会期

５月 25日（水）～27日（金）

会場

パシフィコ横浜

◆ 学術講演会
◆ 自動車技術展（人とくるまのテクノロジー展 2016）
◆ フォーラム
◆ 第 7回女性技術者交流会
◆【併催】EVTeC & APE Japan 2016

◆ 第 6回定時総会
◆ 授賞式
◆ Keynote Address
◆ JSAE Annual Party（技術者交流会）

会
会

期 : 2016年5月25日（水）
～27日（金）
場 : パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみらい1-1-1）

2016 年 3 月 1 日
会

員

各

位
公益社団法人自動車技術会
会

長

加藤

光久

2016 年春季大会を 5 月 25 日（水）～ 27 日（金）の 3 日間にわたり，パシフィコ横浜
にて開催いたします．
本大会では，学術講演会や自動車技術展のほか，自動車技術会賞授賞式，フォーラム，
Keynote Address，JSAE Annual Party など，会員の皆様にご満足いただけるよう，多彩な
プログラムをご用意いたしました．
学術講演会では 96 セッション・471 件の講演発表，自動車技術展：人とくるまのテクノ
ロジー展 2016 横浜では，500 社以上による展示のほか，出展社によるワークショップ，主
催者企画の特別展示や講演，試乗会などの催しも予定しております．
また，本年は EV 技術と自動車用パワーエレクトロニクスの国際会議 EVTeC ＆ APE Japan
2016 を併催いたします．
会員のみなさまのご参加をお待ちいたしております．
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2

■アネックスホール・展示ホールのイベントは直接会場にお越し下さい．

■講演取下げ等により，
スケジュールは今後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）

18:5 0

17: 0 5

17: 0 5

火花点火エンジン

15:5 0
16:10

No. 34
講演件数：6件

No. 31
講演件数：5件
No. 26（OS）
講演件数：5件

15:5 0

No. 33（OS）
講演件数：6件

18:5 0

17:5 0

No. 20（OS）
講演件数：4件

No. 28（OS）
講演件数：6件

15:15

No. 36
講演件数：6件

車両開発 I

13:3 0
［GIA］

17: 0 0

2050年の社会情勢を見据えた交通システムと
自動車用動力システムへの提言

16:5 0

No. 23（OS）
講演件数：3件

最新の熱流体技
術が導く車の革新
－最新の車室内空
調技術－

先進ガソリン機関
技術 II

13:10

16:3 0

15:3 0

14: 0 0

13: 0 0

17:3 0

［GIA］

13:3 0

12:3 0

採算のある自動車プラスチックリサイクルを目指す

17:4 0

No. 10（OS）
講演件数：5件

材料加工技術の
現状と課題

15:5 0
16:10

No. 19
講演件数：6件

15:15
15:35

14:4 0
15: 0 0
ディーゼル燃焼

14:4 0
15: 0 0
衝突安全 2

No. 30（OS）
講演件数：5件

排気触媒システム
（DPF）

12:3 0

特別講演

16:5 0

No. 17（OS）
講演件数：4件

最新のxEV技術
－xEV制御システム
と充電インフラ II－

No. 22（OS）
講演件数：6件

自動車の運動と制
御 II

13:10

12:35

17: 0 0

EVTeC & APE Japan 2016

No. 7（OS）
講演件数：6件

Cars that Think
and
Communicate
－自動運転の時代
における マルチメ
ディア技術－

15:5 0
16:10

音質評価技術

15:15

15:15
15:35

14:5 0
15:10

No. 25（OS）
講演件数：5件

衝突安全 1

12:10

11:3 0

10 :3 0

［GIA］

18: 0 0

横浜

18:00

15:5 0

No. 6（OS）
講演件数：6件

No. 14（OS）
講演件数：6件

金属材料 II

最新の熱流体技
術が導く車の革新
－最新の流体技術
IV－

12:35

No. 32（OS）
講演件数：6件

11:10

［GIA］

特別企画講演

No. 16（OS）
講演件数：4件

車載用パワーエレ
クトロニクスコンポ
ーネント新技術

13:10

12:10

No. 27（OS）
講演件数：6件

11:10

No. 29（OS）
講演件数：4件

No. 35（OS）
講演件数：4件

車体構造強度評
価・設計技術 I

人とくるまのテクノロジー展2016

No. 9（OS）
講演件数：6件

最新のxEV技術II
－ハイブリッドユニッ
トおよびシステム I

12:35

11:35

No. 24（OS）
講演件数：5件

先進ガソリン機関
技術 I

自動車技術展

13:5 0

No. 12（OS）
講演件数：3件

ガス燃料エンジン

No. 18
講演件数：6件

12:10

No. 15（OS）
講演件数：6件

11:10

No. 21（OS）
講演件数：4件

最新の熱流体技術 バイオメカニックス 自動車の運動と制 排気触媒システム
御I
が導く車の革新
（触媒反応解析）
－最新の流体技術
III－

ワークショップ

14:4 0

No. 4（OS）
講演件数：5件

－
Cars that Think
and
Communicate
－自動運転を目指
して～ドライバ状態
理解－

最新の振動騒音
技術 II

10 : 2 0

金属材料 I

自動車技術展

No. 2（OS）
講演件数：6件

動力伝達系の最新
技術

13:10

12:35

10 :45

No. 11（OS）
講演件数：3件

自動車用エネルギ デザイン
（スタイリン 最新のxEV技術
ーの最新技術動向 グ）
と技術の接点
－xEV制御システム
No. 13（OS） と充電インフラ I－
講演件数：2件

燃料電池自動車の普及と、
これからの
水素社会への展望

運転支援・自動運
転のヒューマンファ
クタ

11:35

No. 8（OS）
講演件数：5件

最新の振動騒音
技術 I

ドライブレコーダ活用の最前線

13:10

12:10

12:10

12:35

No. 5（OS）
講演件数：6件

Cars that Think
and
Communicate
－自動運転を目指
して～車両・システ
ム－

2016年2月12日現在

F201
+ F203 F204 F205 F206
F202

特別企画講演

No. 1（OS）
講演件数：6件

10 :45

No. 3（OS）
講演件数：3件

無段変速機CVTと HMIのヒューマン
ハイブリッドパワート ファクタ
レーン

学術講演会 参加登録受付（予定）：1F・2F／エントランスホール
座長・講演者 参加登録受付：3F／301・302前 書籍販売：1F／エレベータホール

5月25日（水）2016 年春季大会タイムテーブル

ハーバ
ラウンジ

■アネックスホール・展示ホールのイベントは直接会場にお越し下さい．

■講演取下げ等により，
スケジュールは今後変更になることがあります．

15:5 0

No. 60（OS）
講演件数：6件

講師：小飼雅道 氏
（マツダ株式会社）
予定

15: 2 0

15:15

No. 62（OS）
講演件数：5件

17:55

16:55

15:3 0

16:3 0

15:3 0

17: 0 0

リアルワールドでの空気質改善に対する
自動車影響を考える

第66回自動車技術会賞受賞式
第7回技術教育賞授賞式
自動車エンジニアレベル認定者記念品授与式
優秀講演発表賞受賞式
（2015年春・秋季大会学術講演会）

16:4 0

15:5 0

No. 55（OS）
講演件数：6件

No. 58（OS）
講演件数：4件

14: 0 0

13:3 0

12:3 0

EVTeC & APE Japan 2016

19 :4 0

18:10

フォーラム
詳細化学反応を用いた最新のエンジン燃焼数値
解析技術

16:15

No. 53（OS）
講演件数：4件

事故分析と安全対
策 II

13: 2 0

13: 0 0

特別講演

16:45

No. 50
講演件数：5件

高分子材料 II

車体構造強度評
価・設計技術 II

13:10

12:3 0

18: 0 0

横浜

■講演時間：原則として25分／1講演（15分，
質疑など10分）

16:3 0

第6回定時総会

14:4 0

14:15
14:35

13:10

二輪車の運動・制
先進ガソリン機関
御・安全
技術 IV
13:4 0
－自動二輪車、
自転
車、
PMVの未来に カー・ロボティクス
向けて－
－新しい機構・制御・
システム－

12:45

特別企画講演

14:4 0

No. 47（OS）
講演件数：5件

No. 52（OS）
講演件数：4件

事故分析と安全対
策I

12:10

人とくるまのテクノロジー展2016

14:15

No. 49
講演件数：4件

高分子材料 I

No. 57（OS）
講演件数：3件

11:3 0

自動車技術展

15: 0 5

No. 40（OS）
講演件数：5件

No. 42（OS）
講演件数：5件

No. 44（OS）
講演件数：4件

13:3 0

排気触媒システム
（酸化触媒）

12:10

No. 61（OS）
講演件数：6件

ワークショップ

14 :4 5
15 : 0 0

最新の振動騒音
技術 IV

最新のxEV技術
－xEV制御システ
ムと充電インフラ
III－

12:35

No. 59（OS）
講演件数：6件

10 :3 0

自動車技術展

14:15

No. 38（OS）
講演件数：3件

ドライバの操作特
性

新しい計測診断
技術 （新しい排
I
ガス計測技術）

12:35

No. 54（OS）
講演件数：6件

最先端生産技術に
よる新しい車づくり
の提案

自動車の未来を拓く材料技術の最新動向

13: 0 0

12:35

11:35
ＩＴＳ
－安全・安心・環境・
省エネルギ－ II

11:10
11:3 0

No. 56（OS）
講演件数：4件

先進ガソリン機関
自動車の運動と制 ＩＴＳ
御 III
－安全・安心・環境 技術 III
・省エネルギ－ I

英国の低炭素車両技術における最新の研究開発

13:45

No. 39（OS）
講演件数：6件

No. 37（OS）
講演件数：6件

No. 48
講演件数：5件

No. 51（OS）
講演件数：5件

11:10
No. 46（OS）
講演件数：5件

No. 45（OS）
講演件数：5件

11:35

No. 41（OS）
講演件数：5件

No. 43
講演件数：4件

交通事故傷害予
測と予防・医療

新しい計測診断技 エネルギマネージメ EV/HEV用モータ 自動車の大気環境 新エンジン・開発
技術
影響と対策技術
術 II
（新しい筒内 ント
プロセス
計測技術）

2016年2月12日現在

F201
+
F203 F204 F205 F206
F202

特別企画講演

12:10

最新の振動騒音
技術 III

運転行動，
ドライバ
モデル

学術講演会 参加登録受付（予定） ： 1F・2F／エントランスホール
座長・講演者 参加登録受付 ： 3F／301・302前 書籍販売 ： 1F／エレベータホール

5月26日（木）2016 年春季大会タイムテーブル

ハーバ
ラウンジ

15:35

■アネックスホール・展示ホールのイベントは直接会場にお越し下さい．

■講演取下げ等により，
スケジュールは今後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）

17:4 0

No. 78
講演件数：5件

15:5 0

17:15

No. 85（OS）
講演件数：4件

最新の熱流体技
術が導く車の革新
－最新のCFD技術
II－

15:15
15:35

15:5 0

No. 90（OS）
講演件数：4件

16:15

No. 93
講演件数：4件

17: 0 0

17: 0 0

16:3 0

15:3 0

14: 0 0

13:3 0

12:3 0

17: 2 0

タイヤの将来を国際調和・社会負担・
トライボロジから占う

17:4 0

No. 80（OS）
講演件数：6件

フォーラム
未来が変わる！
出かけよう！
パーソナルモビリティーで！

17:15

15:15
15:35
振動・騒音・乗心地
II

14:4 0

No. 96
講演件数：5件

Cars that Think and Communicate Ⅱ
セルフ・ドライビング・カーに向かって

No. 73（OS）
講演件数：4件

潤滑油、
潤滑技術
とトライボロジ II

15:15
15:35

14:15
14:35
排気後処理

No. 92（OS）
講演件数：4件

先進のディーゼル
エンジン制御・後処
理技術

13:3 0
［GIA］

13: 0 0

特別講演

17: 0 5

No. 70（OS）
講演件数：5件

先進のディーゼル
燃焼・計測・解析技
術 III

No. 84（OS）
講演件数：4件

14:15

13:5 0
14:10

13:3 0
［GIA］

12:3 0

17: 0 0

横浜

No. 67（OS）
講演件数：5件

予防安全と運転
支援 III

15:15

14:4 0

No. 77
講演件数：5件

14:4 0

14:4 0
15: 0 0

No. 72（OS）
講演件数：5件

No. 82（OS）
講演件数：5件

No. 75（OS）
講演件数：5件

No. 87（OS）
講演件数：4件

No. 89（OS）
講演件数：3件

12:35
車両開発 II

特別企画講演

No. 69（OS）
講演件数：5件

13:35

排気触媒システム
（触媒用燃料噴射）

10 :15

人とくるまのテクノロジー展2016

最新の熱流体技
術が導く車の革新
－最新のCFD技術
I－

タイヤ／路面摩擦特性
とその周辺技術
－安全性向上，
燃費向
上，
環境負荷低減などの
関連技術 －

12:10

11:3 0

10 :3 0

自動車技術展

No. 66（OS）
講演件数：5件

自動車用燃料電池
2

13:10
振動・騒音・乗心地
I

FMI(Functional
Mockup
Interface)によ
るモデル流通の
最新状況

12:35

No. 94（OS）
講演件数：6件

［GIA］

新製品・新技術セミナー

No. 64（OS）
講演件数：4件

潤滑油、
潤滑技術
とトライボロジⅠ

13:10

燃料技術と燃焼 II

新しい計測診断技
術 IV（革新計測
技術）

先進のディーゼル
燃焼・計測・解析技
術 II

12:35

No. 83（OS）
講演件数：7件

11:35

10 :45

No. 95
講演件数：3件

金属材料 III

自動車技術展

高齢ドライバの運
転行動

13:35

予防安全と運転支
援 II

12:35

12:10

12:35

12:10

No. 79（OS）
講演件数：6件

12:35

No. 76
講演件数：6件

最新のxEV技術II
－ハイブリッドユニッ
トおよびシステム II

Cars that Think and Communicate Ⅰ
セルフ・ドライビング・カーに向かって

13:10

12:10

No. 71（OS）
講演件数：6件

11:35

11:10

11:10

11:10
No. 88（OS）
講演件数：5件

No. 91（OS）
講演件数：4件

No. 86
講演件数：4件

No. 74（OS）
講演件数：4件
No. 81（OS）
講演件数：5件

自動車の運動と 共同研究の推進
－ドイツを例とした
制御 IV
産学連携による革
新事例

動力伝達要素

新しい計測診断技 エンジン部品・
トライ 自動車用燃料電池 燃料技術と燃焼Ⅰ 最新の熱流体技
術が導く車の革新
術 III（新しい流れ ボロジ
1
－自動車の進化を
計測技術）
支える最新熱マネ
技術－

F203 F204 F205 F206

2016年2月12日現在

日中韓自動車フォーラム

12:35

No. 63（OS）
講演件数：7件

No. 65（OS）
講演件数：6件

最新の振動騒音
技術 V

F201
+
F202

特別企画講演

11:35

No. 68（OS）
講演件数：5件

ドライバセンシング， 予防安全と運転 先進のディーゼル
知覚・認知
燃焼・計測・解析技
支援 I
術I

学術講演会 参加登録受付（予定）：1F・2F／エントランスホール
座長・講演者 参加登録受付：3F／301・302前 書籍販売：1F／エレベータホール

5月27日（金）2016 年春季大会タイムテーブル

ハーバ
ラウンジ
ワークショップ

EVTeC & APE Japan 2016

各イベントのご案内
《 会 議センタ ー 》
全日

1. 学 術 講 演 会

（有料

5月25日
（水）～27日
（金）9：30〜

要参加登録）

会議センター各講演会場

学術講演会各日タイムテーブルはp.3〜p.5をご覧ください．
講演詳細プログラムは2016年春季大会ウェブサイトをご覧ください．
http://www.jsae.or.jp/2016haru/
参加登録費及び申込方法についてはp.12をご覧ください．

大 会 2 日目

2.

第 66 回自動車技術会賞授賞式
第 7 回技術教育賞授賞式
自動車エンジニアレベル認定者記念 品 授 与 式
優 秀講演発表賞授賞式＜ 2015 年 春 季 ・ 秋 季 大 会 学 術 講 演 会 ＞

5月26日
（木）13:45〜14:45

（無料）

会議センター301+302／3F

第66回自動車技術会賞（学術貢献賞／技術貢献賞／浅原賞学術奨励賞／浅原賞技術功労賞／論文賞／技術開発賞）の
授賞，技術教育賞の授賞，自動車エンジニアレベル認定者への記念品授与及び優秀講演発表賞（2015年春季・秋季大会
学術講演会）の授賞を行います．

大 会 2 日目

3. 第 6 回 定 時 総 会
5月26日
（木）15:00〜16:30
議

会員の方）

会議センター301+302／3F

案：

報告事項：

第1号議案

2015年度決算報告の件

1）2015年度事業報告の件

第2号議案

2016-2017年度理事選任の件

2）2016年度事業計画の件

第3号議案

2016-2017年度監事選任の件

3）2016年度予算の件

第4号議案

名誉会員推薦の件

4）2016-2017年度会長・副会長・会務担当理事・常務理事選定の件

※総会の議決は代議員によって行われます．
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（無料

大 会 2 日目

4. Keynote Address
5月26日
（木）16:55〜17:55
講師：小飼
企

（聴講無料

参加登録不要）

会議センターメインホール／1F

雅道 氏（マツダ株式会社）予定

画：総務委員会 ／ 司会：小西

工己 氏（総務担当理事）

講演内容については現在企画中

大 会 2 日目

5. JSAE Annual Party ＜技術者交流会＞
5月26日
（木）18:10〜19:40

（有料

要参加登録）

会議センター301〜304／3F

会員の方々と展示会出展社の方々が交流を深める機会としてJSAE Annual Party（技術者交流会）
を開催いたします．
参加費及び申込方法についてはp.14をご覧ください．

大 会 2 日目

6 . 第 7 回 女性技術者交流 会
5月26日
（木） 予定

（無料

要事前参加登録

女性技術者限定）

会議センター

自動車に関連する様々な分野でご活躍されている女性技術者の活動支援として，参加者同士が広く交流を持ち，情報発信・交
換・収集することを目的とした「女性技術者交流会」を開催いたします．内容詳細，参加申込みについては4月上旬更新予定の
春季大会HPをご覧ください．

《 展 示ホー ル・アネックスホール》
全日

7. 自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2016 横浜
5月25日
（水）～27日
（金）10：00〜

（無料

要参加登録）

展示ホール

自動車業界の第一線で活躍する技術者・研究者のための自動車技術専門展として毎年ご好評いただいております．
今年も本展示会の"さらなる進化"を図るべく世界にその先端技術を発信します．
参加費無料ですが参加登録が必要です。登録方法についてはp.16をご覧下さい．
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フォーラムのご案内
《アネックスホー ル・会議センター》

8. フォーラム

（聴講無料）

詳細プログラムは2016年春季大会ウェブサイトをご覧下さい ．
http://www.jsae.or.jp/2016haru/program.html
フォーラムテキスト：大会期間中は会員資格を問わず同じ価格でご購入可能です（価格未定）
．
各テキストの価格は，5月上旬更新の2016年春季大会ウェブサイトでご確認ください．
GIAフォーラム：GIAとはGovernment • Industry•Academiaの略称です．

5 月 2 5 日（ 水 ）開 催
［GIAフォーラム］

［GIAフォーラム］

燃料電池自動車の普及と、
これからの
水素社会への展望
5月25日
（水）9：30〜12：30

会議センター メインホール

FCCJ（燃料電池実用化推進協議会）にて2015年にFCVの量産開始のシナリ
オが作成され，2014年には経済産業省が水素・燃料電池戦略ロードマップ
を策定しエネルギー政策の中での水素の位置付を明示した．水素導入を促
進する役割を担う燃料電池車については，2015年度には，
トヨタ自動車から
MIRAIが，
ホンダからClarity FCVの販売が開始された．
燃料電池自動車の本格市場導入が開始された現在，各自動車会社のFCVと
開発状況，並びに水素インフラの準備状況を世間に広く紹介し，燃料電池技
術の重要性と，水素社会の将来展望への理解を高めて頂く．

ドライブレコーダ活用の最前線
5月25日
（水）9：30〜12：30 アネックスホールF203
ドライブレコーダは業務用車両にここ数年で急激に普及し，用途も事故抑止
や事故時過失割合の科学的判定に留まらず，科学的安全教育への活用など
で効果を発揮している．そして蓄積データを基に予防安全装置の設計指針，
事故解析，運転診断や教育システムへの展開，道路環境・インフラの評価な
ど多岐に渡った活用がすでに具体化している．
また，最近は自動運転技術に
注目が集まっているが，その中でドライブレコーダが果たす役割もさらに大
きなものになると考えられる．本フォーラムでは多様化しつつあるドライブレ
コーダの普及・技術・活用状況に鑑みて，今後の技術や活用のオールジャパ
ン展開のあり方について産・官・学・民の幅広いセクターの見解を紹介しても
らい，会場参加者との討論も交え，
より広範な理解向上と普及促進・事故削
減を目的とする．尚，本フォーラムは共同研究センター「ドライブレコーダ活
用委員会」主催，外部組織「ドライブレコーダ協議会」協賛で開催する．

企画：燃料電池部門委員会

［GIAフォーラム］

［GIAフォーラム］

2050年の社会情勢を見据えた交通シス
テムと自動車用動力システムへの提言
5月25日
（水）13：30〜17：00

企画：ドライブレコーダ活用委員会

会議センター メインホール

今後，
自動車を取り巻く状況は，地球温暖化，化石エネルギー・金属資源の枯
渇，高齢化社会の進行，新興国の人口増加と都市への集中，
自動車市場の拡
大等の課題に加え，不透明な今後の経済動向，エネルギー動向，地球の大気
質・温室効果ガスの推移に加えてICT，ITS，IoT，AI等自動車以外の分野も絡
んだ自動運転等，
自動車を取り巻く様々な変化が予想される．
このような環境変化が予想される中で，単なる技術動向予測だけでなく，社
会や経済，エネルギー，交通システム，動力システムなど広い視点を含めて
2050年を見通し，
自動車に関しての提言をまとめる為，
「社会・交通システム
委員会」及び「将来自動車用動力システム委員会」を設置し，各分野の専門
家が討議を進めて2050年の自動車が具備すべき姿をまとめた．

採算のある自動車プラスチックリサイ
クルを目指す
5月25日
（水）13：30〜17：30 アネックスホールF203
持続可能な循環型社会において，廃棄物をリサイクルするという工程は必
要不可欠であるが，製造されたリサイクル製品はバージン材でできた製品
よりも品質面やコスト面が劣るため，採算性のあるリサイクルが行われて
いないのが現状である．本フォーラムでは，自動車に使用されるプラスチッ
クを対象とし，それに関連するリサイクルの現状と技術，ならびに製造プロ
セスにおける資源やエネルギーのロスに着目して総合的にコスト評価を
行なうマテリアルフローコスト会計について解説を行い，採算性のある自
動車プラスチックリサイクルの可能性について討論を行う．

