ファイナルプログラム
会期：2018年10月17日（水）～19日（金）
会場：名古屋国際会議場（名古屋市熱田区熱田西町1-1）

会 場 案 内 図
10月18日
・Technical Review
・市民公開特別講演
10月19日
講演会場

10月17日・18日
232+233
講演会場 10月17日・18日

7F
レセプションホール1（東）
講演会場

10月19日
431+432

講演会場

産学ポスター
セッション

レセプションホール2（西）
講演会場
141+142

講演会場

レセプションホール

センチュリーホール

4F

イベントホール上部

ロビー

10月17日・18日
234

講演会場

131+132

講演会場

3F

133+134

講演会場

135

講演者準備室
センチュリーホール

イベントホール上部

10月17日・18日
224

講演会場

部屋番号
表示の見方

10月17日・18日
222+223

3

2F

講演会場

↑通し番号

1

↑階数

↑館番号

2

白鳥ホール上部

センチュリーホール

イベントホール上部

2号館1F 3号室
10月19日
第12回女性
技術者交流会

10月17日・18日
211+212

講演会場

白鳥ホール
（南）

白鳥ホール
（北）

1F

騎馬像

管理事務所

警備員室

売店

センチュリーホール

アトリウム
イベントホール

地下鉄 西高蔵駅
2番出口から徒歩5分

4号館1F 白鳥ホール
（南）
10月17日～19日
講演会場
10月18日
秋季大会パーティ
（技術者交流会）
4号館1F 白鳥ホール
（北）
・オンライン受付
・会場受付
・座長/講演者受付
・カスタマーサービス
・名誉会員/報道/関係者/新入会受付
・書籍販売コーナ
・予稿集プリントサービス
・クローク
・産学ポスターセッション
・学生フォーミュラ車両展示

