸点炭化水素類の反応性の実験的評価小渕 存（産業技術総合研究所）
内澤 潤子・畑中 健志・佐々木 基（産業技術総合研究所）
西山 大貴・植西 徹（早稲田大学大学院）
福間 隆雄・草鹿 仁・大聖 泰弘（早稲田大学）

山本 敏朗（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
鈴木 央一・水嶋 教文
（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

177 点火・リーンバーン

座長：近久

179 ディーゼル後処理・排ガス計測

392 NOxセンサベースの車載計測器を用いた重量貨物車の排出
ガス診断方法の検討

【9:30〜11:10】

座長：窪山

【14:35〜17:40】

393 ディーゼル乗用車の実路走行時におけるNOx排出量変動要
因の一考察

小澤 正弘（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
山口 恭平・水嶋 教文・鈴木 央一
（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
金 尚明・窪山 達也・森吉 泰生（千葉大学大学院）

394 ディーゼル乗用車における実路走行時NOx排出性能の予測
手法に関する基礎検討

金 尚明（千葉大学大学院）
森吉 泰生・窪山 達也（千葉大学大学院）
松本 脩（サステナブル・エンジン・リサーチセンター）
小澤 正弘・山口 恭平・水嶋 教文・鈴木 央一
（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

395 Diesel soot燃焼温度の構造依存性

山下 大樹（名古屋大学大学院）
星 沙織・大山 順也・薩摩 篤（名古屋大学大学院）

396 ディーゼル機関から排出されるPMの排気管内挙動

小林 佳弘（東京電機大学）
竹内 正樹（日野自動車）
新井 雅隆（東京電機大学）

397 エンジン試験における路上走行シミュレーションの実現方法

杉原 芳典（堀場製作所）
廣瀬 翼・古川 和樹・小川 恭広（堀場製作所）

新版

自動車技術
ハンドブック

◉ 各専門分野の最前線で活躍されている 700 名にもおよぶ技術者、研究者が執筆
◉ 第一線で活躍されている研究者、技術者から若手技術者、大学院生まで必読の書
◉ 全面フルカラーで見やすさが格段にアップ！

好評発売中!!
• 基礎・理論 編（第 1 分冊）
• 環境・安全・情報 編（第 2 分冊）
• 人間工学 編（第 3 分冊）
• 設計
（デザイン・車体）編（第 4 分冊）
• 設計
（EV・ハイブリッド）編（第 7 分冊）
• 設計
（パワートレイン）編（第 5 分冊）2016/7 発刊
• 設計
（シャシ）編（第 6 分冊）2016/6 発刊
• 試験・評価
（パワートレイン）編（第 8 分冊）2016/8 発刊
• 試験・評価（車両）編（第 9 分冊）2016/9 発刊
• 生産・品質 編（第 10 分冊）2016/10 発刊
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