本フォーラムは両委員会合同の企画で，両委員会でまとめた提言に基づき
講演，パネルディスカッションを通じて参加者と共に2050年の社会交通シス
テムと将来自動車用動力システムを考えることを狙いとしており，
日頃多忙な
自動車技術者や自動車関係者にとって，業務の中ではつかめない将来の自
動車社会像の理解に貢献する事を期待している．
企画：社会・交通システム委員会
将来自動車用動力システム委員会
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企画：リサイクル技術部門委員会

5 月 2 6 日（ 木 ）開 催

自動車の未来を拓く材料技術の最新
動向
5月26日
（木）9：30〜12：30

会議センター メインホール

環境，燃費，軽量化，安全，エネルギー，資源など，自動車を取巻く環境は，
益々厳しくなってきている．材料部門委員会では，鉄鋼，軽金属，化成品分野
から自動車の進化・革新に貢献する材料技術の情報を広く報知する活動を
行っている．自動車およびものづくりの根幹を支える基盤である材料技術に
ついて，その最新の技術動向に焦点をあて，材料フォーラムを企画した．
自動
車及び関連材料製造に携わる関係者の参加のもと，今後の自動車用材料技
術の方向性を共有したい．

英国の低炭素車両技術における最新
の研究開発
5月26日
（木）9：30〜12：30 アネックスホールF203
本フォーラムでは，自動車産業の世界的中核拠点である英国の企業が各社
の革新的なテクノロジーと事例について講演いたします．加えて，先端推進シ
ステム技術センター（APC：Advanced Propulsion Centre）やInnovate UK
等が提供している資金援助プログラムを含めた，英国内での研究開発や製
造機会についてもご紹介いたします．
※先端推進システム技術センター（APC）
：産業界と政府共同の新しい自
動車産業戦略として，10億ポンドの資金を投じて先端推進技術の開発・商業
化の実現を促進するために設立．
※Innovate UK：ビジネス及びその他パートナーに対して幅広い分野での
革新的なプロジェクトの資金獲得ができるような多くの機会を提供．
企画：英国大使館
国際委員会

企画：材料部門委員会

モータースポーツフォーラム
5月26日
（木）13：20〜15：30

会議センター メインホール

展示会来場者や学生に大変好評を得ている企画で，各社におけるモーター
スポーツに関わる活動や取り組みなどについてご講演いただきます．
講演予定：日野自動車，三菱自動車工業，
ホンダレーシング

企画：学術講演会運営委員会

詳細化学反応を用いた最新のエンジン
燃焼数値解析技術
5月26日
（木）13：30〜16：45

会議センター 315

地球環境問題の観点から自動車分野では近年，世界的な燃費・エミッション
規制がますます高まってきており，自動車用エンジンは直噴，過給ダウンサ
イジング，
リーン燃焼，高EGR化などの環境対応技術の採用が主流となって
きている．それに伴い数値流体力学（CFD）
でもプレイグやノック，Soot・NOx
の発生，緩慢燃焼等の化学反応が支配する現象を精度良く予測することが
求められている．
これまでは計算機能力の問題で，化学反応を伴う現象に対
しては経験的なモデル化を実施し対処してきたが，近年の計算機能力の向
上に伴って，詳細な化学反応を直接解く手法が登場し注目を集めている．本
フォーラムでは詳細化学反応に着目し現状，
どのようなことができるのかに
ついてベンチマークの結果とともに紹介する．

企画：CFD技術部門委員会

リアルワールドでの空気質改善に対す
る自動車影響を考える
5月26日
（木）13：30〜16：50 アネックスホールF203
近年，
自動車業界は世界的に低排出ガス車を普及させ，大気改善に貢献して
きた．
しかし，PM2.5やオゾン等の大気環境基準は，未達が続いている．
これらの大気環境改善のために，
リアルワールドでの空気質改善というキー
ワードで，
これまでの対応を見つめ直して課題を明確にしたうえ，将来に向け
て何をすべきか，幅広い分野の技術者，研究者で考える必要がある．
今回，自動車技術者，大気研究者を一堂に会して，
リアルワールドに関係す
るPM2.5やオゾンの状況，製造から自動車使用時，廃棄まで見渡した時の課
題，Off-cycleエミッションの状況，
自動車に密接に関係する燃料の情報から，
自動車として何をすべきか，空気質改善への道を議論する．

企画：大気環境技術・評価部門委員会
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5 月 2 7 日（ 金 ）開 催
［GIAフォーラム］

［GIAフォーラム］

Cars that think and communicateⅠ

セルフ・ドライビング・カーに向かって
5月27日
（金）9：30〜12：30

会議センター メインホール

近年，
自律・自動運転技術は急速に発展し，実用化に向けた開発が積極的に
行われ，市販化の取り組みも始まっている．
このような自動車技術の革新は，
自律・自動運転（走行）に関わる技術だけでなく，人と車に関わる車載機器・
車両制御技術や車が周囲と通信する機器などに大きな進化をもたらし，
自動車
技術のあり方に大きく影響する．本フォーラムでは，昨年同様に，エレクトロニ
クス，ITS，マルチメディア3部門委員会合同で，安全で信頼できる自律・自動
運転の実現に必要な，車が自ら考え，運転者や周囲と協調する技術について
議論し，近未来技術やその可能性を紹介し，将来の方向性について考える．
Iでは，
システムやその可能性について議論する．

Cars that think and communicateⅡ

セルフ・ドライビング・カーに向かって
5月27日
（金）13：30〜17：00

会議センター メインホール

IIでは，将来のセルフ・ドライビング・カーを実現するために必要な要素技術
について議論する．

企画：エレクトロニクス部門委員会
ITS部門委員会
マルチメディア部門委員会

企画：エレクトロニクス部門委員会
ITS部門委員会
マルチメディア部門委員会

［GIAフォーラム］

日中韓自動車フォーラム
5月27日
（金）10：15〜12：30 アネックスホールF203
弊会，SAE-China並びに Korean Society of Automotive Engineersは，最も
重要な自動車市場へとなったアジアにおける自動車技術の普及・振興を支え
ていく重要なパートナーであることを認識し，日本・中国・韓国の年次大会等
において共同フォーラムを開催している．2009年に日中の2国で始まった春
季大会でのフォーラムは，2011年に韓国を加えて日中韓自動車フォーラムと
なり，毎年恒例のイベントとなった．
日本にとって関心が高いテーマに焦点を当て，中国・韓国の研究者を交えて
両国からの最新情報をお伝えする．本年は，各国の自動運転車の実現に向け
た研究開発動向について，国を挙げた取り組みなどを含めて紹介する．

企画：国際委員会

タイヤの将来を国際調和・社会負担・
トライボロジから占う
5月27日
（金）13：30〜17：20 アネックスホールF203
自動車性能を決定づけるタイヤについて，その技術の進む方向に関する新
しいまとまった知見を一般に公開する．
タイヤ騒音特設委員会は，道路交通騒音の主役となっているタイヤ放射音
と，それに関連する諸々のタイヤ特性や関連技術情報の収集を行っている．
2015年春季大会で公開した基本情報に加え，今回は，環境問題取り組みの
基本となる社会的コストの考え方，
ミクロ技術に踏み込んだゴムの摩擦解
析，氷上摩擦特性の知見を公開する．
さらに，ISOの当該委員会主要メンバー
を欧州から迎えて，欧州での路面とタイヤ協調による騒音や転がり抵抗改善
プロジェクトの成果を世界の第一人者から紹介する．
最後に国際商品であるタイヤに関する技術の方向について意見交換を行
う．
今後の自動車設計・道路行政への情報発信となることを期待している．

企画：タイヤ騒音特設委員会
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未来が変わる！出かけよう！パーソナル
モビリティーで！

5月27日
（金）13：30〜17：00

会議センター 503

地球温暖化が騒がれ様々なエネルギーの見直しが提案されている．私達が
かかわっているモビリティにおいてはその影響を真正面から受け，決して避
けては通れない事態になっている．戦後，
日本の自動車産業が追いつけ追い
越せの掛け声で取り組んでいたころには想像もつかなかった．
ドイツで1886年ガソリン自動車が誕生して130年，自動車を根本から見直
す時期にさしかかっている．
ドアツードアーの利便性を維持しつつ，来るべき
高密度都市社会に向けてデザインの視点から，安全，安心，サスティナブルな
トランスポーテーションを確立するため，受け継ぐべき事，改革すべき事に
ついて，2025年のモビリティのあるべき姿をパーソナルモビリティーに焦点
を当て，
デザイン部門委員会として新しい提言が出来ればと考える．
企画：デザイン部門委員会

9.【併催】EVTeC & APE Japan 2016 国際会議

（有料

要参加登録※）

5月25日
（水）〜27日
（金） アネックスホール各講演会場（すべて英語講演）
EVTeC & APE Japan 2016は，EV技術と自動車用パワーエレクトロニクスの国際会議です．
最新の研究発表のほか，魅力的なプレナリーセッション，パネル討論などを行います．

プレナリーセッション
5月25日
（水）9:30〜11:30 アネックスホールF205+206

加藤

光久 氏

自動車技術会
トヨタ自動車

Martin Krueger 氏

会長
代表取締役副社長

Toyota’s Future Vision for Sustainable Society

矢島

Bosch Corporation Executive Officer

A Snapshot of the Powertrain Electrification
Market and Consumers in Europe

和男 氏

日産自動車 EV・HEV技術開発本部
アライアンス グローバル ダイレクター

Nissan’s Challenges of Electric Vehicle and
Future Vision

5月26日
（木）9:30-11:30 アネックスホールF205+206

福尾

幸一 氏

本田技術研究所

Chris Mi 氏
代表取締役

社長執行役員

Honda’s New Vehicle Electrification
Technology

橋本

サンディエゴ州立大学

教授

High Efficiency Wireless EV Charger Based
on Capacitive Power Transfer Principle

徹氏

三菱自動車工業

開発統括部門長

TBD

標 準化フォーラム
5月27日
（金）9:30〜12:30 アネックスホールF205+206

杉野

勲氏

総務省

電波部電波環境課

Egbert Fritzsche 氏
課長

TBD

吉田

E-Mobility Standardization - Vision of German
Automotive Industry for the future

健一郎 氏

秋山

経済産業省 自動車課
電池・次世代技術・ITS推進室

室長

TBD

南方

司会：寺谷

ISO/TC22/SC3,21国際幹事/
ドイツ自動車工業会

真人 氏

進氏

ISOTC22 SC32議長/デンソー

ISO/TC22/SC32 Activity

立花

武氏

日本自動車研究所（JARI）非接触給電サブワーキン
ググループリーダー

自動車技術会パワーエレクトロニクスシステム部会
電源システム分科会長/トヨタ自動車

Standardization for EV/PHEV Wireless Power
Transfer System

Standardization for EV/HEV/PHEV Voltage
Classification

逹夫 氏（名古屋大学）、横井

行雄 氏（京都大学）
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参加者へのご案内
学術講演会

5月25日（水）〜27日（金） 会議センター各講演会場

2016年春季大会ウェブサイト http://jsae.or.jp/2016haru/

聴講者参加登録費
【事前申込】

正会員………………………… 8,000円（不課税）
学生会員……………………… 3,000円（不課税）
賛助会員・一般の方… ……… 21,600円（税込）

【当日申込】

正会員………………………… 10,000円（不課税）
学生会員……………………… 3,000円（不課税）
賛助会員・一般の方… ……… 23,760円（税込）

※［事前申込特典］事前参加登録者は，参加登録費を支払締切日までにお支払いただけますと，学術講演会予稿集を，事前に
  ウェブサイトで閲覧できます．
※ 参加登録費には，学術講演会予稿集（DVD1枚）が含まれます．
お知らせ 〜2015年より廃止になったもの〜
＊ 学術講演会予稿集の完全電子化に伴い，冊子版（前刷集）は廃止となりました．
＊ 事前登録した正会員・学生会員の特典としていました前刷集引換券の進呈は廃止となりました．

聴講者参加登録お申込み方法
1．
【事前申込（オンライン登録）】

2016年春季大会ウェブサイトよりお申し込みください．
3月上旬より受付を開始します．

☆支払い方法：①オンラインクレジットカード決済，②コンビニ決済，③銀行振込（請求書発行）
☆事前申込締切日&支払期限日：支払方法に応じて指定された期日までに参加登録費をお支払いください．

支払方法

申込締切日

支払期限日

①オンラインクレジットカード決済

5月18日

5月18日

②コンビニ決済

5月18日

5月18日

③銀行振込（請求書発行）

5月 2日

5月13日

・支払いが完了し，事務局側で入金が確認できましたら，参加申込みウェブページに
［イベント参加券］が表示されます．
当日はこの参加券をプリントアウトのうえ，受付でご提出ください．
☆事前申込キャンセルによる返金について
5月18日まで 参加費を支払い済の場合は手数料を除き返金いたします．
5月19日以降 ご出欠にかかわらずキャンセル料として全額を申し受けます．
   なお，会期終了後に学術講演会予稿集（DVD1枚）
を送付いたします．

2．
【当日申込】

当日会場にて，現金またはクレジットカードにて参加登録費をお支払ください．

講演者参加登録費・お申込み方法
※ 講演者の参加登録費，参加登録費支払い方法については2016年春季大会ウェブサイトをご覧ください．
（講演申込みは終了しております）

参加登録受付場所（予定）
当日参加登録受付／新入会受付……………………………………………… 会議センター 1F エントランスホール
事前参加登録受付・賛助無料参加券利用の方も含／名誉・報道受付… …… 会議センター 2F エントランスホール
座長・講演者受付… …………………………………………………………… 会議センター 3F 301・302前
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【併催】EVTeC & APE Japan 2016 国際会議

5月25日（水）〜27日（金） アネックスホール 各講演会場

EVTeC & APE Japan 2016 ウェブサイト http://www.evtec.jp

EVTeC & APE Japan 2016 参加登録費
A. 早割一般 32,400円 （消費税込）
B. 早割学生 10,800円 （消費税込）
C. 通常一般 37,800円 （消費税込）
D. 通常学生 12,600円 （消費税込）

参加申込方法
【事前申込】
（オンライン参加登録）

☆A.B. 早割申込締切日：2016年3月31日
（木）
☆C.D. 事前申込締切日：2016年5月8日
（日）

申込キャンセルによる返金について 5月8日まで：参加費をお支払の場合は送金手数料を除き返金いたします．
5月9日以降：ご出欠にかかわらずキャンセル料として全額を申し受けます．

【当日申込】

当日会場にて，現金またはクレジットカードにて参加登録費をお支払いください．

参加登録受付場所
アネックスホールF205前

参加特典
☆参加者へお配りするProceedings CDには，提出されたすべての論文及びプレナリ―講演資料が収録されます．
開催終了後は，販売を予定しておりません．各論文単品のみの販売となる予定です。

学術講演会講演予稿集
学術講演会講演予稿集（DVD1枚）
※従来作成しておりました，冊子版（前刷集）は2015年より廃止いたしました．
※2016年春季学術講演会予稿集の発行日
（公開日）は，2016年5月23日です．
※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販売をいたします．なお「予約」は受付けておりません．
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）
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・・・
（お知らせ）講演予稿集 ダウンロード販売につきまして・・・

2012年より大会会期中に特別価格で販売しておりました文献単位での講演予稿集のダウンロード販売は
2015年より廃止いたしました．
なお，大会終了後は引き続き下記価格で販売いたします．

①PDF版（ダウンロード販売）

正会員・学生会員・賛助会員………… 864円／1文献（税込）
一般………………………………… 1,080円／1文献（税込）

②複写版（紙媒体）

正会員・学生会員・賛助会員……… 1,642円／1文献（税込）
一般………………………………… 2,052円／1文献（税込）

フォーラムテキスト
■販売場所

①書籍販売
→… 会議センター 1Fエレベータホール
②会場前
→… アネックスホール
③自動車技術展 自動車技術会ブース内 →… 展示ホール 2Fコンコース

■価格
フォーラムテキスト
1冊（各フォーラム）

大会会場販売（消費税込）
会員
一般

特別価格*

大会終了後（消費税込）

2,000〜4,000円

2,592〜3,456円
3,240〜4,320円

※大会会場で購入した場合の価格です．

JSAE Annual Party（技術者交流会）

5月26日（木）18:10〜19:40

会議センター 301〜304／3F

■参加費

正会員・学生会員・賛助会員………… 3,000円（税込）

■参加申込方法

1.［事前申込（オンライン参加登録）］

☆事前申込締切日：2016年5月18日
（水）

事前申込キャンセルによる返金について
5月18日まで：参加費を支払済の場合は送金手数料を除き返金いたします．
5月19日以降：ご出欠にかかわらずキャンセル料として全額を申し受けます．
☆お支払方法に応じて申込締切日と支払期限日が異なります．詳しくはp.12 1.［事前申込（オンライン登録）］
をご覧ください．

2.［当日申込］当日会場前受付にて，現金またはクレジットカードにて参加費をお支払いください．
※自動車技術展 出展社の方のJSAE Annual Partyへの参加申込みにつきましては，
展示会窓口（株式会社大成社 TEL. 03-5542-0811，Email: jsae-expo@taiseisha.co.jp）
にお問い合わせください．
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クレジットカード

宿 泊のご案 内

学術講演会参加登録費，JSAE Annual Party，書籍のお支

旅行代理店トップツアーより宿泊施設のご案内を予定し

払いはクレジットカードをご利用いただけます．
利用可能カード：VISA・Master・AMEX・JCB・Diners

ております．
詳細情報，お申込み方法につきましては3月上旬に更新い
たします2016年春季大会ウェブサイト
「聴講者へのご案
内」
をご覧ください．

交 通 のご 案 内
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世界から最新技術・製品が集う自動車技術者のための日本最大の技術展

500社以上による展示を予定しております．詳細についてはこちら  http://www.jsae.or.jp/expo/
■会

期：2016年5月25日（水）
・26日（木）10:00〜18:00，27日（金）10:00〜17:00

■会

場：パシフィコ横浜

■登

録：事前登録をご推奨します．

■展

示：自動車，部品・材料・カーエレクトロニクス，試験計測器・CAEなどの自動車／関連分野，海外政府／自動車関連団体

展示ホール

■ワークショップ（ハーバラウンジA＋B）
：＜聴講は事前登録推奨＞
出展社による30分間のセミナーです．先端技術，将来展望などが語られます．
■特別企画コーナ

展示／講演（アネックスホール F201+F202，ホワイエ他）

「いつまでも，
くるまにワクワク，
ドキドキ，
ときめきを」
をテーマに，自動運転が当たり前の時代を展望し，
その上で『走る・曲がる・止まる』
といった
運転の楽しさはどうあるべきか，更にはそれを実現するための技術とはどのようなものなのかを，
その道の専門家にわかりやすく語っていただき
ます（計6講演）．講演企画に連動した展示では，我々をワクワク，
ドキドキさせた技術の今昔をご紹介，将来に向けての更なる進化を予感させる
技術展示をお届けします．
■特別講演（アネックスF201+F202）
試乗コーナの車両を取り上げ，開発責任者に開発秘話や思い入れを語っていただきます
（計3講演）．
■自動車技術会賞コーナ
■試乗会（公道）
最新車と超小型モビリティの試乗体験コーナです．

入場カードをお 送りします
人とくるまのテクノロジー展のホームページから事前登録をされた方に，入場カードを4月より随時郵送いたします．事前登録専用ページは，
4月上旬にオープン予定です．最新情報は http://expo.jsae.or.jp/ にてご確認ください．

個人情報の取り扱いについて
（１）個人情報の利用について
各種申込みの際に取得する個人情報について，本会は以下の
目的に利用いたします．
①参加券，予稿集，請求書ほか，各種申込みに関わる発送業務
②各種申込みに必要と思われる連絡
（２）業務委託について
当該発送業務を外部委託する場合があります．
（３）第三者への個人情報提供について
第三者へ無断で提供することはありません．

【お問合せ先】
〈春季大会 窓口〉
事務局連絡先：
		
公益社団法人自動車技術会 育成・イベントグループ
		
〒102 - 0076
		
東京都千代田区五番町10-2 五番町センタービル5F
		
Tel. 03-3262-8214 Fax. 03-3261-2204
		
E-mail: event@jsae.or.jp
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（４）個人情報の開示，訂正，廃棄に関して
申込書に記載されている情報の開示，訂正を希望する場合
には，下記事務局担当までご連絡下さい．なお，
これらの個人
情報は，必要な期間が経過しましたら，できるだけ速やかに
かつ安全に廃棄いたします．
公益社団法人自動車技術会 育成・イベントグループ
Tel. 03-3262-8214 Email: event@jsae.or.jp
（５）上記のほか，個人情報の取り扱いに関する方針については，
本会ウェブサイトでご確認下さい．
http://www.jsae.or.jp/tops/privacy.php

〈人とくるまのテクノロジー展2016 窓口〉
展示会事務局連絡先：
		
株式会社大成社
		
〒104-0041
		
東京都中央区新富1-15-3 新富ミハマビル
		
Tel: 03-5542-0811 Fax: 03-5542-2077
		
E-mail: jsae-expo@taiseisha.co.jp

5. 25
（Wed.）

学術講演会プログラム（ 96 セッション・473 講演）
● 本プログラムは 2016 年 2月12 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/ 2016haru/program.html）
● ＜OS＞は，
特定のテーマに絞って企画されたオーガナイズドセッションです．
● 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．ご来場前に，自動車技術会webサイト
「ファイナルプログラム」
（ 2016 年5 月中旬掲載予定）で必ずご確認下さい．
（http://www.jsae.or.jp/ 2016haru/program.html）

JSAE Annual Congress Spring, Technical Session Program
● This program is based on the data as of February 12, 2016.
● Please refer the abstract of the presentation from the timetable of the website.
[http://www.jsae.or.jp/2016haru/program.html]
● The presentations of the English notation are English presentations. [There is exception partly.]
● 〈OS〉is the organized session focused on the specific themes.
● Presentations may be canceled after this program.
Please check the final program which will be uploaded on the website in the middle of May.
[http://www.jsae.or.jp/ 2016haru/program_e.html]

5.25（Wed.）

金属ベルトの内部推力解析
土屋 慎治（トヨタ自動車）
森野 拓郎（トヨタ自動車）
長沢 裕二・服部 治博（豊田中央研究所）

301（3F）

コンパクトクラス車用新型ハイブリッドトランスミッションの
開発

【9:30〜12:10】
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谷口 真（トヨタ自動車）
八代 尭久・滝沢 敬次・馬場 伸一・
土田 充孝・水谷 竜彦・遠藤 弘淳・木村 弘道（トヨタ自動車）

無段変速機 CVT とハイブリッドパワートレーン
Continuous Variable and Hybrid Transmissions

<OS>

座長：佐藤

A New Pushbelt to Enhance CVT Technology

恭一（横浜国立大学大学院）

自動車の動力伝達系における無段変速機（CVT）
および
【OS企画趣旨】

ハイブリッドパワートレーンの技術発展にあわせ，CVTおよびハイブリッ
ドパワートレーンの技術者，研究者が一堂に会して基盤技術から最新の
実用技術を議論する場とする．