地下鉄 日比野駅
1番出口から徒歩5分

正面玄関
（2階）

会
会

期：2018年10月17日（水）
～19日（金）
場：名古屋国際会議場（名古屋市熱田区熱田西町1-1）

・

目
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1

会
会
行

事

名

参加登録／参加費
要／有料

① 学術講演会

※参加資格により参加費が異なります

●

●

② Technical Review

不要／無料

●

③ 市民公開特別講演

不要／無料

●

要／有料

●

④ 秋季大会パーティ（技術者交流会）

要／無料

⑤ 第12回女性技術者交流会

●

●

※対象：自動車業界に携わる女性技術者

⑥ 学生フォーミュラ車両展示

不要／無料

●

●

●

⑦ 産学ポスターセッション

不要／無料

●

●

●

設

備

号

無 料 Wi-Fi

館

フロア

場

所

設備詳細

SSID：ncc ※プロバイダ契約や公衆無線 LAN 契約は不要
1 号館

7F

エレベーター下りて左手

展望レストラン「パステル」

11:00〜14:00

1 号館

2F

1 号館との連絡通路付近

喫茶・軽食 ラウンジ「ユリ」

9:00〜16:00

1 号館

1F

センチュリーホール側アトリウム

4台

1 号館

1F

4 号館との連絡通路付近

2台

2 号館

1F

展示室 213 の付近

1台

3 号館

1F

東側（入口左手）階段付近

1台

4 号館

1F

白鳥ホール（南）の付近

1台

2 号館

2F

会議室 223 の付近

1台

2 号館

3F

会議室 233 の付近

1台

1 号館

3F

イベントホール側エスカレーター付近

1台

4 号館

3F

3 号館との連絡通路付近

1台

店

1 号館

1F

センチュリーホール付近

名古屋のお土産品，伝統産業品，事務用品，飲料水 等

コピー・FAX

1 号館

1F

センチュリーホール付近

コピー（モノクロ）10 円 ，コピー（カラー）B4 サイズ
まで 50 円／ A3 サイズ 100 円 FAX 1 分ごとに 100 円

PC コーナー

1 号館

1F

管理事務室の受付横

PC（日本語）2 台，PC（英語）1 台

1F

屋外

館内は禁煙

レストラン

自動販売機

売

喫煙コーナー 1・2・3号館

2

17 日（水） 18 日（木） 19 日（金）

各窓口の営業時間
10月17日（水）
8:30

受

付

・ネームカード発行
・予稿集DVDお受取り

4号館1F

白鳥ホール（北）

18:00

4号館1F

白鳥ホール（北）

18:30

クローク

4号館1F

白鳥ホール（北）

18:30

書籍販売

4号館1F

白鳥ホール（北）

講演者準備室

1号館3F

135

4号館1F

白鳥ホール（北）

16:00

4号館1F

白鳥ホール（北）

16:00

クローク

4号館1F

白鳥ホール（北）

書籍販売

4号館1F

白鳥ホール（北）

講演者準備室

1号館3F

135

4号館1F

白鳥ホール（北）

4号館1F

白鳥ホール（北）

17:30

クローク

4号館1F

白鳥ホール（北）

17:30

書籍販売

4号館1F

白鳥ホール（北）

講演者準備室

1号館3F

135

カスタマーサービス
・QRコード発行
・会員番号検索
・領 収 証 発 行
・各種お問合せ

17:30
18:00

10月18日（木）
8:30

受

付

・ネームカード発行
・予稿集DVDお受取り

カスタマーサービス
・QRコード発行
・会員番号検索
・領 収 証 発 行
・各種お問合せ

19:15
16:00
15:00

10月19日（金）
8:30

受

付

・ネームカード発行
・予稿集DVDお受取り

17:00

カスタマーサービス
・QRコード発行
・会員番号検索
・領 収 証 発 行
・各種お問合せ

15:30
17:00

3

学術講演会
①学術講演会

有料

参加登録要

10月17日
（水）～19日
（金） 各講演会場
早期参加登録

通常参加登録

登録期間

８月上旬～ 10 月 10 日（水）

10 月 11 日（木）～
19 日（金）

登録方法

オンライン

オンライン

参加登録費

正 会 員
学生会員
賛助会員・一般

支払方法

支払期限日

キャンセル時の返金
特典♪

8,000 円（不課税）
3,000 円（不課税）
21,600 円（税 込）
①クレジットカード決済
②銀行振込
③コンビニ決済

クレジットカード決済

①～③すべて 10 月 10 日（水）

※期限日までに支払が完了しなかった場合，
お申込は無効となります

10 月 10 日（水）まで全額返金
※返金手数料除く

1. 参加登録費の割引
2. 講演予稿集事前閲覧（会期前に WEB 閲覧）

【受付場所】4号館1F 白鳥ホール（北）

QRコードを自動発券機にかざす
プリントアウトもしくはスマートフォン等の画面に表
示された「イベント参加券」の QR コードを自動発券機
の読み取りセンサーにかざしてください。

ネームカードを受取る

STEP2

発券されたネームカードを受取りください。
※予稿集 DVD，プログラム，ネームホルダーをお取り
のうえご入場ください。

4

会

場

10,000 円（不課税）
3,000 円（不課税）
23,000 円（税 込）

受付の流れ

STEP1

10 月 17 日（水）～
19 日（金）

クレジットカード決済
または現金払い

登 録 時

返金なし
なし

② Technical Review
10月18日
（木）15：00～16：00

3号館3F

無料

参加登録不要

無料

参加登録不要

国際会議室

『自動車の電動化に向けて～トヨタの動力用電池の開発と今後の展望～』
講 師：佐藤 広一氏（トヨタ自動車株式会社）
司 会：森吉 泰生氏（学術講演会運営委員会委員長）