【 企 画 委員会】CVT・ハイブリッド部門委員会
佐藤恭一
（横浜国立大学大学院）
【オーガナイザー】
Vehicle with CVT Transmission Troubleshooting
-Mechatronic Testing and Modelling Synergies for
Performances OptimizationNobuyuki Sakushima（Siemens）
Umberto Badiali（Siemens Industry Software）
Kyogoku Hitoshi（Nissan Motor）
Takurou Kawasumi（ JATCO）
Tom Van Houcke（Siemens Industry Software）

新開発ワイドレンジCVT向けの新電子制御/油圧制御システム

野々村 明郎（ジヤトコ）
加藤 克雄・井出 篤幸・丸山 仁（ジヤトコ）

CVT用金属ベルトのリング挙動解析

樽谷 一郎（豊田中央研究所）
長沢 裕二（豊田中央研究所）
播磨 和典・土屋 慎治（トヨタ自動車）

Francis Van Der Sluis（Bosch Transmission Technology）

【13:10〜15:50】
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動力伝達系の最新技術
The New Technology for the Drivetrain Systems

<OS>

座長：小森

雅晴（京都大学大学院）

基礎解析や要素技術からユニット，システムに至る最新
【OS企画趣旨】

の駆動系技術を結集し，技術者間の技術情報共有・交換・交流の場と
する．

【 企 画 委員会】動力伝達系部門委員会，CVT・ハイブリッド部門委員
会

小森雅晴
（京都大学大学院）
，落合成行
（東海大学）
【オーガナイザー】

可変流量ベーンポンプの駆動動力に対するベーン背圧の影響
千本木 雄二（山田製作所）
佐藤 高裕（山田製作所）

気液混相流を考慮したCAEの活用によるトランスミッション
撹拌損失の低減

内田 忠臣（ジヤトコエンジニアリング）

Development of Control Algorithm for DCT of Dry Clutch

Youngmin Yoon（Hyundai Motor）
Baek Seungsam・Cho Sunghyun・Song Kyung・Kim Jungchul
（Hyundai Motor）
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5. 25
（Wed.）
New Automatic Transmission Synthesis Process Identifying Optimum Conventional and Hybrid Planetary
Automatic Transmission Architectures

自動運転支援のためのクラウドシステムの開発と実車走行に
よる検証
円満字 大輔（コンチネンタル・オートーモーティブ・ジャパン）
椿 浩司（コンチネンタル・オートモーティブ・ジャパン）

Karel Fortl（Ricardo）
Jonathan Wheals・Jonathan Hodgson・Ed Bower・
Rob Parkinson（Ricardo）

自動運転における権限移譲方法の基礎的検討
（第2報）
-運転以外の作業種類による比較-

市場データを利用した駆動ユニットのモデルベース開発

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（自動車工業会）

瀬野 堅司（日野自動車）
武田 克信（日野自動車）

トルクベクタリング装置を活かした高運動性能車の研究

実車実験再現性向上を目指したドライビングシミュレータに
関する研究

千葉 元晴（一関工業高等専門学校）
澤瀬 薫・藤原 康宣（一関工業高等専門学校）

李 金爍（東京大学大学院）
杉町 敏之・田尾 光規・李 曙光・須田 義大・平沢 隆之
（東京大学）
岩下 洋平（マツダ）

302（3F）

ドライビングシミュレータを用いたトラックの隊列走行に対す
る一般車両の受容性の評価
（第1報）

【9:30〜11:10】

3

杉町 敏之（東京大学）
橋本 怜・李 曙光・李 金爍・須田 義大（東京大学）

HMI のヒューマンファクタ
Human factors in HMI

<OS>

座長：平岡

敏洋（京都大学大学院）

コクピットのHMIを対象に，視覚・聴覚・触覚的な情報
【OS企画趣旨】
の認知や理解といったドライバ特性について議論する．

【 企 画 委員会】車両特性デザイン部門委員会，ドライバ評価手法検討

部門委員会，ヒューマンファクタ部門委員会，アクティブセイフティ部門
委員会

綱島 均（日本大学）
，石橋基範（日本大学）
，伊藤 誠
【オーガナイザー】
（筑波大学）
，毛利 宏
（東京農工大学）

303（3F）
【9:30〜12:10】

5

Cars that Think and Communicate －自動運
転を目指して〜車両・システム－

Cars that Think and Communicate －Toward Self-Driving
Car 〜Vehicle ＆ System－

<OS>

座長：矢代

英彦（カルソニックカンセイ）

合流における意思決定を間接的に支援する合流運転支援手法
和田 隆広（立命館大学）
植田 祥平・園田 耕平（立命館大学）

最小旋回半径の運転者への教示による後退駐車スキルの向
上効果

今 健人（豊橋技術科学大学）
小幡 快之介・福村 直博（豊橋技術科学大学）
大濱 吉紘・安田 浩志（豊田中央研究所）

車内で道路標識を表示することが運転行動に与える影響

中野 公彦（東京大学）
増井 太志・霜野 慧亮・鄭 仁成（東京大学）

【12:35〜14:40】

4

運転支援・自動運転のヒューマンファクタ
Human factors in driver support and automated driving

<OS>

座長：稲垣

裕巳（本田技術研究所）

運転支援や自動運転を対象に，支援の考え方，人間機
【OS企画趣旨】
械系の関係の在り方等について議論する．

【 企 画 委員会】車両特性デザイン部門委員会，ドライバ評価手法検討

部門委員会，ヒューマンファクタ部門委員会，アクティブセイフティ部門
委員会

綱島 均（日本大学）
，石橋基範（日本大学）
，伊藤 誠
【オーガナイザー】
（筑波大学）
，毛利 宏
（東京農工大学）

Optimal Design of Driver Steering Override Strategy for
Lane-Keeping Assistance System
Jiachen Chen（Tongji University）
Jianmin Dang・Hui Chen（Tongji University）
Takeshi Watanabe・Ryouhei Hayama・Liming Lou（JTEKT）
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【OS企画趣旨】安全・快適で信頼できる自動運転実現に必要となる，
車が自ら考え，コミュニケーションし，ドライバと周囲の人々と協調する
技術を広く議論する．

【 企 画 委員会】エレクトロニクス部門委員会
小菅 一 弘（ 東 北 大 学）
，川合 誠（Honda Research
【オーガナイザー】

Institute）
，冨樫 実（日産自動車）
，中村哲也（DENSO）
，矢代英彦（カ
ルソニックカンセイ）

自動運転から手動運転への操作主権移動時に必要なHMI
伊東 敏夫（芝浦工業大学）
髙田 新・阿部 晃大（芝浦工業大学）

Addressing Driver Performance in Highly Automated
Vehicles

Robert Gee（Continental）

自動運転におけるシステム冗長性検討

豊田 啓治（コンチネンタル・オートモーティブ）
椿 浩司（コンチネンタル・オートモーティブ）
Alfred Eckert・James Remfrey（コンチネンタル）

モデル予測制御によるモーションプランニングのための計算
量と正確性を両立した車両運動モデル

大林 真人（デンソーアイティーラボラトリ）
宇土 敬祐・高野 岳（デンソーアイティーラボラトリ）

重度糖尿病患者が運転できる車の開発
-グルコースに基づく意識喪失の判定-

大野 和則（東北大学）
駱 易（東北大学大学院）
山邉 茂之・鈴木 高宏（東北大学）
後藤 昌史・田所 諭（東北大学大学院）
長谷川 史彦（東北大学）

ステレオカメラによる外界センシング技術の開発

志磨 健（日立製作所）

5. 25
（Wed.）
【13:10〜15:50】

6

自動運転技術のためのビッグデータ活用による情報抽出・検
索処理機構〜サイバーフィジカル〜
有本 和民（テクノアクセルネットワークス）

Cars that Think and Communicate －自動運
転を目指して〜ドライバ状態理解－

Introducing a Highly Efficient Telematics Platform
Application Framework

Cars that Think and Communicate －Toward Self-Driving
Car 〜Recognition of Driver's Condition－

<OS>

座長：冨樫

Andrew Kirby（Continental Automotive）

音声放送に発生する雑音の定量化検討

芹澤 幸宏（本田技術研究所）

実（日産自動車）

車両用ヘッドアップディスプレイの視認性と製品動向

畑中 やよい（デンソー）
金森 直人（デンソー）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション5に同じ

オープンソース・オペレーティングシステムの最適活用戦略
-車載情報機器の 高信頼性、可用性、保守性の実現-

ドライバーモニタカメラの活用

宗像 尚郎（ルネサスエレクトロニクス）
松谷 清志（三菱電機）
平野 敬（三菱電機）

304（3F）

Interior Camera for Autonomous Driving

Dirk Zittlau（Continental Automotive）

脳活動計測を用いた高速道路標識がドライバに与える影響に
関する研究

李 曙光（東京大学）
杉町 敏之・田淵 義彦・中野 公彦・須田 義大（東京大学）
高橋 秀喜・折野 好倫・山本 浩司（中日本高速道路）
吉野 加容子・岡 徳之・加藤 俊徳（脳の学校）

ディストラクションを受けているときのドライバのリスクマネ
ジメントに関する研究

萩原 亨（北海道大学大学院工学研究院）
清水 一喜（北海道大学大学院）
岩佐 達也・橋本 敏宏（本田技術研究所）

身体情報に着目したDMT(Driver Monitoring Tool)の試作

沢田石 真史（秋田県立大学）
佐藤 和人（秋田県立大学）
伊藤 桃代（徳島大学）
間所 洋和（秋田県立大学）
門脇 さくら（Smart Design）

リカレントSOMを用いた運転シーンの分類

海野 翔平（秋田県立大学）
佐藤 和人（秋田県立大学）
伊藤 桃代（徳島大学）
間所 洋和（秋田県立大学）
門脇 さくら（Smart Design）

【16:10〜18:50】

7

Cars that Think and Communicate -Multimedia
Technologies in the Era of Automated Driving座長：岡野

8

最新の振動騒音技術 I
The Latest Noise and Vibration Technologies

<OS>

座長：竹谷

昌之（三菱自動車工業）

静粛性と環境問題の両立や開発プロセス改革に役立つ
【OS企画趣旨】
最新のNVHの解析･評価･CAE技術について議論する．

【 企 画 委員会】振動騒音部門委員会
倉八 毅
（トヨタ自動車）
，榎本俊夫
（日産自動車）
【オーガナイザー】
FEMを用いた空気伝播音予測技術の開発
島村 悟（トヨタ自動車）
下島 隆・小林 憲正・山岡 裕生（トヨタ自動車）

プレス成形影響のNVH解析用有限要素モデルへの適用

久保川 明輝（本田技術研究所）
鍵山 恭彦（本田技術研究所）

大規模CAEモデルを用いた車体NVH特性のロバスト化に関
する研究

斉藤 浩司（本田技術研究所）
相澤 伸夫（本田技術研究所）
柴田 一朗（アルテアエンジニアリング）
古屋 耕平（岐阜大学）

車体NVH特性のロバスト化に関する統計手法の研究

Cars that Think and Communicate －自動運
転の時代における マルチメディア技術－

<OS>

【9:30〜11:35】

英紀（マツダ）

柴田 一朗（アルテアエンジニアリング）

車体制振ダンパーによる減衰特性のモデル化

中村 弘毅（神奈川大学）
加茂 利明・大澤 秀樹（ヤマハ発動機）
福島 将太・小嶋 英一（神奈川大学）
坂之上 浩（ヤマハ発動機）
山崎 徹（神奈川大学）

【OS企画趣旨】自動運転の時代を見据え，IoT，ドライバー・環境認識
などのマルチメディア関連技術・価値を検討する．

【 企 画 委員会】マルチメディア部門委員会
海野正英（いすゞ自動車）
，岡野英紀（マツダ）
，堀田孝
【オーガナイザー】
一
（ルネサス エレクトロニクス）

Approaches against Vehicle Cyber-Risks in the US
-Cyber-Vulnerabilities of Carry-In Devices, GNSS, and
Vehicle-to-Vehicle CommunicationHirofumi Onishi（Alpine Electronics Research of America）
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5. 25
（Wed.）
【12:35〜15:15】

9

波面合成法に基づく音像定位による情報認知支援
佐藤 歩（中央大学大学院）
有光 哲彦・戸井 武司（中央大学）

最新の振動騒音技術 II
The Latest Noise and Vibration Technologies

<OS>

座長：依頼中

特異スぺクトル解析および高次スぺクトル解析を応用した音
質評価に関する検討

松本 宏行（ものつくり大学）
大石 久己・山川 新二（工学院大学）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション8に同じ

311+312（3F）

空力騒音の起振源と応答系の評価法 第二報
福島 忠孝（日産自動車）
高木 均・榎本 俊夫・澤田 裕之・金田 知幸（日産自動車）

ステータコアの軸方向モード形状に着目したモータ電磁振動
音低減手法の検討

根本 佳奈子（日立製作所）
江夏 秀俊（日立製作所）
齋藤 泰行（日立オートモティブシステムズ）

FEM液封エンジンマウント振動予測技術の開発

大西 有紀子（トヨタ自動車）
荒川 政司・山岡 裕生（トヨタ自動車）

振動エネルギ伝搬解析を用いたシェル構造物の低振動設計

三山 壮（神奈川大学）
山崎 徹・中村 弘毅・宮崎 敦子（神奈川大学）

コンポーネントモードの共振周波数変更による振動低減手法
の提案

望月 隆史（エステック）
鈴木 寛之（エステック）

Study on the Low Frequency Airborne Noise from
Exhaust Tailpipe into the Vehicle Interior

Petrus J. G. Van Der Linden（Siemens Industry Software）
Frank Daenen（Siemens Industry Software）
Masashi Komada・Hideto Ogawa・Michael Urban Frank
（Toyota Motor）

【9:30〜10:45】

11 自動車用エネルギーの最新技術動向
The Latest Technology Trends in Automotive Energy
<OS>

座長：前田

義男（本田技術研究所）

【OS企画趣旨】地球温暖化防止及びエネルギー資源枯渇に対応する燃
料多様化等，自動車用エネルギーに関する基礎的研究や技術開発に関
する講演を期待する．

【 企 画 委員会】エネルギー部門委員会
古関恵一（東燃ゼネラル石油）
，前田義男（本田技術研
【オーガナイザー】
究所）
，吉松昭夫
（トヨタ自動車）

燃費規制に係る最新動向
升井 峻（国土交通省）
鈴木 央一（交通安全環境研究所）

超小型モビリティの導入に向けた取組と課題

清水 陽介（国土交通省）

車載に向けた軽量型太陽電池モジュール

工藤 由貴（トヨタ自動車）

【12:35〜13:50】

12 ガス燃料エンジン

【15:35〜17:40】

Gaseous-Fuel Engine

10 音質評価技術

<OS>

座長：後藤

雄一（交通安全環境研究所）

Technology for Sound Quality
<OS>

座長：関根

道昭（交通安全環境研究所）

【OS企画趣旨】天然ガス，水素，LPG，DME，バイオガスなどガス燃
料をエンジンに利用したときの性能，実用性について討論する．

【OS企画趣旨】最新の音質評価技術，生体計測に基づく音質評価や製
品の音質設計の成果を集め，将来の方向性を検討する．

【 企 画 委員会】音質評価技術部門委員会／振動騒音部門委員会
関根道昭（交通安全環境研究所）
，湯川知弘（トヨタ自
【オーガナイザー】
動車）
，倉八 毅
（トヨタ自動車）
，榎本俊夫
（日産自動車）

Sound Quality Evaluation and Classification of BSR
Noise
Jong Ho Lee（Hyundai Motor）
Sinyeob Lee・Yunsang Kwak・Junhong Park
（Hanyang University）

新型軽スポーツカーにおける過給圧リリーフ音のサウンド開発

吉岡 洸一（本田技術研究所）
鳥居 建史・木下 将一・横田 亮（本田技術研究所）

視聴覚情報の変化による加速区間毎の加速感の印象評価

加茂川 隆至（中央大学大学院）
有光 哲彦（中央大学）
木澤 千城・郡司 通晴（日産自動車）
戸井 武司（中央大学）
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【 企 画 委員会】ガス燃料エンジン部門委員会
草鹿 仁（早稲田大学）
，吉野多賀志（いすゞ自動車）
，
【オーガナイザー】
谷口 聡
（トヨタ自動車）
，桜井輝浩
（日本ガス協会）

Research on Small Conventional Bio-Methane Gas
Engine Generator with Auxiliary Devices
Yijun Dong（Meijo University）
岡村 浩一（中菱エンジニアリング）
高畑 健二・楊 剣鳴（名城大学）

過給器付き小型ガスエンジンにおける水素ガス混合燃料によ
る燃焼特性への影響

米田 知史（同志社大学大学院）
渡邊 勇太・萩原 良一・中園 徹（ヤンマー）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）

天然ガス制御自着火エンジンにおける燃焼騒音の研究
-ストロークボア比の影響-

直江 学（本田技術研究所）

5. 25
（Wed.）

313+314（3F）

315（3F）

【9:30〜10:20】

【9:30〜12:10】

13 デザイン（スタイリング）と技術の接点
Contact of Design and Technology
<OS>

座長：興膳

生二郎（中京大学）

15 最新の xEV 技術 - xEV 制御システムと充電イ
ンフラ I xEV Systems I - Control and Charger Systems <OS>

【OS企画趣旨】デザイン（スタイリング）と技術の接点に関する研究成
果を集め，将来の方向性を検討する．
【 企 画 委員会】デザイン部門委員会
関本隆次（三菱自動車工業）
，木村 徹（川崎重工業Ｍ
【オーガナイザー】
Ｃ＆Ｅカンパニー）
，中尾 博
（いすゞ自動車）
自動車デザインにおけるデジタルレンダリングの描画手法に
関する研究
平田 将基（千葉大学）

自動車サイドボディにおける装飾パーツの分類と体系化

小泉 岳大（千葉大学）

【12:35〜15:50】

14 最新の xEV 技術 II - ハイブリッドユニットおよ
びシステム I
xEV Systems II - Hybrid Vehicle Units and Systems I
<OS>

座長：佐藤

恭一（横浜国立大学大学院）

本セッションではハイブリッド車，プラグインハイブリッ
【OS企画趣旨】

ド車および燃料電池ハイブリッド車（燃料電池システムおよびその補機
類を除く）の動力に係る電機，駆動ユニット，動力伝達機構に関する講

演発表を招き，最新技術に関して議論を行う場を提供する．
【 企 画 委員会】CVT・ハイブリッド部門委員会，電気動力技術部門委
員会
落合成行（東海大学）
，藤本博志（東京大学）
，中澤智一
【オーガナイザー】
（シェフラージャパン）
，新国哲也
（交通安全環境研究所）

Thermal Recovery of Internal Combustion Engine using
Modified Turbocharger to Produce Electricity
Tosapol Kitkosol（KMITL）

コントロール性が良好なフィーリングを実現した電子制御ブ
レーキの開発

九鬼 陽介（アドヴィックス）
石村 淳次（アドヴィックス）

座長：藤本

博志（東京大学）

本セッションでは，電動車（電気自動車，ハイブリッド
【OS企画趣旨】

車，プラグインハイブリッド車および燃料電池車（燃料電池システムおよ
びその補機類を除く）
動力に係る制御システム，補機類の高効率化に係
る制御システムおよび充電システム・インフラに関する講演発表を招き，
最新技術の情報共有と議論を行う場を提供する．

【 企 画 委員会】電気動力技術部門委員会
藤本博志
（東京大学）
，新国哲也
（交通安全環境研究所）
【オーガナイザー】
電気自動車用25kW走行中非接触給電システムの開発
田中 薫（高速道路総合研究所）
松森 弘之（アイシン精機）
石間 勉（島田理化工業）
保田 富夫（テクノバ）
金子 裕良（埼玉大学）
古関 隆章（東京大学）

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

藤田 稔之（テクノバ）
保田 富夫・岸 洋之（テクノバ）
金子 裕良（埼玉大学）

走行中非接触給電システム送電コイルの道路敷設技術開発

神谷 恵三（高速道路総合研究所）
伊東 裕二・風戸 崇之（高速道路総合研究所）
保田 富夫・岸 洋之・藤田 稔之（テクノバ）

25kW走行中非接触給電システム用高周波電源の開発

田内 良男（島田理化工業）
石間 勉・高木 聖二（島田理化工業）
保田 富夫・岸 洋之・藤田 稔之（テクノバ）

非接触給電用異物検知システム（第3報）

藤田 幸一（テクノバ）
保田 富夫・藤田 稔之（テクノバ）

ＷＨ型ソレノイドコイル－サーキュラコイル構成WPTとサーキュ
ラコイル－サーキュラコイル構成WPTの比較検討

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

小型乗用車用ハイブリッド4WDの開発

長谷川 弘一（トヨタ自動車）
道下 雅也・清水 聡之・前田 義紀・生島 嘉大（トヨタ自動車）

The Delivery of Magnetic Powersplit Technology into
Vehicle Powertrain Applications

David Thomas Black（Magnomatics）
Stuart David Calverley・Jeffrey George Birchall（Magnomatics）

HVインバータ冷却用電動ウォータポンプの開発

鏑木 靖之（アイシン精機）

コンバージョンEVバスの実用化研究(第二報)

北村 駿（熊本大学）
松田 俊郎・福島 賢人・寺村 浩徳（熊本大学）
中野 克哉（イズミ車体製作所）
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5. 25
（Wed.）
【13:10〜14:50】

16 車載用パワーエレクトロニクスコンポーネント
新技術
Advanced Power Electronics Component Technologies for
Future Vehicles
<OS>

座長：今井

裕道（本田技術研究所）

【OS企画趣旨】最新の車載用パワーエレクトロニクスのデバイス，モジュー

Comparative Analysis of Model Predictive Control
(MPC) and Conventional Control for HEV Supervisory
Controller
Lakshman Hazra（KPIT Technologies）
Chethan Gururaja・Somnath Sengupta（KPIT Technologies）

Fuel Efficiency Improvement using Current-Map
Optimization of Traction Motor for Eco-Friendly Vehicles

Jiwan Cha（Hyundai Motor）
Jaesang Lim・Youngun Kim・Seongmin Kim・Gubae Kang・
Seongyeop Lim（Hyundai Motor）

ル，インバータ，コンバータ，モーター，電池等のコンポーネントの研

414+415（4F）

究成果を集め，将来の電動化の進化の方向性を検討する．

【 企 画 委員会】車載用パワーエレクトロニクス技術部門委員会
谷田篤志
（トヨタ自動車）
【オーガナイザー】
HEV用電池の再利用に向けた評価とリビルトへの活用
伊藤 慎一郎（プライムアース EV エナジー）
西 弘貴・木庭 大輔・八尾 剛史（プライムアース EV エナジー）
市川 公一・永田 修一・高橋 泰博（トヨタ自動車）
向山 大吉・奈良 洋希・門間 聰之・逢坂 哲彌（早稲田大学）

人工知能融合超高速化量子分子動力学法によるマルチスケー
ル蓄電池シミュレーション

畠山 望（東北大学）
三浦 隆治・鈴木 愛・宮本 直人・張山 昌論・宮本 明
（東北大学）
幸 琢寛・小山 章・江田 信夫・長井 龍・太田 璋
（リチウムイオン電池材料評価研究センター）

多因子劣化モデルによる走行時のLIB出力の予測シミュレー
ション

【9:30〜12:10】

18 金属材料 I
Metal Material I
座長：依頼中
ハット部材の内部補強材が動的3点曲げ強度に及ぼす影響
古賀 敦雄（新日鐵住金）
中澤 嘉明（新日鐵住金）

固相スポット溶接における接合強度に関する研究

広瀬 祐太（茨城大学大学院）
永井 洋輔・新田 清光・西野 創一郎（茨城大学大学院）
大屋 邦雄（大屋技術伝承塾）
渡辺 一史（太洋工業）

金属材料での引張り／圧縮試験おける繰返し負荷反転の影響

今野 将彦（茨城大学大学院）
西野 創一郎・大屋 邦雄（茨城大学大学院）
石村 哲朗（日立製作所）

高岸 洋一（コベルコ科研）
山上 達也（コベルコ科研）

HVインバータ用IPMにおけるSn-Cu系はんだ合金の高温変
形機構に関する研究

高野 雅幸（トヨタ自動車）
長谷 康平・黒田 圭児（トヨタ自動車）
中島 英治・田中 嵩人（九州大学）

【15:10〜16:50】

17 最新の xEV 技術 - xEV 制御システムと充電イ
ンフラ II -

自動車用鋼板の摩擦・摩耗特性と損傷プロセスに関する研究

西野 創一郎（茨城大学大学院）
北島 大己（茨城大学大学院）

高エネルギー吸収フレームの研究

河村 力（マツダ）
本田 正徳・児玉 悠貴・元木 正紀・
片岡 愉樹・亀井 丈広・若林 充・寺田 栄（マツダ）

細径ワイヤーハーネス用銅合金線の開発

中本 斉（三菱マテリアル）
石田 徳和（三菱マテリアル）
服部 芳明（小名浜製錬）
大石 恵一郎（三菱伸銅）
芦田 哲哉（菱星尼崎電線）

xEV Systems I - Control and Charger Systems <OS>

座長：真島  隆司（IHI）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション15と同じ

【13:10〜15:50】

19 金属材料 II

道路形状を考慮したEVの航続距離延長のための自動運転
藤本 博志（東京大学）
吉田 英樹・池澤 佑太（東京大学）
川野 大輔・後藤 雄一（交通安全環境研究所）
槌本 みさき・佐藤 宏治（小野測器）

電気自動車の回生ブレーキ制御に関する研究
-回生ブレーキの制動力の限界推定に関する検討-

小川 史恵（東京農工大学大学院）
井野邉 修一・和田 正義（東京農工大学大学院）

Metal Material II
座長：松井

靖浩（交通安全環境研究所）

High Strength Hollow Shaft for Electric Vehicle Motors
with Ultra-Fine-Grained Steel
Hyemin Jo（Hyundai Motor）
Bonglae Jo・Hyuk Kim・Chang Ku Lee（Hyundai Motor）

Development of High Pressure Die Casting Process for
Chain Cover with High Strength - Low Density New Al
Alloy

Cheolung Lee（Hyundai Motor）
Heesam Kang・Jiyong Lee・Taeho Jeong・Kwangmin Yoon
（Hyundai Motor）

22

5. 25
（Wed.）
Development of Anodizing Treatment Method for Casting
Aluminum Alloys
Yelim Kim（Hyundai Motor）
Ye Lim Kim・Hyung Sop Yoon・Tae Seong Lim・Jin Sub Choi・
Jong Myung Kim（Hyundai Motor）

アルミニウム鋳物の硫酸腐食に対する合金成分の影響

佐々木 豊（日野自動車）
香取 法章・平林 幹男（日野自動車）

コーティング皮膜処理されたプレス金型鋼材の皮膜損傷に及
ぼす母材軟化の影響

仲秋 俊太郎（茨城大学大学院）
村田 和輝・西野 創一郎（茨城大学大学院）
大屋 邦雄（大屋技術伝承塾）
砂原 亮介（トーカロ）
野村 博郎（松山技研）
幸田 稔（山野井精機）

二輪車向け黒色ボルト用表面処理の開発

平山 博史（本田技術研究所）
吉田 裕之（本田技術研究所）

20 材料加工技術の現状と課題
Present and Future Prospects of technology for Material
Processing
座長：鈴木

【9:30〜11:35】

21 最新の熱流体技術が導く車の革新 - 最新の流
体技術 III Latest Thermal Fluid Technologies leading to Vehicle
Innovation -Latest Technologies in Fluid Mechanics
<OS>

座長：依頼中

【OS企画趣旨】くるまの進化を支える空力・空力騒音に関する最新の実
験やCFD技術の研究事例を紹介する．

【 企 画 委員会】流体技術部門委員会／ CFD技術部門委員会／伝熱技
術部門委員会／車室内環境技術部門委員会

金子宗嗣
（本田技術研究所）
，藤原慎太郎
（日野自動車）
，
【オーガナイザー】
飯田明由
（豊橋技術科学大学）
，濱本直樹
（三菱自動車）

異なる巡航速度の自動車燃費

【16:10〜17:50】

<OS>

416+417（4F）

徹也（茨城大学）

井手 靖雄（元久留米工大）
東 大輔・山口 卓也（久留米工大）

定常横風条件において空気抵抗の時間変動に影響する流れ
構造

清水 圭吾（マツダ）
農沢 隆秀・岡田 義浩・平岡 武宜・中村 優祐（マツダ）

低速度域における空気抵抗係数増加の抑制による実用電費
向上検討

廣瀬 健一（日産自動車）
田中 真悟・中川 莉奈・川俣 英之・鈴木 秀司・大島 宗彦
（日産自動車）

【OS企画趣旨】材料加工技術に関する現状の把握と今後の課題につい
ての議論を行い，将来の方向性に活かす．

【 企 画 委員会】材料部門委員会
鈴木徹也
（茨城大学）
，坂手宣夫
（マツダ）
，藤田 雅
（本
【オーガナイザー】

4人乗りソーラーカーの基本設計と空力検討

田中 克太郎（大阪工業大学）
中川 邦夫（大阪工業大学）

田技術研究所）

難加工材の3次元成形加工技術の開発
幸田 稔（山野井精機）
行武 栄太郎（茨城県工業技術センター）
本橋 嘉信（茨城大学）
西野 創一郎（茨城大学大学院）

GA鋼板のスポット溶接における打点寿命とチップ形状の関係

畑中 大祐（サンデンホールディングス）
古瀬 典弘（サンデン・リテールシステム）
西野 創一郎（茨城大学大学院）

【12:35〜15:15】

22 最新の熱流体技術が導く車の革新 - 最新の流
体技術 IV Latest Thermal Fluid Technologies leading to Vehicle
Innovation -Latest Technologies in Fluid Mechanics
<OS>

座長：濱本

直樹（三菱自動車工業）

改良オースフォームの太径締結部品への適用

江幡 卓典（東北ネヂ製造）
渡邉 佑亮（東北ネヂ製造）
工藤 弘行（福島県ハイテクプラザ）

析出硬化系ステンレス鋼の冷間鍛造に関する基礎研究

五十嵐 信弥（大貫工業所）
和田 正勝・大貫 啓人（大貫工業所）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション21と同じ

Investigation of the Unsteady External and Underhood
Air Flow of the Drivaer Model by Dynamic Mode
Decomposition Methods
Daiki Matsumoto（Technische Universitaet Muenchen）
Lukas Haag・Thomas Indinger
（Technische Universitaet Muenchen）

自動車周りに発生する縦渦による誘導抵抗の予測

外館 直樹（スズキ）
坪倉 誠（神戸大学大学院）
橋爪 祥光（スズキ）

Experimental Investigation on the Aerodynamics of
Isolated Rotating Wheels and Evaluation of Wheel
Rotation Models using Unsteady CFD

Lukas Haag（Technische Universitaet Muenchen）
Thomas Indinger（Technische Universitaet Muenchen）
Thomas Blacha（AUDI）
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5. 25
（Wed.）
CFDと実験によるレーシングカー用多翼素翼の性能検証と高
精度設計の研究
前田 峻宏（東海大学）
高橋 俊・板倉 祐一・木瀬 裕貴（東海大学）

アーメッドボディの遷移現象発生メカニズムに関する研究
-遷移現象とアスペクト比および傾斜角度の関係-

河西 聖（東京都市大学）
小林 裕児（東京都市大学）
加藤 大地（スズキ）
郡 逸平（東京都市大学）
橋爪 祥光（スズキ）
那須 敬義（東京都市大学）

移動地面条件下におけるタイヤ形状が空力性能に及ぼす影響

川村 哲裕（本田技術研究所）
倉谷 尚志・安保 慧（本田技術研究所）
大沢 靖雄・小早川 彰（ブリヂストン）
竹内 奏（北海道大学）
坪倉 誠（神戸大学）

【15:35〜16:50】

23 最新の熱流体技術が導く車の革新 - 最新の車
室内空調技術 Latest Thermal Fluid Technologies leading to Vehicle
Innovation - Latest Interior Climate Control Technologies
<OS>

座長：野山

【9:30〜11:35】

24 バイオメカニクス
Biomechanics
<OS>

座長：北川

裕一（トヨタ自動車）

【OS企画趣旨】事故データや人体モデルなどを活用して，自動車の衝
突事故における人体の傷害メカニズムの解明に向けた研究成果について
発表・討議する場とする．

【 企 画 委員会】インパクトバイオメカニクス部門委員会
北川裕一（トヨタ自動車）
，村上大介（日産自動車）
，高
【オーガナイザー】
橋裕公
（本田技術研究所）
，槇 徹雄
（東京都市大学）

The Effect of Changing Set up Variables on WorldSID
IR-TRACC Force and Resultant Displacement
Registered Values
Alba Fornells Vernet（IDIADA Automotive Technology）
Alba Fornells・Maria De Odriozola・Carles Riera
（IDIADA Automotive Technology）

Reference Analytic Morphomics Population (RAMP)
-A New Tool for Determining Occupant Variability in
Crash Injury Analysis-

Stewart Wang（University of Michigan）

英人

（三菱重工オートモーティブサーマルシステムズ）
【OS企画趣旨】低燃費化や快適性向上など，車の進化を支える空調技
術の研究事例について討議する．

【 企 画 委員会】車室内環境技術部門委員会
尾関義一（旭硝子）
，野山英人
（三菱重工オートモーティ
【オーガナイザー】
ブサーマルシステムズ）

着衣サーマルマネキンの伝熱特性予測手法に関する研究[第
4報]
-着衣外部の皺モデルと着衣内部の伝熱特性予測モデルの連
成川中子 貴紀（東京都市大学）
永野 秀明・郡 逸平（東京都市大学）
松永 和彦・中村 要司（いすゞ自動車）
堀江 衡（東京都市大学）

人体局所加熱の影響を考慮するための分散二層モデルの改
良[第1報]

小畑 壮吾（東京都市大学）
永野 秀明・郡 逸平（東京都市大学）

室内温熱環境形成寄与率CRIを用いた車室内伝熱の分析
-総風量と吹出角度によるCRIの感度解析-

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）
土橋 利希（東京都市大学）
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418（4F）

Head Kinematics and Injury Potential for Children in
Child Restraints in Oblique Far-Side Impacts

Kristy B. Arbogast（Children's Hospital of Philadelphia）
Hans Hauschild（Medical College of Wisconsin）
Jinyong Kim（Children's Hospital of Philadelphia）
John Humm（Medical College of Wisconsin）
Matthew R. Maltese（Children's Hospital of Philadelphia）
Frank Pintar・Narayan Yoganandan・Bruce Kauffman
（Medical College of Wisconsin）

Low-Acceleration, Time-Extended Events (LATEs):
Update on a Study of Human Volunteer and PMHS
Responses

Richard Kent（University of Virginia）
Kristy Arbogast・Thomas Seacrist・Christine Holt
（Children's Hospital of Philadelphia）
Jason Kerrigan（University of Virginia）

Effectiveness of Force Limiting Belt for Female Elderly
Occupants

Jeff R. Crandall（UVA）
Joseph Ash・Gregory Shaw（UVA）

5. 25
（Wed.）
【12:35〜14:40】

MPDB評価方法に関する考察
吉田 弘毅（トヨタ自動車）
河本 吉弘・新国 浩（トヨタ自動車）

25 衝突安全 1

モーフォロジーを用いた高齢者前突乗員の肋骨骨折に関する
研究

Crash Safety 1
<OS>

座長：依頼中

江島 晋（ミシガン大学）
Sven Alan Holcombe・Peng Zhang・Brian Derstine・
Carla Jeanne Kohoyda-Inglis・Wang Stewart
（University of Michigan）

【OS企画趣旨】ダミーを用いた傷害評価ならびに試験評価法に関する

研究成果について発表，討議する場とする．また，傷害予測に係わる技
術や開発に関わる研究成果について，発表・討議の場とする．

501（5F）

【 企 画 委員会】インパクトバイオメカニクス部門委員会／トラフィックセ

イフティ部門委員
北川裕一（トヨタ自動車）
，村上大介（日産自動車）
，高
【オーガナイザー】
橋裕公
（本田技術研究所）
，槇 徹雄
（東京都市大学）

自動車事故時の脳傷害のメカニズムに関する考察
菊地 貴弘（日産自動車）
外川 篤史・村上 大介・達 薫・Chinmoy Pal・岡部 友三朗
（日産自動車）

頭部回転加速度波形が脳内ひずみに及ぼす影響の調査

渥美 範俊（豊田中央研究所）
中平 祐子・岩本 正実（豊田中央研究所）
平林 智子（名古屋大学）
田中 英一（名古屋大学（現・東海職業能力開発大学校）
）

衝突形態別解析に基づく脳深部損傷機序とその評価指標の
検討

原澤 雄貴（東京工業大学）
宮崎 祐介（東京工業大学）
上野 正樹・杉本 繁・朝日 龍介（マツダ）

歩行者頭部保護試験を用いた頭部傷害指標としてのHICと
BrICの比較

岩渕 拓哉（東京都市大学大学院）
曲谷 純一（東京都市大学大学院）
櫻井 俊彰・槇 徹雄（東京都市大学）

ダミーの頭部加速度と角速度による頭部軌跡の計算方法

水野 幸治（名古屋大学）
陳 一唯・内田 祐一・伊藤 大輔（名古屋大学）
吉田 良一（タカタ）

Vehicle Dynamics and Control
<OS>

座長：深尾

隆則（立命館大学）

【OS企画趣旨】車両運動性能に関する理論的な内容から実践的な開発
まで幅広く対象とするOSとして企画しました．運動性能に関する理論的
な考察や新しい着眼点，制御方法の導入や改良による性能向上への提
案，解析技術や計測装置を適用した性能改善への指針，車体・シャシー
部品やシステムの改善，開発など様々な話題を対象としています．本セッ
ションにより，ご参加頂く方々の車両運動の知識や知見を深まるととも
に，将来の方向などを活発に議論する場として活用できるよう広範囲で
議論ができる場としての活用を期待しています．

【 企 画 委員会】車両運動性能部門委員会
竹原 伸（近畿大学）
，根津 隆（日立オートモティブシ
【オーガナイザー】
ステムズ）
，深尾隆則
（立命館大学）

4輪加振機によるサスペンション諸元・ボデー剛性感 車両適
合手法の開発
増田 誠（トヨタテクノクラフト）
斉藤 亨一・内田 康明・後藤 正臣（トヨタテクノクラフト）
伊東 直昭（トヨタ自動車）

Ｊターン旋回でコース幅を順守するドライバーモデルの提案
と操舵特性評価

ADAS開発に伴う自動操舵系における安定性解析〜ステアリ
ング制御でのシミュレーション活用事例〜

26 衝突安全 2
Crash Safety 2
座長：村上

27 自動車の運動と制御 I

大下 宰一郎（神奈川工科大学）
山門 誠・安部 正人（神奈川工科大学）

【15:00〜17:05】

<OS>

【9:30〜12:10】

大介（日産自動車）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション25と同じ

成人・高齢者人体FEモデルを用いた肋骨骨折位置における
骨材料特性と体型の関係の検討
本澤

森 史江（ホンダテクノフォート）
養樹・岡元 雅義（本田技術研究所）
鈴木 孝之（ホンダテクノフォート）

人体有限要素モデルによる側面衝突時の肋骨骨折の定量評
価に関する検討

本澤 養樹（本田技術研究所）
岡元 雅義（本田技術研究所）
森 史江（ホンダテクノフォート）

白石 英一（富士重工業）
川越 邦亮（富士重工業）

Real-Time Simulation of Mechatronic Models through the
Functional Mock-Up Interface (FMI) 2.0

Yosuke Ogata（Siemens）
Bruno Loyer（Siemens Industry Software）

モデル予測制御を用いた自動走行の実験的検証
-小型ＥＶによる基礎制御性能評価-

古賀 あやめ（名古屋大学）
奥田 裕之・田崎 勇一・鈴木 達也（名古屋大学）
原口 健太郎・康 子博（トヨタテクニカルディベロップメント）

ドライバモデルに基づく車両応答を考慮した小型電気自動車
のモデル予測スライディングモード制御

小田 貴嗣（東京都市大学）
野中 謙一郎・関口 和真（東京都市大学）

交通弱者の死傷者低減に向けたSUV対策方針検討

小寺 力（トヨタ自動車）
小山内 昭博（トヨタ自動車）

25

5. 25
（Wed.）
【13:10〜15:50】

量子論からの積み上げによる触媒劣化マルチスケール解析
佐藤 亮（東北大学）
石澤 由紀江・小室 怜・佐藤 愛美・大串 巧太郎・
Patrick Alain Bonnaud・三浦 隆治・鈴木 愛・
宮本 直人・畠山 望・宮本 明（東北大学）

28 自動車の運動と制御 II
Vehicle Dynamics and Control
<OS>

座長：山門

誠（神奈川工科大学）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション27と同じ

振動操作関数を用いた離散サンプル値制御によるアクティブ
サスペンションの提案
-路面凹凸のプレビュー制御を基本として-

量子論からの積上げによる自動車用触媒吸着シミュレーショ
ン

石澤 由紀江（東北大学）
小原 幸子・稲葉 賢二・佐藤 絵美・Patrick Alain Bonnaud・
三浦 隆治・鈴木 愛・宮本 直人・畠山 望・
張山 昌論・宮本 明（東北大学）

超高速化量子分子動力学法によるススの触媒浄化反応

稲葉 賢二（東北大学）
栗原 朋花・佐藤 愛美・小室 怜・Patrick Alain Bonnaud・
三浦 隆治・鈴木 愛・宮本 直人・畠山 望・
張山 昌論・宮本 明（東北大学）

小竹 茂夫（三重大学大学院）
川北 雄一朗（三重大学大学院）

上下加速度センサレス動的車体姿勢制御システムの実用化

菊池 宏信（日産自動車）
平山 勝彦・中島 秀和（日産自動車）

モデルマッチングと最適オブザーバの組合せによるロバスト
操舵制御則の研究

髙畑 健二（名城大学）
高浜 盛雄（元・名古屋大学）
岡村 浩一・太田 利夫（中菱エンジニアリング）

インホイールモータを用いたばね下逆スカイフックダンパー制
御による乗り心地制御

勝山 悦生（トヨタ自動車）
大前 彩奈（トヨタ自動車）

小型4輪インホイールモータ車両に対する後輪操舵角制御と
駆動/制動トルク制御を統合した車両運動制御システム設計

Sunkil Yun（慶應義塾大学大学院）
西村 秀和（慶應義塾大学大学院）

カント路直進走行における保舵力低減ステアリングの開発

飯島 健（本田技術研究所）
田村 憲史・伴野 佳史・遠藤 祐輝（本田技術研究所）

502（5F）
【9:30〜11:10】

29 排気触媒システム（触媒反応解析）
Exhaust Emission Catalyst Systems (Catalytic Reaction
Analysis)
<OS>

座長：小倉

賢（東京大学）

【OS企画趣旨】自動車技術において，燃費の向上とエミッション低減

は永続的なテーマである．その中で排気触媒システムの役割は大きく，
エンジン技術，触媒技術の協調・融合が期待されている．ここでは，ガ
ソリン，ディーゼルの触媒およびそのシステムについて，その課題，知見，
研究開発成果を広く論議する．

【 企 画 委員会】排気触媒システム部門委員会
島崎直基（いすゞ中央研究所）
，市川尊之（東京濾器）
，
【オーガナイザー】
坂本浩文
（日本ガイシ）

量子論からの積上げによる触媒反応マルチスケール解析
佐藤 雅志（東北大学）
佐藤 愛美・小室 怜・石澤 由紀江・佐藤 絵美・
稲葉 賢二・大串 巧太郎・三浦 隆治・
鈴木 愛・畠山 望・宮本 明（東北大学）
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【12:35〜14:40】

30 排気触媒システム（DPF）
Exhaust Emission Catalyst Systems (DPF)
<OS>

座長：坂本

浩文（日本ガイシ）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション29と同じ

異なる空孔構造を持つDPFの圧損と再生過程の検討
山本 和弘（名古屋大学）
田島 祐太（名古屋大学）

DPFの捕集性能とカーボン粒子の堆積過程
鈴木 大介（名古屋大学大学院）
山本 和弘（名古屋大学）

バーナー式スート発生器を用いたディーゼルパティキュレート
フィルタの評価

青木 寿夫（日本自動車研究所）
植西 徹（早稲田大学）
北村 高明・土屋 賢次（日本自動車研究所）
福間 隆雄・草鹿 仁（早稲田大学）

ディーゼルエンジンのシリンダ内におけるAsh生成凝集過程
のモデリング

堀井 亮佑（早稲田大学）
草鹿 仁（早稲田大学）
植西 徹・福間 隆雄（トヨタ自動車）

ディーゼルエンジンにおけるEGRデポジットの詳細解析
-重合反応以外の生成要因-

松野 真由美（産業技術総合研究所）
小熊 光晴・鳥羽 誠・土屋 健太郎（産業技術総合研究所）

5. 25
（Wed.）
【15:00〜17:05】

気泡核生成モデルを考慮したノズル内キャビテーションに関
する数値解析
村上 伸吾（同志社大学）
稲垣 良介（同志社大学）
小橋 好充（金沢工業大学）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）

31 ディーゼル燃焼
Diesel Combustion
座長：川那辺

洋（京都大学大学院）

乗用車用ディーゼル機関における燃焼特性と燃費改善に関
する研究
-ヒートバランス評価によるEGR, 過給および有効圧縮比の影
響齊藤 康将（早稲田大学）
島元 大輔・李 金澤・喜久里 陽・草鹿 仁・大聖 泰弘
（早稲田大学）
山口 恭平・鈴木 央一・石井 素（交通安全環境研究所）

Effect of Injection Strategy on Combustion Characteristic
in Ethanol Compression Ignition Engines

Sitthiborn Chiawtada（KMUTT）
Yossapong Laoonual（KMUTT）
Peerawat Saisirirat（NSTDA）

ディーゼルエンジン燃焼計算の実用化
-適合に利用するための自動計算手法-

林 伸治（三菱⾃動⾞⼯業）
北田 泰造・口田 征人（三菱⾃動⾞⼯業）

詳細な素反応過程を考慮したLESによるディーゼル噴霧火炎
内の局所温度分布解析

足立 隆幸（早稲田大学）
周 ベイニ・草鹿 仁・大聖 泰弘（早稲田大学）
相澤 哲哉（明治大学）

ノルマルトリデカン詳細反応機構の解読にもとづく簡略化反
応機構の構築

桑原 一成（大阪工業大学）
松尾 直（大阪工業大学）
小橋 好充（金沢工業大学）
堀 司（大阪大学）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）

503（5F）
32 先進ガソリン機関技術 I
Advanced Gasoline Engine Systems and Technologies I
座長：今村

向山 智之（同志社大学大学院）
寺師 尚人（同志社大学大学院）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）

SIエンジンのエンドガス自着火と圧力振動成長過程に着目し
たKnock強度の考察

佐藤 義久（本田技術研究所）
松浦 勝也・神尾 純一（本田技術研究所）

急速圧縮膨張装置の自着火伝ぱ火炎とノック特性に関する
研究

田上 公俊（大分大学）
地本 大秀・木村 貴憲・橋本 淳（大分大学）

【13:10〜15:50】

33 先進ガソリン機関技術 II
Advanced Gasoline Engine Systems and Technologies II
<OS>

座長：津江

光洋（東京大学大学院）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション32と同じ

Development of the Magma Combustion System
-A High Compression Ratio Miller Cycle EngineKen John Pendlebury（Ricardo UK）
Richard Osborne・Trevor Downes・Joshua Dalby・
Simon O' Brien（Ricardo UK）

新型V6直噴ターボエンジンの燃焼開発

志方 章浩（日産自動車）
富田 全幸・鶴島 理史・松崎 伊生（日産自動車）

多重衝突パルス噴流による高効率プロトタイプエンジンの開
発
（第4報）

【9:30〜12:10】

<OS>

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

宰（日本大学）

【OS企画趣旨】グローバル環境の改善に寄与できる高性能・先進ガソ
リン機関の開発に資する基礎的研究および技術開発に関する講演を期
待する．

【 企 画 委員会】ガソリン機関部門委員会
津江光洋
（東京大学大学院）
，野口 究
（スズキ）
【オーガナイザー】
筒内直接噴射式ガソリン機関を対象とした燃料加熱による噴
霧性状の変化
井森 恵太郎（同志社大学大学院）
織田 のどか（同志社大学大学院）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）

ガソリン直噴インジェクタノズルの高噴射圧化による噴霧特
性解析

内藤 健（早稲田大学）
小島 健太郎・長谷川 顕也・白井 智也・
木原 隆博・大原 壮一・大沼 雄一（早稲田大学）

数値シミュレーションを用いた火花点火ガソリンエンジンに
おける燃料改質による高効率化に関する基礎検討

嶋根 直人（早稲田大学大学院）
决得 倭人・津野瀬 まき・喜久里 陽（早稲田大学）
吉村 佳（スズキ）
芦田 耕一（日産自動車）
草鹿 仁・大聖 泰弘（早稲田大学）

可視化エンジンを用いた低温プラズマ放電による希薄燃焼
の研究

飯島 晃良（日本大学）
吉田 裕貴・林 智敏・島田 貴司・山田 将徳（日本大学大学院）
庄司 秀夫（日本大学）

小型マイクロ波プラズマイグナイタを用いた点火システムの開発

池田 裕二（イマジニアリング）
西山 淳・Srinivas Padala・牧田 實（イマジニアリング）

植木 毅（日本自動車部品総合研究所）
後藤 守康（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）
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5. 25
（Wed.）
【16:10〜18:50】

触媒マフラフランジ－パイプ異種金属隅肉溶接継手における
曲げ疲労強度
王 暁光（東京濾器）

34 火花点火エンジン

シャシ部品の耐食性&疲労強度向上溶接手法の研究

Spark Ignition Engines
座長：依頼中
EGR燃焼エンジン向け高エネルギ点火システムの検討(第2報)
緒方 健一郎（日立オートモティブシステムズ）
片岡 徹夫（日立オートモティブシステムズ阪神）
鈴木 俊靖・窪山 達也・森吉 泰生（千葉大学大学院）

定容容器による希薄・EGR条件におけるイソオクタン予混合
乱流火炎の成長過程に関する検討

永野 幸秀（九州大学）
福田 洋介・野小生 晃・塚本 泰己・北川 敏明（九州大学）

混合気温度が火炎伝播・エンドガス部の化学反応およびノッ
クに及ぼす影響
（第4報）
-当量比が点火前高温化で生成される化合物に及ぼす影響-

中野 道王（日本工業大学）
遠又 諒（日本工業大学）
井石 拓哉（九州大学（現：新日鉄住金エンジニアリング）
）
田中 昇太・新屋 凌・永野 幸秀・北川 敏明（九州大学）

高圧燃焼場における実用ガソリンの自着火特性

吉田 翔一（茨城大学）
岡田 寛也・成毛 政貴（茨城大学大学院）
田中 光太郎・金野 満（茨城大学）

過渡時空燃比制御におけるモデル予測制御の適用の検討

瀧山 武（大阪市立大学）
東野 充宏（大阪市立大学大学院）

The Next Steps in Fuel Economy Improvements Variable Compression Ratio and / or 48 Volt ?

Guenter Karl Fraidl（AVL List）
Paul Kapus・Helfried Sorger・Gerald Teuschl（AVL List）

511+512（5F）
【9:30〜11:10】

35 車体構造強度評価・設計技術 I
Advanced Technologies and New Trends for Vehicle Body
Structure Engineering
<OS>

座長：横山

敦士（京都工芸繊維大学）

【OS企画趣旨】車体構造の剛性・衝突・疲労強度等の性能評価・設計
に関して，軽量化や最適化及び開発効率向上を含めた最新技術の動向
を論議する．

【 企 画 委員会】構造強度部門委員会，構造形成技術部門委員会，疲労
信頼性部門委員会

黒川 勇（UDトラックス）
，川原康照（トヨタ自動車）
，
【オーガナイザー】
大宮正毅
（慶應義塾大学）

Application of CAE to Predict the Wiping and Fatigue
Performance of Wiper System using Analysis Template
and Automation Tool
Sungjin Yoon（Hyundai Motor）
Youngduk Yoo（Hyundai Motor）

時刻領域および周波数領域におけるランダム振動による効率
的な疲労解析手法の提案

加藤 一正（マグナ・インターナショナル・ジャパン）
村松 憲幸・山川 雅敏（マグナ・インターナショナル・ジャパン）
Walter Hinterberger・Helmut Dannbauer
（MAGNA Powertrain, Engineering Center Steyr）
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中澤 嗣夫（富士重工業）
上田 聡（富士重工業）
池田 倫正・安藤 聡・鈴木 幸子・山本 俊佑（JFE スチール）
片岡 時彦（JFE テクノリサーチ）

【12:35〜15:15】

36 車両開発 I
Vehicle Development I
<OS>

座長：関根

康史（福山大学）

Vehicle Fuel Efficiency Optimization Meets Balanced
Driving Attributes
Peter Schoeggl（AVL List）
Erich Ramschak・Mario Oswald（AVL List）

EE Architecture, Module Integration & Function
Distribution

Kentaro Kai（Continental Automotive Japan）
Max Mueschenborn（Continental Automotive）

Objective Assessment of Automated Driving Functions

Juergen Holzinger（AVL List）
Erik Bogner・Thomas Schloemicher（AVL List）

Tomorrows Mobility: Fuel Economy Functions, Enhanced
Safety and Automated Driving Enabled by New
Technologies and Map-Data.

Juergen Schweiger（Continental Automotive）

生産性向上・高品質を達成したラジエータタンクパッキンの
開発

三ツ橋 拓也（デンソー）
杉戸 肇・石原 義規・岡本 真一（デンソー）

A Development of Deletion the Ceramic Coating on
Glass Surface

Inseok Kang（Hyundai Motor）
Seo Seongwoo・Lee Jaegyu（Hyundai Motor）
Lee Jaeyoung（KCC）
Lee Kukbum（KAC）
Byun Jaekwan（Webasto Donghee）

5. 26
（Thu.）

5.26（Thu.）

38 ドライバの操作特性

303（3F）

Operation characteristics

【9:30〜12:10】

<OS>

37 運転行動，ドライバモデル
座長：佐藤

座長：綱島

均（日本大学）

【OS企画趣旨】ペダル，ハンドル，シフト等の運転操作系や運転姿勢

Driver behavior / Driver model
<OS>

【13:00〜14:40】

稔久（産業技術総合研究所）

に関するドライバ特性について議論する．

【 企 画 委員会】車両特性デザイン部門委員会，ドライバ評価手法検討

部門委員会，ヒューマンファクタ部門委員会，アクティブセイフティ部門

【OS企画趣旨】ドライバの行動やその背景にある心理的特性，ドライ

バモデルにフォーカスを当てるとともに，ドライビングシミュレータの開発・

応用も含めて議論する．
【 企 画 委員会】車両特性デザイン部門委員会，ドライバ評価手法検討
部門委員会，ヒューマンファクタ部門委員会，アクティブセイフティ部門
委員会，

委員会
綱島 均（日本大学）
，石橋基範（日本大学）
，伊藤 誠
【オーガナイザー】
（筑波大学）
，毛利 宏
（東京農工大学）

交通イベントに起因する頭部姿勢の時系列変化の解析
（第2
報）
伊藤 桃代（徳島大学）
佐藤 和人（秋田県立大学）
福見 稔（徳島大学）

綱島 均（日本大学）
，石橋基範（日本大学）
，伊藤 誠
【オーガナイザー】
（筑波大学）
，毛利 宏
（東京農工大学）

臨床心理学に基づく自動車運転における不安の類型化と対策
松浦 隆信（鹿児島大学）
佐藤 啓太（デンソー）

長時間運転時の人間の疲労評価に関する研究

星野 隆允（日本大学）
景山 一郎（日本大学）
若松 吾朗（本田技術研究所）

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2報 フィードバック項を使用したドライバ評価の可能性-

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

大型5面立体視ドライビングシミュレータによる人間自動車系
の研究
（第3報）
-追従走行時のエネルギー消費低減-

原口 哲之理（名古屋大学）
景山 一郎（日本大学）
金子 哲也（大阪産業大学）
浅野 智也・井上 陽心（日本大学）

ドライビング・シミュレータにおけるドライバの運転挙動に適
応的な交通参加者の挙動制御

田島 淳（三咲デザイン）
竹本 雅憲（成蹊大学）

信号交差点左折時における横断自転車に対する確認行動の
安全性評価

竹本 雅憲（成蹊大学）
野中 智弘（成蹊大学）

レーンチェンジ時の乗員挙動とシートによる乗員支持の関係
調査

山田 勝徳（トヨタ自動車）
本島 治敏・北川 裕一・安木 剛（トヨタ自動車）

バー型操舵系における操舵反力制御の検討

玉川 迅（東京農工大学）
田邉 久弥・佐藤 桂・毛利 宏（東京農工大学）

304（3F）
【9:30〜12:10】

39 最新の振動騒音技術 III
The Latest Noise and Vibration Technologies
<OS>

座長：依頼中

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション8と同じ

Reflex Acoustic Camera for NVH Measurements
Svend Gade（Bruel & Kjaer Sound & Vibration Measurement）
Bernard Ginn・Jesper Gomes
（Brueel and Kjaer Sound and Vibration Measurement）

実稼働TPAを利用した応答点振動に対する振動モード寄与
の把握
-建設機械モデルへの適用-

吉田 準史（大阪工業大学）
田中 晃貴・福田 駿介（大阪工業大学）
中元 理江・深澤 健（コマツ）

車外騒音台上計測システムを用いた加速中のタイヤ騒音の定
量化手法の開発

高平 正清（トヨタ自動車）
後藤 邦昭・近藤 隆・駒田 匡史・梅村 英司（トヨタ自動車）
西村 靖彦（スペクトリス）

Analysis of High-Frequency Vibration Wave Propagation
on Tire Tread using a Laser Displacement Sensor and
FEM Simulation

Keisuke Matsumoto（Kanagawa Institute of Technology）
Masao Ishihama・Yuhdai Komagamine・Kohsuke Miyoshi
（Kanagawa Institute of Technology）
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5. 26
（Thu.）
Evaluation of Harshness and Road Noise of NextGeneration High Inflation Pressure and Large Diameter
Tires
Kohsuke Miyoshi（Kanagawa Institute of Technology）
Masao Ishihama・Yuhdai Komagamine・Itsuki Satoh・
Keisuke Matsumoto（Kanagawa Institute of Technology）

Basic Design Study of a Suspension Utilizing Transverse
Leaf Springs as Links, Dampers and an Anti-Roll
Stabilizer

Shu Ueda（Kanagawa Institute of Technology）
Masao Ishihama・Shota Yoshikawa
（Kanagawa Institute of Technology）

【13:00〜15:05】

マイクロホンを用いたノッキング検知システムの開発
笠原 太郎（小野測器）
大髙 政祥・駒場 健一（小野測器）

外乱が重畳した指圧波形からの燃焼モニタ

長島 慶一（本田技術研究所）
土屋 一雄（明治大学）

CT半導体レーザ吸収法を用いた2次元燃料濃度・温度分布
同時計測

神本 崇博（徳島大学）
出口 祥啓・髙木 琢・森 悠馬・中川 真人・
木戸口 善行・名田 譲（徳島大学）

CT半導体レーザ吸収法を用いたエンジン筒内の2次元温度
分布リアルタイム計測

出口 祥啓（徳島大学）
髙木 琢・神本 崇博（徳島大学）
岡本 智美・渡邉 直人（スズキ）

40 最新の振動騒音技術 IV
The Latest Noise and Vibration Technologies
<OS>

座長：倉八

毅（トヨタ自動車）

【12:35〜14:40】

42 新しい計測診断技術（新しい排ガス計測技術）
I
【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション8と同じ

中周波数域の透過損失向上を目的とした新規防音材
山本 崇史（工学院大学）
黒木 信・加藤 大輔（豊和繊維工業）

圧縮された繊維系多孔質材料の非音響パラメータの推定

高遮音複層構造の研究

廣澤 邦一（日本音響エンジニアリング）
中川 博（日本音響エンジニアリング）
村澤 英治（マツダ）
波田 哲紀・萬 菜穂子（マツダ）

体積速度伝達率と散逸エネルギーに着目した吸音材の性能
評価指標検討

丸山 新一（宇宙航空研究開発機構）
山本 崇史（工学院大学）
堤 誠司（宇宙航空研究開発機構）

10kHz帯域の垂直入射吸音率・透過損失測定システム

中川 博（日本音響エンジニアリング）
廣澤 邦一（日本音響エンジニアリング）

311+312（3F）
【9:30〜11:35】

41 新しい計測診断技術 II（新しい筒内計測技術）
New Technologies for Advanced Measurements and
Diagnostics
<OS>

座長：古谷

博秀（産業技術総合研究所）

【OS企画趣旨】パワートレインをはじめとする自動車工学に関わる先進
的計測診断技術の基礎研究および技術開発を討議する．

【 企 画 委員会】計測･診断部門委員会
古谷博秀（産業技術総合研究所）
，森 雄一（ 堀場製作
【オーガナイザー】
所）
，河原伸幸
（岡山大学）

火花点火機関における希薄燃焼時の火花放電・火炎伝播の
同時可視化
河原 伸幸（岡山大学）
冨田 栄二（岡山大学）
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New Technologies for Advanced Measurements and
Diagnostics
<OS>

座長：森

雄一（堀場製作所）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション41と同じ

HILSドライバモデルの運転操作の違いがハイブリッド重量車
の燃費性能・排出ガス特性に及ぼす影響
奥井 伸宜（交通安全環境研究所）

コンパクトマルチ排ガス計測装置の開発

井上 義規（日本特殊陶業）
矢澤 克則（日本特殊陶業）

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

山本 敏朗（交通安全環境研究所）
鈴木 央一・水嶋 教文（交通安全環境研究所）

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5報）
-4WDシャシダイナモ上の車両拘束チェーンの取付け方法、
張力設定が試験車の台上ころがり抵抗に影響するメカニズム
の解析-

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）
山口 恭平（交通安全環境研究所）

終端状態制御を適用した高精度なエンジンベンチシステムの
実現

長門 達也（日産自動車）
益田 隆文（日産自動車）
西村 秀和（慶應義塾大学大学院）

5. 26
（Thu.）

313+314（3F）
【9:30〜11:10】

【9:30〜11:35】

45 EV/HEV 用モータ技術

43 エネルギマネージメント

Electric Motor Technologies for EV/HEV

Energy management
座長：黒木

315（3F）

錬太郎（トヨタ自動車）

熱音響冷却装置の研究
中村 正明（日野自動車）

エンジン用瞬時温度センサ及びその計測システムの開発

石井 大二郎（東京都市大学大学院）
三原 雄司（東京都市大学）

高いサーマルマネージメントの要求に応えるための48V系電
動ウォーターポンプ

中川 昌紀（マーレエレクトリックドライブズジャパン）
Michael Krappel・Thomas Schmidt（MAHLE International）

要求遮断周波数に対応したエンジン出力ダイナミックモデル
の生成手法

栂井 一英（大阪産業大学）
藤永 尚人（三菱自動車工業）
山浦 広己（三菱自動車エンジニアリング）

<OS>

座長：赤津

EV/HEV用主機用モータを中心としたモータ技術の最
【OS企画趣旨】
前線を自動車メーカー，大学より発表いただく．

【 企 画 委員会】モータ技術部門委員会
赤津 観（芝浦工業大学）
，千葉 明（東京工業大学）
，
【オーガナイザー】
竹本真紹
（北海道大学）

Development of New Motor for Compact Class Hybrid
Vehicles
Takahisa Yashiro（Toyota Motor）
Tatsuhiko Mizutani・Keiji Takizawa・Shinya Sano（Toyota Motor）

i-MMD用次世代モータの開発

大上 真樹（本田技術研究所）
井上 雅志・髙松 宏光・赤井 健一・鎌田 太久郎
（本田技術研究所）

高速回転領域において高出力を達成するフェライト磁石を用
いたスポーク形状IPMSMの検討

【12:35〜14:15】

44 最新の xEV 技術 - xEV 制御システムと充電イ
ンフラ III -

永野 翔也（北海道大学）
竹本 真紹・小笠原 悟司（北海道大学）

自動車駆動用全節巻スイッチトリラクタンスモータの検討

石川 智一（デンソー）
丹羽 渉・梶浦 裕章・西島 義明（デンソー）

xEV Systems I - Control and Charger Systems <OS>

観（芝浦工業大学）

座長：依頼中

モータ内電磁場における温度計測技術の開発

研井 暁（マツダ）
瀬尾 宣英・三好 誠治・米盛 敬（マツダ）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション15と同じ

Vehicle to Home(V2H)によるLiBの劣化抑制
-劣化抑制をバッテリーの余剰コスト削減とみなすアプローチ-

HV用Liイオン電池の開発

高原 章央（早稲田大学）
渡邊 亮（早稲田大学）

森田 昌宏（トヨタ自動車）
永井 裕喜・佐藤 広一（トヨタ自動車）

ハイパワーダイナミックチャージシステムの開発

田島 孝光（本田技術研究所）
田中 秀興・福田 武雄・中里 喜美（本田技術研究所）

小型電気自動車に向けたPCによる急速充電システムの開発
-車両への搭載と急速充電実験-

和田 正義（東京農工大学）

414+415（4F）
【9:30〜11:35】

46 自動車の大気環境影響と対策技術
Impact of Automobile on Air Quality and Preventing
Technique
<OS>

座長：田中

光太郎（茨城大学）

【OS企画趣旨】自動車が大気中のPM2．5やオゾン等に及ぼす環境影
響を議論する．またそれらの防止技術の開発，粒子数計測法等の最新
の計測技術も議論の対象とする．

【 企 画 委員会】大気環境技術･評価部門委員会
岡山紳一郎（日産自動車）
，小川英之（北海道大学大学
【オーガナイザー】
院）
，山田裕之
（交通安全環境研究所）
，田中光太郎
（茨城大学）

車両および給油時の蒸発ガスに対する各種低減技術の評価
濱野 純也（石油エネルギー技術センター）
御園 勝博・橋本 直樹・江頭 嘉郎・杉本 強・
寒川 泰紀・河野 尚毅・渡辺 哲司・福田 一樹
（石油エネルギー技術センター）

車載分析計を用いた実運転条件でのPM排出量の測定

大槻 喜則（堀場製作所）
武田 賢二・治田 和彦（堀場製作所）

車載型ナノ粒子数濃度計における検出粒径範囲の制御技術

奥田 浩史（島津製作所）
西尾 達哉・関 洋（島津製作所）
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5. 26
（Thu.）
The AVL Solution for On-Board PN Measurement
Izumi Fukano（AVL Japan）
Athanasios Mamakos・Tristan Reinisch・Guenter Winkler
（AVL List）
Martin Fierz（Naneos Particle Solutions）

Effects of Piston Shape and Piston Temperature
Regulation on Particulate Matter Emissions in Direct
Injection Spark Ignition Engine

Mohammadreza Anbari Attar（University College London）
Hongming Xu（University of Birmingham）

【12:35〜14:40】

Opposed Piston Engine New Developments
-Opposed Piston Transient Emissions Test Results and
Gasoline Compression IgnitionFabien Georges Redon（Achates Power）
Nishit Nagar・Arunandan Sharma（Achates Power）

単気筒エンジンの改良による開発プロセスの課題対応
山口 暁（富士重工業）
中山 智裕・加藤 真亮・木本 健太・金子 誠（富士重工業）

将来排気規制に対応する車両排気の仮想開発
熊谷 知久（エフ・イー・ヴイ・ジャパン）
Andreas Balazs（FEV）
Marius Boehmer（RWTH Aachen University）
Matthias Thewes・Henning Baumgarten・
Tolga Alexander Uhlmann（FEV）

47 排気触媒システム（酸化触媒）
Exhaust Emission Catalyst Systems (Oxidation Catalyst)
<OS>

座長：市川

尊之（東京濾器）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション29と同じ

ディーゼル酸化触媒の数値解析の研究
（第3報）
-多成分吸着データの実験的取得畑中 健志（産業技術総合研究所）
小渕 存・内澤 潤子・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（早稲田大学理工学術院）

Diesel Oxidation Catalystの数値解析の研究(第4報)
-HCの種類及び供給濃度が酸化反応挙動に及ぼす影響の実
験的解明-

滋野 玄規（早稲田大学大学院）
西山 大貴・植西 徹・福間 隆雄・草鹿 仁・大聖 泰弘
（早稲田大学大学院）

Diesel Oxidation Catalystの数値解析の研究(第5報)
-HCの濃度および高級化が酸化反応挙動に及ぼす影響の数
値解析モデルの構築-

植西 徹（早稲田大学）
西山 大貴・滋野 玄規・福間 隆雄・草鹿 仁・大聖 泰弘
（早稲田大学）

Automatic Test Case Generation Based on UML Model
of Automotive Embedded Software using Custom Parser
and SMT Solver

Ki-Wook Shin（Hanyang University）
Ju Hyun Lee・Shim Soo Kim・Joong-Un Park（Daedong）
Dong-Jin Lim（Hanyang University）

【12:35〜14:15】

49 高分子材料 I

Polymer Material Ⅰ
座長：櫻井

ASRに含まれる廃プラスチックと木屑を用いた固形燃料の製
造に関する研究
古山 隆（東北公益文科大学）

間伐材を用いた難燃化射出材料の開発
（第二報）
-ペレットのマスターバッチ化について-

伊藤 晶文（トヨタ車体）
西村 拓也（トヨタ車体）
石原 淳平（日本ピグメント）

接着剤の強度を合理的に評価する試験法について

野田 尚昭（九州工業大学工学研究院）
李 戎・飯田 和樹（九州工業大学大学院）
佐野 義一・高瀬 康（九州工業大学工学研究院）
宮﨑 達二郎（琉球大学）

ディーゼル酸化触媒の諸元がHC由来白煙の排出挙動に及ぼ
す影響

松本 雅至（日本自動車研究所）
北村 高明（日本自動車研究所）

Ag/CeO2触媒を用いたPM燃焼時の燃焼工程に関する研究

国須 正洋（東レリサーチセンター）
沢井 隆利・渡邉 淳一・大田 玲奈・山元 隆志・平野 孝行・
高井 良浩（東レリサーチセンター）

416+417（4F）
【9:30〜11:35】

New engine and development process
孝史（トヨタ自動車）

Development of an Off-Road Engine Family with Focus
on Newly Industrialized Countries
Michael Neitz（FEV）
Thomas Hamm・Sven Lauer（FEV）
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Development of Thermoplastic Applying with Sb2O3 for
Engine Noise Reduction

Hyun Jun Kim（Hyundai Motor）
Jee Young Youn・Seok Hwan Kim・Youn Taek Park・
Jae Gab Lee・Hyun Kee So（Hyundai Motor）

【14:35〜16:40】

50 高分子材料 II

48 新エンジン・開発プロセス
座長：川合

俊明（日本ドライケミカル）

Polymer Material Ⅱ
座長：水谷

篤（日産自動車）

熱可塑GFRP シート材によるBPR BEAMの開発
彌武 朋也（本田技術研究所）

Study of the Bumper Structure Development by using
Reinforced Composite Rod

Dong Eun Cha（Hyundai Motor）
Hyun Kyung Kim・Ki Hong Lee・Keon Soo Jin（Hyundai Motor）

5. 26
（Thu.）
【12:35〜14:15】

車両構造部材へのCFRP適用研究
向中野 侑哉（富士重工業）
下山 浩・飯野 準也（富士重工業）

Bピラー接着剤充填による側突時の耐力向上メカニズムの検討

藤井 匠（トヨタ自動車）
名倉 博幸・森 達則・大島 拓也・福住 泰彦（トヨタ自動車）

自動車ホイールの取り付けの研究
-ホイールナットの工夫とそのテスト-

白柳 伊佐雄（SGG 研究所）

418（4F）
【9:30〜11:35】

51 交通事故傷害予測と予防・医療
Accidental Injury Prediction and Prevention, Medicine
<OS>

座長：宇治橋

貞幸（日本文理大学）

52 事故分析と安全対策 I
Analysis of Real World Accidents and Safety Measures I
<OS>

タの分析により，事故実態把握や原因究明を図り，安全対策につなげる
議論をする．

【 企 画 委員会】トラフィックセイフティ部門委員会
桜井 実
（日本自動車研究所）
，國行浩史
（日産自動車）
，
【オーガナイザー】
山下浩之（本田技術研究所）
，高野 望（トヨタ自動車）
，高山晋一（日本
自動車研究所）

今後の車両安全政策の方向性について
河野 成徳（国土交通省）

ヒヤリハットデータ分析による歩行者の回避行動に着目した
歩行者横断行動分析

堤 成可（東京農工大学）
佐藤 桂・ ラクシンチャランーサク ポンサトーン・毛利 宏
（東京農工大学）

交通事故調査解析，生体力学解析に関して議論する．

二輪車対四輪車事故のための乗員傷害予測アルゴリズムの
構築

愛知県における歩行者および自動車乗員の交通事故の分析

早川 航生（名古屋大学）
水野 幸治・伊藤 大輔（名古屋大学）

交通事故データへの頻出パターンマイニングの適応

高橋 雄太（佐賀大学）
清田 勝・林田 行雄・阪本 雄一郎（佐賀大学）

西本 哲也（日本大学）
向川 康介（日本大学大学院）

運転席,助手席,後席別の傷害予測アルゴリズムの開発

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

Injury Classification Performance of a Japanese
Algorithm Employed on German and Swedish Accident
Data

Nils Lubbe（Toyota Motor Europe）
Johan Davidsson（Chalmers University of Technology）
Matteo Rizzi（Folksam Traffic Safety Research）
Toru Kiuchi（Toyota Motor）

Identification of Factors Influencing Injury Severity
Prediction (ISP) in Real World Accident Based on
NASS-CDS

Chinmoy Pal（Nissan Motor）
Tomosaburo Okabe（Nissan Motor）
Vimalathithan Kulothungan・Narahari Sangolla・Jeyabharath
Manoharan（RNTBC）
Stewart Wang（University of Michigan）
John Combest（Nissan Technical Center, USA）

スマートフォンアプリによる交通事故記録・救急通報システム

中山 功一（佐賀大学大学院）
大島 千佳・阪本 雄一郎（佐賀大学）

実（日本自動車研究所）

【OS企画趣旨】ドライブレコーダーのヒヤリハットデータや各種事故デー

交通事故の傷害予測研究としてAACN，救急医療解析，
【OS企画趣旨】

【 企 画 委員会】交通事故傷害予測と自動通報に関する検討委員会
宇治橋貞幸
（日本文理大学）
，西本哲也
（日本大学）
【オーガナイザー】

座長：桜井

【14:35〜16:15】

53 事故分析と安全対策 II
Analysis of Real World Accidents and Safety Measures II
<OS>

座長：國行

浩史（日産自動車）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション52と同じ

乗用車の車体形状の違いによる前面衝突時の乗員傷害内容
の比較
-SUV，1BOX車とセダン型乗用車の乗員傷害の詳細分析に
よる比較関根 康史（福山大学）

統計的因果推論のフレームワークに基づく潜在的交通事故リ
スク評価指標の提案
-100-Car Naturalistic Driving Study データへの応用-

山田 健太郎（総合研究大学院大学）
黒木 学（統計数理研究所）

非固定の加速度センサを用いた事故検知の可能性評価
（事例
研究）

駒田 悠一（東京海上日動リスクコンサルティング）

交通事故の解析・鑑定における再現実験手法の研究

種田 克典（自動車交通事故解析科学研究所）
山口 哲功（バイオスシステム）
相見 忍（事故解析技術研究所）
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5. 26
（Thu.）
ハンドル操作による2輪車の自立走行制御
-2輪車のモデリング-

501（5F）

大内 茂人（東海大学）
小谷 斉之・宮本 健作（東海大学）
高橋 孝一（富士アイティ）
清水 創太（慶応義塾大学）

【9:30〜12:10】

54 自動車の運動と制御 III
Vehicle Dynamics and Control
<OS>

座長：ポンサトーン

ラクシンチャラーンサク

（東京農工大学大学院）

Experiment on the Driver Assistance System of a
Personal Mobility Vehicle Considering Pedestrians'
Psychological Factors

Thai Quoc Pham（Graduate School of Engineering,
Osaka Prefecture University）
Chihiro Nakagawa・Atsuhiko Shintani・Tomohiro Ito
（Osaka Prefecture University）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション27と同じ

ロール運動に与えるサスペンションの影響に関する研究
（第3報）
-リアハーフモデルを用いたダブルウィッシュボンの動的モデ
ル構築李 大維（日本大学）
景山 一郎（日本大学）
内藤 真先（本田技術研究所）

車輪のジャイロモーメントが操舵応答特性に及ぼす影響

一般フィールドにおける二輪車の車体運動と移動経路の計測
システムの開発

木谷 友哉（静岡大学）

リーン機構を持つパーソナルモビリティビークルの道路交通
における調和に関する研究
（第1報）
-ドライバのリスク感覚の相互干渉を考慮したミクロスケール
交通流シミュレーション-

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

山本 真規（トヨタ自動車）

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)

高橋 絢也（日立製作所）
山門 誠（神奈川工科大学）
長塚 敬一郎（Hitachi Automotive Systems Europe）

502（5F）

高応答エンジンを用いた量産型G-Vectoring制御車両の開発

梅津 大輔（マツダ）
安部 正人・山門 誠・狩野 芳郎（神奈川工科大学）
高原 康典・加藤 史律・吉岡 透・砂原 修（マツダ）
高橋 絢也（日立製作所）

G-Vectoring制御による目標コース追従性能向上メカニズム
の検討

山門 誠（神奈川工科大学）
安部 正人・狩野 芳郎（神奈川工科大学）
梅津 大輔（マツダ）

G-Vectoring制御による人が感じる車両運動性能向上効果に
関する分析

吉岡 透（マツダ）
安部 正人・山門 誠・狩野 芳郎（神奈川工科大学）
塚野 孝俊・加藤 史律・梅津 大輔（マツダ）

【13:10〜15:50】

55 二輪車の運動・制御・安全 - 自動二輪車、自
転車、PMV の未来に向けてDynamics, Control and Safety of Two-wheeled Vehicles
(Motorcycles, Bicycles and PMV)
<OS>

座長：依頼中

【OS企画趣旨】各種二輪車の運動特性，ライダ特性，制御，安全等に

関する研究成果を集め，将来の方向性を検討する．
【 企 画 委員会】二輪車の運動特性部門委員会
石井宏志（川崎重工業）
，松並俊行（住友ゴム工業）
，竹
【オーガナイザー】
原昭一郎
（上智大学）
，平澤順治
（茨城工業高等専門学校）

画像処理による二輪車の姿勢計測手法の提案
平澤 順治（茨城工業高等専門学校）

ジャイロ効果を用いた二輪車転倒防止システムにおける制御
系の検討

竹谷 和晃（芝浦工業大学）
古川 修・伊東 敏夫・長谷川 浩志・轡 篤史・妹尾 大作
（芝浦工業大学）
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【9:30〜11:10】

56 ＩＴＳ

- 安全・安心・環境・省エネルギ－ I -

ITS - Safety/Ecology/Environmental <OS>

座長：加藤

晋（産業技術総合研究所）

【OS企画趣旨】路車間システム，車車間システム，運転支援システムな

どＩＴＳに関する幅広い分野の技術・システムを取上げ議論することによ
りＩＴＳ分野の技術向上に貢献する．

【 企 画 委員会】ITS部門委員会
飯星 明（本田技研工業）
，大前 学（慶應義塾大学大
【オーガナイザー】
学院）
，加藤 晋
（産業技術総合研究所）

MADOCAの研究開発と自動車利用分野への応用について
-MADOCA-PPP/PPP-ARの実証実験結果報告小暮 聡（宇宙航空研究開発機構）
遠藤 雅明・三吉 基之・佐藤 一敏・河手 香織
（宇宙航空研究開発機構）
高須 知二（ライトハウステクノロジーアンドコンサルティング）
大澤 知也（東京エレクトロニツクシステムズ）
鈴木 太郎（早稲田大学）

MADOCAを使った衛星測位(2周波PPP-DR)の位置精度検証
-2周波PPP-DRの実証実験結果報告-

河合 茂樹（デンソー）
野口 聖人・村瀬 隆・武藤 勝彦・田口 信幸（デンソー）
小暮 聡・遠藤 雅明（宇宙航空研究開発機構）
曽我 広志・高柳 晴久（日本電気）
児山 俊雄・東 英樹（NEC ソリューションイノベータ）

MADOCAを使った1周波PPP-ARの位置精度検証
-1周波PPP-ARの実証実験結果報告-

長尾 朗（本田技術研究所）
外谷 文人（本田技術研究所）
小暮 聡・遠藤 雅明・佐藤 一敏（宇宙航空研究開発機構）

5. 26
（Thu.）
精密測位とデッドレコニング機能付き1周波ＧＮＳＳの組み合
わせによる測位精度および測位率の改善
高山 洋史（古野電気）
加藤 隆志・近藤 仁志（古野電気）
外谷 文人・長尾 朗（本田技術研究所）

503（5F）
【9:30〜12:10】

59 先進ガソリン機関技術 III
Advanced Gasoline Engine Systems and Technologies III

【11:30〜12:45】

<OS>

座長：寺地

淳（日産自動車）

57 ＩＴＳ - 安全・安心・環境・省エネルギ－ II ITS - Safety/Ecology/Environmental <OS>

座長：大前

学（慶應義塾大学）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション32と同じ

高効率ガソリンエンジンのためのスーパーリーンバーン研究
横森 剛（慶應義塾大学）
西 美奈・飯田 訓正（慶應義塾大学）
横尾 望・中田 浩一（トヨタ自動車）
浦田 泰弘（本田技術研究所）

セッション56と同じ

低速・停止時の車間距離制御の交通渋滞抑止効果
奥 秀明（応用科学技術研究所）

第5期先進安全自動車
（ASV）
推進計画の成果

高効率エンジンを実現するため燃焼技術開発

高橋 大志（トヨタ自動車）
中田 浩一・葭原 泰司・大村 哲生（トヨタ自動車）

山村 真也（国土交通省）

歩行者検出等のための走行映像データベースにおける統計
的性質の解析

渡辺 顕司（産業技術総合研究所）
野本 和則（日本自動車研究所）
加藤 晋（産業技術総合研究所）

【13:40〜15:20】

Car Robotics; New Mechanism, Control and System
座長：加藤

葭原 泰司（トヨタ自動車）
中田 浩一・高橋 大志・大村 哲生（トヨタ自動車）

高タンブル化と燃焼変動抑制手法に関する研究

大村 哲生（トヨタ自動車）
中田 浩一・葭原 泰司・高橋 大志（トヨタ自動車）

0次元ノックモデルとLivengood-Wu積分

58 カー・ロボティクス －新しい機構・制御・シ
ステム－
<OS>

高効率エンジンを実現するための高効率タンブルポート開発

三好 明（東京大学）

数値シミュレーションモデルによる火花点火ガソリンエンジ
ンの熱効率最大化に関する研究
（第2報）
-正味熱効率50%達成に求められる技術課題の明確化-

喜久里 陽（早稲田大学）
草鹿 仁・大聖 泰弘（早稲田大学）

晋（産業技術総合研究所）

【OS企画趣旨】現代の車は様々なセンサ，制御の技術により知能化や

ロボット化が進んでいる．人と仲良しなクルマ等の新発想の機構・制御・

システム等の講演を期待する．
【 企 画 委員会】カー・ロボティクス調査研究委員会
大日方五郎（中部大学）
，加藤 晋（産業技術総合研究
【オーガナイザー】
所）
，和田隆広
（立命館大学）
，菅沼直樹
（金沢大学）

自動運転車両における動揺病低減について
和田 隆広（立命館大学）

人工ポテンシャル法による周辺車両との関係性を考慮した車
線変更推定

禹 ハンウル（東京大学）
池 勇勲・河野 仁・田村 雄介・山下 淳・淺間 一（東京大学）
菅野 崇・黒田 康秀（マツダ）

複数死角によって生じる自車両周辺の危険度コスト関数の検討

吉原 佑器（名古屋大学）
竹内 栄二朗・二宮 芳樹（名古屋大学）

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
（第一報）
-リスクポテンシャルおよび車両運動モデルを用いた操舵目標
生成について-

北澤 章平（大阪産業大学）
金子 哲也（大阪産業大学）
蓋 云天（大阪産業大学大学院）

【13:10〜15:50】

60 先進ガソリン機関技術 IV
Advanced Gasoline Engine Systems and Technologies IV
<OS>

座長：野口

究（スズキ）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション32と同じ

新型HV用1.8L ESTEC 2ZR-ＦFXEエンジンの開発
西浦 博之（トヨタ自動車）
池田 栄次・松尾 真二・伊藤 良秋・川村 明裕（トヨタ自動車）

新型V6 3.0Lツインターボ ガソリンエンジン ― 走りと環境
性能を実現する先進技術

石井 仁（日産自動車）
安藤 章作・高嶋 和朗（日産自動車）

直動式動弁系用ローラー付カムシャフトの開発
-直動式動弁系のフリクション低減-

吉原 昭（三菱自動車工業）
山本 貴晴・田辺 幹雄（三菱自動車工業）

露出型上厚下薄カウンタースパイニーライナーによる1.4Lガ
ソリン直噴ターボエンジン用のシリンダーブロックの開発

趙 鎭佑（現代自動車）
徐 在洪・Kitack Lim・Dongsuk Chae・
Bonghoon Han・Wootae Kim（現代自動車）
Jongil Choi（YPR）
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5. 26
（Thu.）
新ユニット開発におけるシステムズエンジ二アリングの取り組み

【13:10〜15:15】

中澤 孝志（日産自動車）

Gasoline DI-System to Reach EU6c Legislation

Gerd Roesel（Continental Automotive）
Wendelin Kluegl・Kapphan Friedrich（Continental Automotive）
Imoehl William（Continental Automotive Systems）
Achleitner Erwin（Continental Automotive）

511+512（5F）

Advanced Technologies and New Trends for Vehicle Body
Structure Engineering
<OS>

座長：大宮

正毅（慶應義塾大学）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション35と同じ

【9:30〜12:10】

61 最先端生産技術による新しい車づくりの提案
Pr oposal of A dvanced A utomotive Manuf ac turing
Technology
<OS>

62 車体構造強度評価・設計技術 II

座長：杉田

直彦（東京大学大学院）

曲げモーメントと引張力が同時に作用する試験方法とHOTプ
レス材で成型された部材の高速破断特性
山崎 省二（本田技術研究所）

レーザースクリューウェルディングの車両開発
（第2報）

是石 智正（トヨタ自動車）
鳥居 信志・吉岡 秀幸・福住 泰彦（トヨタ自動車）

超ハイテン材における延性破壊き裂進展
ハードウェア・ソフトウエア両面の観点から，新技術・
【OS企画趣旨】
新工法を取り入れた生産技術の成果

【 企 画 委員会】製造技術部門委員会，生産加工部門委員会
杉田直彦（東京大学）
，倉橋秀範（ホンダエンジニアリン
【オーガナイザー】
グ）
，直井貴史
（ソフィックス）

プロダクトモデルを活用した金型部品加工の効率化
城戸 裕一（今西製作所）
武藤 一夫（八戸工業大学）

ハット形状成形方式(フォームドロー＆ドロー )による変形過
程の相違解析

菊池 拓（茨城大学大学院）
初見 貴・西野 創一郎（茨城大学大学院）
大屋 邦雄（大屋技術伝承塾）
菅野 晃慈（日鉄住金テクノロジー）

極少量プレス生産技術
-1ショットプレス金型開発-

杉山 真大（ホンダエンジニアリング）
奥中 啓之・横山 潤・箕浦 豪（ホンダエンジニアリング）

塗装ブース ”
新集塵方式の開発”

飯田 達也（トヨタ自動車）
葛西 公・藤本 勝利・三谷 裕也（トヨタ自動車）

Spring-8放射光を用いたX線イメージングによるメタリック塗
装の塗膜形成過程観察手法

中山 泰（ダイハツ工業）
谷口 昌司・田中 裕久・神澤 啓彰・大森 宏・野村 公佑・
上田 雅也・阪本 雅宣・畑中 孝文（ダイハツ工業）

アルミニウム高圧ダイカスト製法における大型中空部品に有
効な中子強度の解析手法

北川 真也（本田技術研究所）
小屋 栄太郎・福田 征秀（本田技術研究所）
村上 充徳・川内 敦・古江 貞紀（九州柳河精機）
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武田 力紀（日産自動車）
荒木 敏弘・井山 淳・野口 英梨香（日産自動車）
二塚 貴之・佐藤 健太郎・平本 治郎（JFE スチール）

小型車用軽量アルミフードの開発

大石 浩二（スズキ）
山崎 剛志・永井 克巳（スズキ）
石飛 秀樹・吉田 正敏（神戸製鋼所）

スポット溶接部における破断荷重閾値の調査とCAE解析で
の適用検討
-応答曲面法による破断荷重予測式の作成-

柳井 宏文（日野自動車）
石灰 伸好（日野自動車）

5. 27
（Fri.）

5.27（Fri.）
301（3F）
【9:30〜12:35】

64 高齢ドライバの運転行動
Elderly driver's behavior
<OS>

63 ドライバセンシング，知覚・認知
Sensing of driver's state / Perceptual and cognitive
characteristics
<OS>

【13:35〜15:15】

座長：依頼中

座長：中野

倫明（名城大学）

高齢ドライバの運転行動特性について議論する．
【OS企画趣旨】
【 企 画 委員会】車両特性デザイン部門委員会，ドライバ評価手法検討

部門委員会，ヒューマンファクタ部門委員会，アクティブセイフティ部門
委員会

綱島 均（日本大学）
，石橋基範（日本大学）
，伊藤 誠
【オーガナイザー】
（筑波大学）
，毛利 宏
（東京農工大学）

ドライバ状態の評価・センシング技術，ドライバの知覚・
【OS企画趣旨】
認知特性について議論する．

【 企 画 委員会】車両特性デザイン部門委員会，ドライバ評価手法検討

部門委員会，ヒューマンファクタ部門委員会，アクティブセイフティ部門
委員会

綱島 均（日本大学）
，石橋基範（日本大学）
，伊藤 誠
【オーガナイザー】
（筑波大学）
，毛利 宏
（東京農工大学）

容量結合型電極を用いたドライバの心拍情報計測
（第5報）
大須賀 美恵子（大阪工業大学）
杉山 慎二（テイ・エステック）

室温変化による心拍と運転操作との関連に関する研究

横山 暁（芝浦工業大学）
伊東 敏夫（芝浦工業大学）
佐々木 健義・岡安 秀俊（カルソニックカンセイ）

眼球停留関連電位P3成分を用いた認知機能評価

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）

The Effect of Visual Stimulus on the Mental Workload
Estimation Based on a VOR/OKR Model

Anh Son Le（Graduate School of Engineering, Nagoya University）
Hirofumi Aoki（Nagoya University）
Hiroto Hamada（Toyota Motor）
Tatsuya Suzuki（Nagoya University）

ウェアラブルデバイスを用いたドライバの顔向き推定システム
の開発
野呂 哲史（デンソー）
岩男 眞由美（いすゞ中央研究所）
近藤 敏之・伊藤 直紀（デンソー）

運転指導員の路上教習における高齢ドライバの市街地運転
行動と身体・認知機能の関係解析
-運転寿命延伸を目指したドライバ運転特性研究
（5）米川 隆（名古屋大学）
田中 貴紘・青木 宏文・山岸 未沙子・吉原 佑器・
竹内 栄二郎・高橋 一誠・二宮 芳樹・
金森 等・鈴木 達也・稲上 誠（名古屋大学）

高齢ドライバの一時停止交差点通過時の運転行動と生体機
能の分析
-運転寿命延伸を目指したドライバ運転特性研究
（6）-

田中 貴紘（名古屋大学）
米川 隆・青木 宏文・山岸 未沙子・
高橋 一誠・稲上 誠・金森 等（名古屋大学）

高齢ドライバの人間特性とドライブレコーダデータによるヒヤ
リハット場面の検討
-運転寿命延伸を目指したドライバ運転特性研究
（7）-

山岸 未沙子（名古屋大学）
青木 宏文・田中 貴紘・稲上 誠・高橋 一誠・武田 夏佳・
米川 隆・金森 等（名古屋大学）

高齢ドライバの居住地域による運転行動と運転意識
-運転寿命延伸を目指したドライバ運転特性研究
（8）-

青木 宏文（名古屋大学）
山岸 未沙子（名古屋大学）
佐藤 稔久（産業技術総合研究所）
稲上 誠・武田 夏佳・多田 志保・粕谷 真紀子（名古屋大学）
赤松 幹之（産業技術総合研究所）
金森 等・米川 隆（名古屋大学）

視野領域がカーブでの将来走行軌跡のドライバ知覚に及ぼ
す影響
佐藤 稔久（産業技術総合研究所）
赤松 幹之（産業技術総合研究所）
寺田 哲也（マツダ）

一時停止交差点通過時の不安感と安全確認行動

高橋 昭彦（産業技術総合研究所）
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5. 27
（Fri.）

302（3F）

バックカメラを用いた射影変換による3次元情報復元に関す
る研究
鴻巣 直幸（芝浦工業大学）
伊東 敏夫（芝浦工業大学）

【9:30〜12:10】

65 予防安全と運転支援 I
Active Safety and Advanced Driver Assistance Systems I
<OS>

座長：秋田

単眼とステレオを用いたセンサフュージョンによる走行環境
認識に関する研究

栗原 勇樹（芝浦工業大学）
伊東 敏夫（芝浦工業大学）

時彦（アイシン精機）

事故被害の低減や事故自体の削減，更にはヒヤリハッ
【OS企画趣旨】

トの減少を目指し，運転支援システムの開発と予防安全への効果に関す
る討議を行う．

【 企 画 委員会】アクティブセイフティ部門委員会
毛利 宏（東京農工大学）
，秋田時彦（アイシン精機）
，
【オーガナイザー】

A High Resolution Laserscanner Front Perception
System for Autonomous Vehicle

Minkyun Yoo（Hyundai Motor）
Hyunju Kim・Seongkeun Park・Youngwon Kim（Hyundai Motor）
Euntai Kim（Yonsei University）

単眼画像処理による夜間走行環境認識に関する研究

武田 賢太（芝浦工業大学）
伊東 敏夫（芝浦工業大学）

瀬川雅也
（ジェイテクト）
，丸茂喜高
（日本大学）
，ラクシンチャラーンサク
ポンサトーン（東京農工大学）

スーパーバイザ型協調制御の提案とその評価
鈴木 達也（名古屋大学）
山口 拓真・奥田 裕之・田崎 勇一（名古屋大学）
武藤 健二・伊藤 隆文（デンソー）

操舵介入型運転支援における操舵介入と情報提示の連動に
関する考察

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）

交差点での二段階停止を実現する高精度地図を用いた減速
支援

竹内 栄二朗（名古屋大学）
吉原 佑器・二宮 芳樹（名古屋大学）

潜在危険場面における自律運転知能のためのリスク定量化
-駐車車両回避時の経路生成への適用-

清水 司（豊田中央研究所）
Pongsathorn Raksincharoensak（東京農工大学）
大桑 政幸（豊田中央研究所）

潜在リスク予測ドライバモデルに基づくブレーキ制御支援シ
ステムの設計と有効性評価

齊藤 裕一（東京農工大学）
三本 喬之・Pongsathorn Raksincharoensak（東京農工大学）

DYCと操舵支援による人間機械協調型運転支援システムに
関する研究(第2報)

井上 慎太郎（トヨタ自動車）
相川 弘幸（東京農工大学）
井上 秀雄（トヨタ自動車）
Pongsathorn Raksincharoensak（東京農工大学）

【13:10〜15:15】

66 予防安全と運転支援 II
Active Safety and Advanced Driver Assistance Systems II
<OS>

座長：丸茂

喜高（日本大学）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション65と同じ

機械学習によるステレオマッチングの全周囲監視カメラへの
応用
-交差点右左折時の歩行者検出秋田 時彦（アイシン精機）
山本 修司（アイシン精機）
山内 悠嗣・藤吉 弘亘（中部大学）
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【15:35〜18:00】

67 予防安全と運転支援 III
Active Safety and Advanced Driver Assistance Systems III
<OS>

座長：瀬川

雅也（ジェイテクト）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション65と同じ

外界情報を活用したセーリングストップシステム（第2報）
今西 裕人（日立製作所）
田代 直之・稲葉 龍・高田 尚子・飯星 洋一（日立製作所）

滑らかな作動フィーリングを実現する配光可変型前照灯の開
発(第1報)
-アイサイトを用いたヘッドランプ切替制御の開発-

廣井 公彦（富士重工業）
小川 原也・友枝 優・村松 悠太（富士重工業）

滑らかな作動フィーリングを実現する配光可変型前照灯の開
発
（第二報）
-高輝度LED光源とロータリーシェードによる単眼配光可変
型前照灯-

村松 悠太（富士重工業）
友枝 優・浅野 憲昭（富士重工業）
山本 照亮（小糸製作所）

運転支援システムによる交通事故低減効果の分析

熊谷 光（富士重工業）

振動刺激による運動錯覚を利用した眠気解消方法の検討

山口 秀明（アイシン精機）
兒玉 隆之（京都橘大学）
藤岡 英二（アイシン精機）

5. 27
（Fri.）
ディーゼルエンジンにおける壁面衝突火炎の拡大観察による
熱損失解析

303（3F）

長田 英朗（新エィシーイー）
内田 登（新エィシーイー）

【9:30〜11:35】

68 先進のディーゼル燃焼・計測・解析技術 I
Advanced Diesel Combustion, Measurement and Analysis
Techniques
<OS>

座長：依頼中

二系統の燃料噴射システムを備えたディーゼル機関の性能と
排気

堀部 直人（京都大学）
八木 政人・桑原 洋樹・川那辺 洋・石山 拓二（京都大学）

マルチインジェクタ搭載大型ディーゼルエンジンにおける熱
発生率制御の可能性および損失低減に関する研究

岡本 毅（新エィシーイー）
内田 登（新エィシーイー）

O S 企 画 趣旨】高い熱効率と低エミッションを両立する先進の噴霧・

混合気形成・燃焼技術，およびそれらを支える筒内現象等の計測解析
技術について議論する．

【 企 画 委員会】ディーゼル機関部門委員会
佐々木洋士（千葉工業大学）
，西田惠哉（広島大学大学
【オーガナイザー】

院）
，依田稔之
（デンソー）
，足立隆幸
（ＵＤトラックス）
，高松宏志
（マツダ）

MBDによるディーゼルシステム開発
（第2報）
小倉 靖司（トヨタ自動車）
金子 広孝・太田 健司・笈川 直彦・武藤 晴文（トヨタ自動車）

ディーゼル燃料噴射技術最前線

末永 了（デンソー）

1次元噴霧発達モデルに基づく簡略ディーゼル燃焼モデルの
検討

小島 宏一（産業技術総合研究所）
川那辺 洋（京都大学）

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

山本 基太（同志社大学大学院）
川島 龍一郎・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）
北村 泰隆・佐藤 正浩・湯浅 弘之・加藤 彰（本田技術研究所）

コンロッド大端部の楕円軌道化による予混合化ディーゼル燃
焼の燃焼騒音低減

岡本 雄樹（北海道大学大学院工学院）
中山 大輔（北海道大学大学院工学院）
柴田 元・小川 英之（北海道大学大学院工学研究院）

【12:35〜14:40】

69 先進のディーゼル燃焼・計測・解析技術 II
Advanced Diesel Combustion, Measurement and Analysis
Techniques
<OS>

座長：依田

稔之（デンソー）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション68と同じ

【15:00〜17:05】

70 先進のディーゼル燃焼・計測・解析技術 III
Advanced Diesel Combustion, Measurement and Analysis
Techniques
<OS>

座長：依頼中

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション68と同じ

エンドスコープ筒内可視化を用いたグロープラグ表面着火に
よる初期火炎形成の観察
早川 朋志（日本特殊陶業）
沖中 学・中村 敏之・田中 貴史（日本特殊陶業）

市場軽油の組成バリエーションを考慮したディーゼル噴霧燃
焼シミュレーション

渡辺 直樹（デンソー）
栗本 直規・星 真弥・佐々木 覚（デンソー）
北村 高明（日本自動車研究所）

ディーゼルエンジンの熱効率および排気性能向上に向けた噴
霧内EGRに関する研究(第二報)
-CO2ガス溶解燃料がディーゼル噴霧の燃焼特性に与える影響-

西上 諒太（同志社大学大学院）
吉田 裕平（同志社大学大学院）
朝井 豪・川端 裕二・表 洪志・湯崎 啓一朗（ヤンマー）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）

WAVE-MTAB モデルの切り替え手法の最適化および
n-dodecaneの簡略化反応機構を用いた噴霧燃焼のLES解析

川口 潤也（同志社大学）
花崎 稔（同志社大学大学院）
堀 司（大阪大学）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）

ディーゼル噴霧燃焼の後燃え期間における励起化学種分布
と熱発生分布の相関のLES解析

周 ベイニ（早稲田大学）
足立 隆幸・草鹿 仁・大聖 泰弘（早稲田大学）

ディーゼル噴霧火炎における壁面熱損失に関する研究
-噴射圧力が熱流束に及ぼす影響巽 健（同志社大学大学院）
前田 篤志（同志社大学）
宮田 哲次（同志社大学大学院）
小橋 好充（金沢工業大学）
桑原 一成（大阪工業大学）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）

小ボア径ディーゼルエンジンの噴霧設計に関する理論的研究
-第4報 熱損失の相似性に関する実験および理論的考察-

稲垣 和久（豊田中央研究所）
水田 準一（豊田中央研究所）
橋詰 剛（トヨタ自動車）
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5. 27
（Fri.）
量子論からの積上げによるマルチスケール・マルチフイジック
ストライボロジーシミュレータの開発と応用

304（3F）
【9:30〜12:10】

71 最新の振動騒音技術 V
The Latest Noise and Vibration Technologies
<OS>

座長：榎本

俊夫（日産自動車）

宮本 明（東北大学）
小原 幸子・石澤 由紀江・大串 巧太郎・Patrick Alain Bonnaud・
三浦 隆治・鈴木 愛・宮本 直人・畠山 望（東北大学）
八木 和行（九州大学）
久保 百司（東北大学）

なじみ・焼付きメソスケールトライボロジーシミュレータの開発

大串 巧太郎（東北大学）
荒木 佳也子・丹野 美佳・Patrick Bonnaud・三浦 隆治・
鈴木 愛・宮本 直人・畠山 望・宮本 明（東北大学）
八木 和行（九州大学）
久保 百司（東北大学）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション8と同じ

ブレーキ鳴き低減に関する一考察
（第4報）
中嶋 純一（アドヴィックス）
水野 雅仁・出納 美朝・土居 修・熊本 太（アドヴィックス）

ディスクブレーキの鳴き発生トリッガーに関する一考察

西脇 正明（帝京大学）
三住 龍太郎（トヨタ自動車）

ブレーキディスクの面振れとDTVに及ぼす熱変形と摩耗の相
互作用

岡村 俊和（キリウ）

クランクシャフトダンパプーリ設計による軽量・細軸クランクシャ
フトの振動低減

宮澤 昌也（本田技術研究所）
望月 計・近藤 孝（本田技術研究所）

アイドルSTOP復帰時エンジン再始動振動の予測技術構築

渡辺 賢（本田技術研究所）
宮田 祐自（本田技術研究所）
緒方 洋介（シーメンス）

PCCI燃焼を用いたディーゼルエンジンの過渡騒音発生特性
に関する研究

【15:35〜17:15】

73 潤滑油、潤滑技術とトライボロジ II
Lubricants, Lubrication Technology and Tribology II
<OS>

座長：畔津

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション72と同じ

高ピストンスピード領域におけるピストンリング周辺のオイル
上がり現象の連続蛍光撮影
大黒 隆（TPR）
林 昌樹・酒井 俊行・川合 清行・山本 匡吾（TPR）

エンジンのオイルリング下の油圧発生メカニズムおよびその
低減方法に関する研究

長谷川 弘樹（東京都市大学）
菊原 浩司（早稲田大学）
西島 駿輔・鈴木 秀和・伊東 明美（東京都市大学）
関谷 弘志（早稲田大学）
赤松 洋孝（日産自動車）

相良 渉乃（山口大学大学院）
角田 佳規（山口大学）
藤村 俊貴・瀬尾 健彦・三上 真人（山口大学大学院）

オイルリング周りのオイル流れに関する研究

【13:10〜15:15】

72 潤滑油、潤滑技術とトライボロジ Ⅰ
Lubricants, Lubrication Technology and Tribology I
<OS>

座長：伊東

星野 信（リケン）
佐藤 和希・臼井 美幸樹・歌代 健一（リケン）

ピストンリングの外周形状による外周摩擦力とオイル消費へ
の影響
（第2報）

臼井 美幸樹（リケン）
望月 和矢・煤田 学・大出 朋孝・佐藤 和希・歌代 健一
（リケン）

明美（東京都市大学）

【OS企画趣旨】パワートレインのための各種潤滑油，潤滑技術とトライ
ボロジーについて議論する．

【 企 画 委員会】燃料潤滑油部門委員会
志賀聖一
（群馬大学大学院）
，伊東明美
（東京都市大学）
，
【オーガナイザー】
河野尚毅
（東燃ゼネラル石油）

311+312（3F）
【9:30〜11:10】

74 新しい計測診断技術 III（新しい流れ計測技術）

SN 0W-16低粘度省燃費油
美藤 洋平（日産自動車）
仲野 誠一・鈴木 理佳・小池 裕介（日産自動車）
楠原 慎太郎（JX 日鉱日石エネルギー）

An Investigation on Size Distribution in Lubricant Oil
Filter of Diesel Engine

Phiranat Khamsrisuk（KMITL）

New Insights on the Impact of Automatic Transmission
Fluid Additives on Corrosion of Copper through the
Application of the Wire Resistance Method

Michael Peter Gahagan（Lubrizol）
Gregory J. Hunt（Lubrizol）
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昭彦（東海大学）

New Technologies for Advanced Measurements and
Diagnostics
<OS>

座長：河原

伸幸（岡山大学大学院）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション41と同じ

高速PIVを用いた吸気切換えデバイスによるエンジン筒内の
流動解析
大倉 康裕（本田技術研究所）
鬼丸 裕美・佐藤 誓祐・浦田 泰弘（本田技術研究所）
店橋 護（東京工業大学）

5. 27
（Fri.）
プラグ型LDVプローブを用いた実機エンジン筒内流動計測
西山 淳（イマジニアリング）
古井 隆・池田 裕二（イマジニアリング）

高圧液体を用いた漏れ検査装置の開発に関する基礎実験

栗巣 普揮（山口大学）
福田 達也・勝田 直・山本 節夫（山口大学）
中川 貢（マルナカ）

高圧液体を用いた漏れ検査技術に関する基礎研究

福田 達也（山口大学）
栗巣 普揮・勝田 直・山本 節夫（山口大学）
中川 貢（マルナカ）

【12:35〜14:40】

75 新しい計測診断技術 IV（革新計測技術）
New Technologies for Advanced Measurements and
Diagnostics
<OS>

座長：赤松

Programmable Hall Effect Sensing Element for Camshaft
and Crankshaft Position Sensors
Olivier Marle（CONTINENTAL Automotive）
Jae-Bong Koo（CONTINENTAL Automotive）

Intake Valve Sticking in Gasoline Powered Engines
-Experience from a Vehicle Test in Finland during
Wintertime-

Dr. Marc Walter（BASF）
Georg Schaeper（BASF）
Ulla Kiiski・Ari Engman（Neste）

非接触光学式粗さ測定によるインライン検査、フリクション
の定量測定

矢尾板 達也（ケン・オートメーション）
飯島 正経（ケン・オートメーション）
Reiner Brodmann（オプトサーフ）

浮動ライナ法によるピストン摩擦力計測法に関する研究
-計測データとその処理法について-

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）

史光（大阪大学大学院）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション41と同じ

赤外線サーモグラフによる微小面積温度測定時のピーク温
度検出能力推定方法の提案
平沢 浩一（KOA）
有賀 善紀・青木 洋稔（KOA）
国峯 尚樹（サーマルデザインラボ）
富村 寿夫（熊本大学）

熱電対を用いたプリント配線板温度測定時のヒートスプレッ
ダによる測定誤差緩和に関する提案

有賀 善紀（KOA）
平沢 浩一・青木 洋稔（KOA）
国峯 尚樹（サーマルデザインラボ）
富村 寿夫（熊本大学）

High Precision Piston to Liner Friction Measurement

Ernst Winklhofer（AVL List）
Siegfried Loesch・Stefan Satschen（AVL List）

準静電界技術を用いた路面状態センシングに関する研究

河野 賢司（東京大学）
北川 善智・滝口 清昭・須田 義大（東京大学）

高速道路サグにおける渋滞予兆検知インデックスのみえる化

越膳 孝方（ホンダ技術研究所）
小池 弘之（ホンダ）
近藤 和弘（オプティマ）

313+314（3F）
【9:30〜12:10】

76 エンジン部品・トライボロジ

ディーゼル用スチールピストン モノライトの摩擦特性最適化

岩田 友幸（マーレエンジンコンポーネンツジャパン）
大澤 克幸・大岩 力（マーレエンジンコンポーネンツジャパン）

【13:10〜15:15】

77 振動・騒音・乗心地 I
Noise, Vibration, Harshness I
座長：須藤

晶（本田技術研究所）

1DCAEによるブレーキ性能解明の可能性
山梨 敏数（ニュートンワークス）

セットベース設計手法を用いた車両振動の最適化

柿沼 道子（日野自動車）
榎本 満（日野自動車）
石川 晴雄（電気通信大学）

実数モード仮定によるカーブフィット方法とその応用

古澤 政生（F-MA コンサルティング）
竹井 俊樹（F-MA コンサルティング）

Using Automated CFD Simulation to Inform Acoustic
Models of Complex Mufflers

Taiki Tsukada（ESI Group）
Bryce Gardner・Abderrazek Mejdi・Fred Mendonca・
Chadwyck Musser（ESI Group）

Dynamic Seat Comfort - A Challenge for the
Development Process

Alexander Siefert（Woelfel Engineering）

Engine Component・Tribology
座長：依頼中
新型V6 3.0Lツインターボガソリンエンジン―エンジン3性能
を高次元で両立させる可変動弁技術
須井 隆幸（日産自動車）
野原 常靖・佐々木 潤哉・友金 和人（日産自動車）
栗城 剛・小川 慶治郎・辻 暢彦（シェフラージャパン）
Thoelke Andreas（Schaeffler Technologies）
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5. 27
（Fri.）
【15:35〜17:40】

燃料電池スタックセル面内CCM含水量分布の最適化
南雲 健司（本田技術研究所）
岩成 亨・千葉 裕人・佐藤 雅彦・宮島 一嘉・古澤 宏一朗
（本田技術研究所）

78 振動・騒音・乗心地 II
Noise, Vibration, Harshness II
座長：中村

浩之（三菱自動車工業）

Smart Localization of Microphones inside an Automotive
Cabin
Karl Janssens（Siemens Industry Software）
Bram Cornelis・Bart Peeters・Mostapha Choukri
（Siemens Industry Software）

Determining Sound Power or Contribution of
Components using 3D Sound Source Localization and
Multi-Array Techniques: Application to Engine Test
Bench and Wind Tunnel

Jeroen Lanslots（Siemens Industry Software）
Lucille Lamotte・Olivier Minck（MicrodB）
Mostapha Choukri（Siemens Industry Software）

Estimation of Operational Modal Parameters of a Vehicle
from Transient Run up Engine Data

Mostapha Choukri（Siemens Industry Software）
Simone Manzato・Emilio Di Lorenzo・Jenny Lau・Bart Peeters
（Siemens Industry Software）

A Research of Operating Noise and Vibration on Power
Trunk Lid

Yong Hyuck Im（Hyundai Motor）
Seung Woo Seo・Jung Hoon Park・Min Hyung Byun
（Hyundai Motor）

タイヤ転がり抵抗・車外騒音・ウェットグリップに係る協定規
則
（第117号）
の国内導入

新保 雄太（国土交通省）

315（3F）

新型ＦＣＶ用 高耐久性 燃料電池スタックの開発

則本 理人（トヨタ自動車）

【13:10〜15:50】

80 自動車用燃料電池 2
Fuel Cell Vehicle 2
<OS>

座長：吉田

利彦（東京工業大学大学院）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション79と同じ

FCV用インタンク電磁弁の開発
朝野 護人（本田技術研究所）
加藤 航一・尾崎 浩靖・和田 信（本田技術研究所）

CFDを用いたFCV用高圧水素タンク内温度予測

松岡 寛和（コベルコ科研）
川西 秀樹・山中 拓己（コベルコ科研）

新型FCVのFCシステム開発

長谷川 貴彦（トヨタ自動車）
今西 啓之・灘 光博・井漕 好博（トヨタ自動車）

新型FCVの氷点下制御技術の開発

丸尾 剛（トヨタ自動車）
今西 啓之・灘 光博・井漕 好博（トヨタ自動車）

球状金属粉末焼結多孔体流路を用いた直接メタノール燃料電
池におけるガス拡散層の親水処理が発電性能に与える影響

首藤 登志夫（首都大学東京）
柳澤 俊彰（積水化学工業）
川澄 大輝（首都大学東京）

70 MPa差圧式高圧水電解スタックの性能評価

石川 博之（本田技術研究所）
針生 栄次（本田技術研究所）

【9:30〜12:10】

79 自動車用燃料電池 1

414+415（4F）

Fuel Cell Vehicle 1
<OS>

座長：首藤

登志夫（首都大学東京大学院）

自動車用燃料電池の技術，周辺技術の研究開発におけ
【OS企画趣旨】
る進捗を共有し，開発加速に向けた将来の方向性・課題を議論する目的
で企画する．

【 企 画 委員会】燃料電池部門委員会
近久武美（北海道大学大学院）
，沼田耕一（トヨタ自動
【オーガナイザー】
車）
，明石耕太郎
（日産自動車）
，藤井洋介
（本田技術研究所）

燃料電池用高分子電解質膜の化学劣化の評価と寿命予測の
技術
平出 篤志（本田技術研究所）

白金ストレス指標にもとづく燃料電池カソード触媒の劣化予
測モデル

山本 昌邦（本田技術研究所）
松森 裕史（本田技術研究所）

燃料電池自動車の湿潤制御技術および水素欠乏検知技術の
開発

青木 哲也（日産自動車）
酒井 政信・松本 充彦・藤井 隆宏・田渕 雄一郎（日産自動車）

燃料電池用電解質膜の電極クラック部における機械的劣化
の寿命予測技術

杉下 昌史（本田技術研究所）
大森 優（本田技術研究所）
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【9:30〜11:35】

81 燃料技術と燃焼Ⅰ
Fuels Technology and Combustion I
<OS>

座長：榎本

啓士（金沢大学）

パワートレインのための各種燃料油とその燃焼につい
【OS企画趣旨】
て議論する．

【 企 画 委員会】燃料潤滑油部門委員会
志賀聖一
（群馬大学大学院）
，伊東明美
（東京都市大学）
，
【オーガナイザー】
河野尚毅
（東燃ゼネラル石油）

The Effect and Characteristics of Stratified Charge in
Direct Injection Spark Ignition Engine when Blended
Ethanol and Gasoline as Fuel
Panuwat Kangkaya（KMITL）
Preechar Karin・Chinda Charoenphonphanich（KMITL）
Manida Tongroon（NSTDA）
Hidenori Kosaka（TITECH）

5. 27
（Fri.）
The Effect of Exhaust Gas Recirculation in Direct
Injection Spark Ignition Engine using Ethanol Blended
Fuel
Rattapoom Keskangam（KMITL）
Preechar Karin（KMITL）
Nuwong Chollacoop（NSTDA）
Hidenori Kosaka（TITECH）

Effect of Start of Injection Timing on Performance of
Gasoline-Ethanol Blended Fuel PFI Engine under Boat
Condition

Kraiwut Kujirapan（KMITL）
Kittichart Tumaiam・Chaiwat Nuthong・
Chinda Charoenphonphanich（KMITL）
Teera Phatrapornnant（NSTDA）
Masaki Yamakita（Tokyo Institute of Technology）

FAME混合軽油の酸化劣化特性の研究

杉浦 立樹（日野自動車）
中村 洋一郎（日野自動車）

Investigation on Effect of Hydrotreated Vegetable Oil
Diesel Blend Percentage to Injection Characteristic

Pop-Paul Ewphun（KMITL）
Chau Tan Vo・Sukit Saeo・Prathan Srichai・
Preechar Karin・Chinda Charoenphonphanich（KMITL）
Nuwong Chollacoop（NSTDA）
Hidenori Kosaka（Tokyo Institute of Technology）

【12:35〜15:15】

82 燃料技術と燃焼 II
Fuels Technology and Combustion II
<OS>

座長：首藤

登志夫（首都大学東京）

416+417（4F）
【9:30〜12:35】

83 最新の熱流体技術が導く車の革新 - 自動車の
進化を支える最新熱マネ技術 Latest Thermal Fluid Technologies leading to Vehicle
Innovation - Latest Thermal Management Technologies
Supporting Vehicle Evolution
<OS>

座長：染矢

聡（産業技術総合研究所）

【OS企画趣旨】車の低燃費化など，くるまの進化に必要とされる熱マ
ネージメント関連技術の研究事例について討議する．

【 企 画 委員会】伝熱技術部門委員会
古畑朋彦
（群馬大学）
，森 正芳
（本田技術研究所）
【オーガナイザー】
［基調講演］
省エネを支える伝熱技術
松永 和彦（いすゞ自動車）

自動車エンジン用ウォーターポンプのトルク低減について

高山 一郎（山田製作所）
小林 剛・青柳 大志・大場 勝行（山田製作所）

EV用バッテリーの熱マネージメントにおける、相変化蓄熱材
（PCM）
の活用効果に関する検証

本柳 慶行（マグナ・インターナショナル・ジャパン）
村松 憲幸（マグナ・インターナショナル・ジャパン）
Christian Rathberger
（MAGNA Powertrain, Engineering Center Steyr）

排気熱再循環システムの高効率化による冬季実用燃費向上

村田 登志朗（トヨタ自動車）
中川 正（トヨタ自動車）
西野 寿・松浦 一成（三五）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション81と同じ

二成分燃料の混合比率と自着火に関する反応速度論的解釈
田中 光太郎（茨城大学）
酒井 康行（福井大学）
成毛 政貴・金野 満（茨城大学）

プール燃焼場における多環芳香族炭化水素の生成特性に関
する研究

橋本 淳（大分大学）
井上 達朗・中村 健・鶴留 直之・植田 拓巳（大分大学大学院）
田上 公俊（大分大学）

The Effect of Super-Lean Premixed Gas and Strong
Tumble Flow on Heat Loss of SI Engine.

自動車排気系の3次元熱流動解析に適用可能なターボチャー
ジャー・タービン運動量モデルの開発

松田 拓（東京都市大学）
小林 裕児・郡 逸平・永野 秀明（東京都市大学）
王 宗光・秋枝 実証（三菱自動車工業）

EGRクーラ伝熱面上におけるPMの堆積および剥離挙動の可
視化

岩崎 充（カルソニックカンセイ）
原 潤一郎・松平 範光（カルソニックカンセイ）
古畑 朋彦・新井 達也（群馬大学）

冷却水停止バルブの開発

小室 健一（アイシン精機）

Akira Kojima（Keio University）
Norimasa Iida・Mina Nishi（Keio University）
Yuji Mihara（Tokyo City University）

乱流燃焼ダイアグラムを用いた超希薄予混合気・高タンブル
流条件下における燃焼形態の検討

菅田 健志（慶應義塾大学大学院）
李 世埈・釘町 悠太・白鳥 博（慶應義塾大学大学院）
横森 剛・飯田 訓正（慶應義塾大学）
中田 浩一（トヨタ自動車）
浦田 泰弘（本田技術研究所）

天然ガスと軽油を用いたDual Fuel機関における低エミッショ
ン燃焼成立条件の検討

平岡 賢二（三菱重工業）
今森 祐介・加藤 保雄（三菱重工業）
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5. 27
（Fri.）
【13:35〜15:15】

Numerical Simulation Approach for Immersion
Quenching of Aluminum and Steel Components
David Greif（AVL- AST, Slovenia）
Rok Kopun・Nejc Kosir（AVL- AST, Slovenia）
Dongsheng Zhang（AVL List, Austria）

84 最新の熱流体技術が導く車の革新 - 最新の
CFD 技術 I
Latest Thermal Fluid Technologies leading to Vehicle
Innovation - Latest Techniques in CFD
<OS>

座長：永岡

418（4F）

真（豊田中央研究所）

【9:30〜11:10】
【OS企画趣旨】くるまの進化を支えるCFD技術の最新研究事例につい
て討議する．

【 企 画 委員会】CFD技術部門委員会
伊藤裕一（木更津工業高等専門学校）
，永岡 真（豊田
【オーガナイザー】

86 動力伝達要素
Drivetrain Components
座長：青山

明宏（ジヤトコ）

中央研究所）
，中島卓司
（広島大学大学院）
，助重雅久
（日野自動車）

Immersed Boundary法とAdjoint法による吸気ポートの形状
最適化

Experimental Study on the Heat Capacity Improvement
of Dry Dual Clutch
Woonki Cho（Hyundai Motor）
Sangwon Noh・Myungsoo Go（Hyundai Motor）
Wonjin Kim（Pyunghwa Valeo）
Hyungwook Cho・Dongwon Kim（Hyundai Motor）

斉藤 良晴（トヨタ自動車）
久保田 正人・徳田 茂史・野口 泰（トヨタ自動車）

The New Quasi Transient Adjoint

Angus Lock（Auto Research Center）

Pseudo-Transient Method for Under-Hood Thermal
Management in Passenger Cars

Begona Leon Moya（Volvo）
Per Westin・Petter Ostlund（AF Industry）
Tore Bark・Jerry Sjosten・Emil Willeson・Alexander Broniewicz
（Volvo）

A Study on the Control Method of Electric Oil Pump for
Hybrid AT

Hak Sung Lee（Hyundai Motor）
Yeonho Kim・Jaeshin Yi・Sanglok Song・Gyeongchul Kim・
Jonghyun Kim・Jongho Lee・Yohan Kim（Hyundai Motor）

T/M用オイルポンプノイズ発生メカニズム解明及び低減検討例

海老名 季治（トヨタ自動車）
淺岡 勇樹（ジェイテクト）
草田 享・百武 哲也（日本自動車部品総合研究所）

大規模解析による自動車用エンジン冷却ファンの流れ構造に
関する研究
（第1報）

小林 裕児（東京都市大学）
吉田 憲司（デンソー）
郡 逸平（東京都市大学）
酒井 雅晴・浅野 秀夫（デンソー）

【15:35〜17:15】

Latest Thermal Fluid Technologies leading to Vehicle
Innovation - Latest Techniques in CFD
座長：中島

草田 享（日本自動車部品総合研究所）
百武 哲也（日本自動車部品総合研究所）
海老名 季治・石和田 健（トヨタ自動車）

【12:35〜14:15】

85 最新の熱流体技術が導く車の革新 - 最新の
CFD 技術 II
<OS>

オイルポンプの気泡によるノイズ発生メカニズム解析

卓司（広島大学大学院）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション84と同じ

粒子法によるエンジン潤滑油中の気泡挙動シミュレーション
に関する研究
（第一報）
松井 宏次（本田技術研究所）
松下 耕一朗（本田技術研究所）
李 ハク・政家 一誠・山井 三亀夫（プロメテック・ソフトウェア）

冠水路走行時の吸気口への水入り予測技術

吉武 邦彦（本田技術研究所）
舘山 裕之・小川 厚（本田技術研究所）

Moving Ground Simulation for High Performance Race
Cars in an Automotive Wind Tunnel
-CFD Approach on Moving Belt Dimensions-

Christopher Collin（Technical University of Munich）
Thomas Indinger（Technical University of Munich）
Joerg Mueller（AUDI, Ingolstadt）

87 FMI(Functional Mockup Interface) によるモ
デル流通の最新状況
R e c e n t M ove me n t o f M o d e l E xc h a ng e u s ing F M I
(Functional Mockup Interface)
<OS>

座長：平野

豊（トヨタ自動車）

【OS企画趣旨】異種シミュレーションツール間のモデル流通の標準イン

ターフェイスとして，欧州より提唱されたＦＭＩの利用が活発化している．
本セッションでは，ＦＭＩによるモデル流通を促進するため，各ツールベ
ンダの取組み状況や，ユーザ側での活用事例の紹介を行い，今後のＦＭ
Ｉ活用を検討している会員各位への参考と資する．

【 企 画 委員会】自動車制御とモデル研究専門委員会
平野 豊
（トヨタ自動車）
，
AndreassonJohan
（モデロン）
，
【オーガナイザー】
川邊武俊
（九州大学大学院）
，於保 茂
（日本工業大学）

EPS開発におけるマルチボディ解析ツールと1DCAEツール
のFMI連成
広野 友英（ニュートンワークス）
田中 昌文（ニュートンワークス）
松木 和宏（ファンクションベイ）

Virtualization of Vehicle Development

Guido Sandmann（The MathWorks）

Integrating 3D Physics at the System Level with the
Functional Mock-Up Interface

Lee Johnson（ANSYS）
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5. 27
（Fri.）
The Path Towards Virtual Development and Verification
using FMI
Rui Gao（Modelon）
Maria Henningsson・Johan Andreasson（Modelon）

501（5F）

【14:10〜15:50】

90 先進のディーゼルエンジン制御・後処理技術
Advanced Diesel Engine Control and Aftertreatment
System
<OS>

座長：高松

宏志（マツダ）

【9:30〜11:35】
過渡運転，冷始動など，様々な運転条件において 高い
【OS企画趣旨】

88 自動車の運動と制御 IV

熱効率を維持しながら低エミッションを実現する先進のディーゼルエンジ

Vehicle Dynamics and Control
<OS>

座長：皆川

正明（Dynamic Research）

ン制御技術，後処理技術について議論する．

【 企 画 委員会】ディーゼル機関部門委員会
佐々木洋士（千葉工業大学）
，西田惠哉（広島大学大学
【オーガナイザー】

院）
，依田稔之
（デンソー）
，足立隆幸
（ＵＤトラックス）
，高松宏志
（マツダ）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション27と同じ

前後荷重配分がスポーツ走行性能に及ぼす影響
-モータースポーツ車両やスポーツカーの素性酒井 英樹（近畿大学）

The Study for Improving the Wheel Alignment Change of
Coupled Torsion Beam Axle Suspension

Soo Sik Chung（Hyundai Motor）
Kee-June Mun（HWASHIN）

フラットベルト試験機による実車計測データの再現

木戸 一希（エー・アンド・デイ）
伊藤 幸久・津田 徹・古川 哲・村上 敦夫・小山 友和
（エー・アンド・デイ）

車両運動解析用三次元簡易タイヤモデルの提案

尾崎 明徳（なし）

不整地におけるタイヤエネルギを考慮した駆動力配分

江藤 亮輔（防衛大学校）
坂田 和臣・山川 淳也（防衛大学校）

Diesel Injection and Combustion Modelling for Real
Time Applications
Johann Krammer（AVL List）

モデル予測に基づく目標修正アルゴリズムのエンジン吸排気
制御への応用

白井 隼人（トヨタ自動車）
仲田 勇人・松永 彰生・冨永 浩之（トヨタ自動車）

噴射系クローズドループシステムを用いたディーゼルエンジン
の性能向上

小松 航（デンソー）
伊藤 嘉康・宮浦 猛（トヨタ自動車）
内山 賢・立木 豊盛・今井 稔（デンソー）

六角セル構造フィルター上のディーゼル微粒子酸化反応速度
に関する研究

中村 真季（東京工業大学）
花村 克悟（東京工業大学）
渋田 匠・吉野 朝（住友化学）
岩崎 健太郎（住化セラミックスポーランド）

【12:35〜13:50】

89 タイヤ／路面摩擦特性とその周辺技術 - 安全
性向上，燃費向上，環境負荷低減などの関連
技術 Tire / Road Characteristics, Contact Properties and
Related Technologies - Related Technologies of Tire, Road,
and Safety of Car, and their Interactions to Improve an
Environmental Load, a Fuel Consumption <OS>

座長：酒井

英樹（近畿大学）

【OS企画趣旨】タイヤに関わる安全性，環境負荷低減，快適性などの
最新技術報告を集め，将来の方向性を議論する．

【 企 画 委員会】タイヤ／路面摩擦特性部門委員会
酒井英樹（近畿大学）
，大久保良輔（トヨタ）
，加藤和広
【オーガナイザー】
（アドヴィックス）
，鈴木晴之
（住友ゴム）

データマイニング手法を用いたタイヤパタンノイズ予測および
最適化
李 鍾先（ハンコックタイヤ）
金 用勲・朴 主培（ハンコックタイヤ）

次世代エコタイヤ適用性向上技術開発

桑山 勲（ブリヂストン）
片山 辰作・松本 浩幸・佐口 隆成（ブリヂストン）

低自由度力学モデルと振動試験を用いたタイヤ基本剛性の
評価

田尻 大樹（豊橋技術科学大学大学院）
松原 真己・伊勢 智彦・河村 庄造（豊橋技術科学大学）
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5. 27
（Fri.）

502（5F）

自動車排気管内流れの高精度数値解析による温度予測
大原 崇裕（早稲田大学）
倉石 孝・乙黒 雄斗・滝沢 研二（早稲田大学）
Tezduyar E. Tayfun（Rice University）

【9:30〜11:10】

91 共同研究の推進 - ドイツを例とした産学連携に
よる革新事例
"The Power of Joint Research" The German Example Innovation by Industry/Science Cooperation
<OS>

座長：草鹿

ディーゼルエンジン後処理用排気管内インジェクタから噴射
される噴霧挙動解析(第3報)
-高温場における壁面衝突噴霧の蒸発特性-

酒谷 昇吾（同志社大学大学院）
浅川 野人（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）
植西 徹（トヨタ自動車）
渡邉 哲也（三菱自動車工業）

仁（早稲田大学）

【OS企画趣旨】日独は製造業が国家を支えている点で似ている．今後

はより高度な技術を創出していくためには産ー学の研究開発を結びつけ
て，人材育成・製品開発の効率を高めていくことが重要である．本セッ
ションでは， ６０年の歴史を有するドイツの内燃機関，ターボ機械に関
する産学コンソーシアムであるFVVの研究システムについて討論する．さ
らに，同コンソーシアムにおける最近の研究成果を紹介し，参加者との
ディスカッションを通し，日独のエンジニアが互いに刺激しあえるような

ディーゼルエンジン後処理用排気管内インジェクタから噴射
される噴霧挙動解析(第4報)
-低圧噴霧における壁面衝突の数値解析-

田畑 弘隆（同志社大学大学院）
吉田 裕平（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）
植西 徹（トヨタ自動車）
渡邊 哲也（三菱自動車工業）

エキサイティングなセッションを目指す．

【 企 画 委員会】国際委員会
草鹿 仁
（早稲田大学）
，大拔哲雄
（富士重工）
【オーガナイザー】
"The Power of Joint Research" - The FVV Innovation
Network
-Successful Precompetitive Cooperation between
Industry and Science in the Field of Combustion
EnginesDietmar Goericke（FVV）
Martin Nitsche・Ralf Thee（FVV）

Investigations on Pulsating Turbine Flow

Rainer Zimmermann（Technical University of Berlin）
Sebastian Hakansson・Roland Baar・Lars Enghardt
（Technical University of Berlin）

Methane Based Fuels Potential Study and Key Figures

Michael Bargende（IVK University of Stuttgart）
Sebastian Scharlipp・Lukas Urban（IVK University of Stuttgart）

Report of FVV Project Nr. 1124 (IGF-Nr. 17553):
Experimental Investigation of the Lube-Oil Transport
Mechanisms within the Piston/Piston-Rings of a
Gasoline Engine

Georg Wachtmeister（Technische Universitaet Muenchen）
Claus Kirner（LVK-TUM）
Benedict Uhlig（LVK-TUM）

【12:35〜14:15】

92 排気触媒システム ( 触媒用燃料噴射 )
Exhaust Emission Catalyst Systems (Catalytic Fuel
Injection)
<OS>

座長：鈴木

央一（交通安全環境研究所）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション29と同じ

DPF再生のためのポスト噴射に起因したオイル希釈メカニズ
ムの解析
松岡 正紘（日本自動車研究所）
北村 高明・伊藤 貴之（日本自動車研究所）
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【14:35〜16:15】

93 排気後処理
After Treatment of Emissions
座長：小酒

英範（東京工業大学）

量子論からの積上げによるスス粒子の吸着挙動シミュレー
ション
-化学吸着を考慮したスス粒子の吸着挙動佐藤 絵美（東北大学）
小原 幸子・石澤 由紀江・稲葉 賢二・佐藤 愛美・
小室 怜・宮本 直人・畠山 望（東北大学）
橋本 淳（大分大学）
秋濱 一弘（日本大学）
宮本 明（東北大学）

自動車エンジン燃焼中の煤粒子成長過程のマルチスケール
解析

佐瀬 舞（東北大学）
佐藤 絵美・稲葉 賢二・石澤 由紀江・鈴木 愛・三浦 隆治・
Patrick Alain Bonnaud・畠山 望（東北大学）
橋本 淳（大分大学）
秋濱 一弘（日本大学）
宮本 明（東北大学）

The Challenge for Diesel Aftertreatment in the Urban
Environment

Roscoe Sellers（Ricardo）

市場を忠実に再現する三元触媒の評価法に関する研究

中野 勉（富士重工業）

5. 27
（Fri.）
【12:35〜14:40】

503（5F）

96 車両開発 II

【9:30〜12:10】

94 最新の xEV 技術 II - ハイブリッドユニットおよ
びシステム II
xEV Systems II - Hybrid Vehicle Units and Systems II
<OS>

座長：野口

実（本田技術研究所）

【OS企画趣旨】
【企画委員会】【オーガナイザー】
セッション14と同じ

Development of High Performance LDC to Enhance Fuel
Economy for EV
Dae Woo Lee（Hyundai Motor）
In-Yong Yeo・Yun-Sik Lee・Tae-Jong Ha・Byeong-Seob Song・
Dong-Sup Ahn・Jin-Hwan Jung（Hyundai Motor）

小型ハイブリッド車向けパワーコントロールユニットの開発

中島 優（トヨタ自動車）
菊地 隆二・小杉 肇（トヨタ自動車）
金子 高久（デンソー）

48VエコドライブシステムのCO2削減効果

湯田平 裕文（コンチネンタル・オートモーティブ・ジャパン）

要求パワー予測に基づくHEVのリアルタイム最適化

原 舜一（上智大学）
申 鉄龍（上智大学）
張 江燕（大連民族大学）

Vehicle Development II
座長：依頼中
Development of Integrated Rainsensor by using Camera
Image Sensor
Hyun-Sub Kim（Hyundai Motor）
Keun Sig Lim・Chan Mook Choi（Hyundai Motor）

Optimised Development of Heated Washer Nozzle

Jongmin Park（Hyundai Motor）
Nak Kyoung Kong・Su Nam Kim・Gi Hong Lee・Geon Su Jin
（Hyundai Motor）

A Study on Related Factors of Body E-Coat Quality in
Actual Production Plants

Byungsu Kim（Hyundai Motor）
Jungyeon Kim・Seungho Ahn（Hyundai Motor）

Optimized Design of Cowl Cross Bar
-The Cowl Cross Bar(Ccb) Satisfying 5 Performances,1.
Nvh 2.Crash 3.Ride and Handling 4.Durability 5.
Rigidity.-

Byungseok Kong（Hyundai Motor）
Changwan Woo・Jongheon Lee（Hyundai Motor）

A Development of Retainer Integrated Lower Channel
Structure of the Car Door Module

Injea Lee（Daedong HI-LEX）

新型路線ハイブリッドバス用ユニットの開発

濵井 抄太郎（日野自動車）
小野澤 禎之・横田 明彦・徳江 博文・福田 好史・山崎 穂高
（日野自動車）

Maximizing HEV Potential
-How to Optimize a Hybrid Systems Energy Efficiency-

Arno Huss（AVL List）
Raimund Ellinger・Stephen Jones・Laurent Allouchery
（AVL List）

511+512（5F）
【9:30〜10:45】

95 金属材料 III
Metal Material III
座長：槇

徹雄（東京都市大学）

鋼管の熱間ガスブローによる1500MPa級連続閉断面成形技
術の開発
（第1報）
石塚 正之（住友重機械工業）
野際 公宏・雜賀 雅之・上野 紀条・水野 宗人
（住友重機械工業）
小松 隆（リンツリサーチエンジニアリング）

鋼管の熱間ガスブローによる1500MPa級連続閉断面成形技
術の開発
（第2報）

野際 公宏（住友重機械工業）
石塚 正之・雑賀 雅之・上野 紀条・水野 宗人
（住友重機械工業）
小松 隆（リンツリサーチエンジニアリング）

Evaluation of Wear Characteristic for Coating on SKD11
Substrate with Advanced High Strength Steels

Jinjae Kim（Kyungpook National University）
Youngsuk Kim（Kyungpook National University）
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