③ 市民公開特別講演
10月18日
（木）16：15～17：15

3号館3F

国際会議室

『大発見！日本人科学者がピラミッド4500年の謎に迫る！』
講 師：森島 邦博氏（名古屋大学）
司 会：西井 清治氏（自動車技術会中部支部長）

④ 秋季大会パーティ（技術者交流会）
10月18日
（木）17：30～19：00
■参加費

有料

参加登録要

4号館1F 白鳥ホール（南）

正会員・学生会員・賛助会員 ……… 3,000円（税込）
一 般……………………………… 7,000円（税込）

1.［事前申し込み（前払）］

☆申込締切日：2018年10月10日
（水）

2.［当日申込］

⑤ 第12回⼥性技術者交流会
10月19日
（金）13：00～17：00

無料

参加登録要

⼥性技術者限定

3号館B1 レストラン
「カスケード」
・

⑥ 学生フォーミュラ車両展示

無料

・

参加登録不要

10月17日
（水）～19日
（金） 4号館1F 白鳥ホール（北）

5

⑦ 産学ポスターセッション ～シーズとニーズの出会い～（A会場）

無料

参加登録不要

10月17日
（水）～19日
（金） A会場：2号館3F ロビー

日
1 日 1 日 19日

13

o

o
4

6

N

⑦ 産学ポスターセッション ～シーズとニーズの出会い～（B会場）

無料

参加登録不要

10月17日
（水）～19日
（金） B会場：4号館1F 白鳥ホール（北）
日
1 日 1 日 19日

3

o
数

数

N

数

7

ム
131+132 133+134 141+142 レセプションホール1 レセプションホール2 211+212
9:30

（1号館3F）

001
002
003
004

事故分析

（1号館3F）

012
013
014
015

金

No. 101
講演件数：4

I

No. 104
講演件数：4

（1号館4F）
行動

025
026
027
028
029

（1号館4F）

038
039
040

振動

I

（1号館4F）

自動車
048
049
050
051
052

10

041
042
043

御I

動と

（2号館1F）

HV コントロール

064

065

066

No. 115
講演件数：3

No. 112
講演件数：5

No. 107
講演件数：5
No. 110
講演件数：6

13:00

005
006
007
008

測・

No. 102
講演件数：4

金

016
017
018
019
020

水

II

030
032

15:00

009

010

011

No. 103
講演件数：3

金

021
022
023
024

III

自動車
動と
御 II

・

031
033

No. 108
講演件数：4

No. 105
講演件数：5

ブ ーキ・
車

リスク・
出

ドライバモニタリング

振動

044
045
046
047

II

No. 111
講演件数：4

053
054
055
056
057
058

No. 106
講演件数：4

No. 109
講演件数：4

17:00

自動車
動と
御 III

059
060
061
062
063

■講演取下げ等により，スケジュールは変更になることがあります．
■講演番号を□印で囲んだ講演は，英語講演です．

I

電池

No. 116
講演件数：5

水
072
073
074
075
076

・

II

電池

No. 117
講演件数：5

No. 114
講演件数：5

■講演時間：原則として 25 分／ 1 講演（15 分，質疑など 10 分）

067
068
069
070
071

10

No. 113
講演件数：6

034
035
036
037

・

2018年9月27日現在

222+223
（2号館2F）
・

（2号館2F）
空力

10

10

080
081
082

094
095
096

234

（2号館3F）

（2号館3F）

生体計測

自動
ヒュー
マンフ クタ I

107
108
109
110
111

121
122
123
124
125

（4号館1F）

（4号館1F）
ガソリン

137
138
139
140

No. 130
講演件数：4
No. 127
講演件数：5

No. 124
講演件数：5
No. 118
講演件数：6

白鳥ホール（南） 白鳥ホール（北）

No. 121
講演件数：6

エンジン 御

高 ドライバ

高分子

097
098
099
100
101
102

089

No. 125
講演件数：5

自動
No. 122
講演件数：6

090

No. 120
講演件数：3

103
104
105
106

No. 131
講演件数：4

体

117
118
119
120

No. 128
講演件数：5

教

No. 126
講演件数：4

車体･シャシ･

パワートレイン

生産加工

10

134
135
136

146

147

No. 132
講演件数：3

行動

131
132
133

148

と

149

150

No. 133
講演件数：3

No. 129
講演件数：6

No. 123
講演件数：4

エンジン･後処理･

エンジン計測

145

ー

088

126
127
128
129
130

10

No. 119
講演件数：5

新エンジン・
新コンセプト

自動
ヒュー
マンフ クタ II

展示

083
084
085
086
087

マネジメント

112
113
114
115
116

141
142
143
144

学生フォーミュラ車両展示

091
092
093

232+233

産学ポスターセッション

077
078
079

224

ITS･人間工学

部品･材料

各セッションの講演内容は p.14～32 をご確認下さい．

CAE/NV･計測･
流体

HV・PHV・EV

安

全

その他

ム
131+132 133+134 141+142 レセプションホール1 レセプションホール2 211+212
9:30

（1号館3F）
交通

151

152

者保

（1号館3F）

ドライブ コーダ

153

161
162
163
164

No. 134
講演件数：3

No. 137
講演件数：4

（1号館4F）

モータ・バッテリ

168
169
170
171
172

（1号館4F）
振動

No. 139
講演件数：5

安全
（前

181
183

165

No. 142
講演件数：4

15:00

159

後

160

動力 達

189
190
191
192
193
194

10

No. 140
講演件数：5

内

166

自動車

167

No. 138
講演件数：3

178

心地

179

180

No. 141
講演件数：3

安全
（

182
184

（2号館1F）

No. 144
講演件数：6

No. 135
講演件数：4

158

自動車
動と
御IV

）

154
155
156
157

13:00

III

173
174
175
176
177

（1号館4F）

）

No. 136
講演件数：3

17:00

■講演時間：原則として 25 分／ 1 講演（15 分，質疑など 10 分）
■講演取下げ等により，スケジュールは変更になることがあります．
■講演番号を□印で囲んだ講演は，英語講演です．

185
187

御V

動と

186
188

No. 143
講演件数：4

2018年9月27日現在

222+223
（2号館2F）
空

（2号館2F）

I

197
202
203
204
205
206

No. 145
講演件数：3

234

（2号館3F）

デュアル・
フューエル

・ い

211
212
213
214
215
216

（2号館3F）
ヒューマン・マシン・
インタラクション

10

224

225

No. 151
講演件数：3

No. 150
講演件数：6

No. 149
講演件数：6

空

ガソリンノック

223

10

220
221
222

（4号館1F）

（4号館1F）

217
218
219

No. 147
講演件数：5

198
199
200
201

白鳥ホール（南） 白鳥ホール（北）

リーンバーン

II

No. 146
講演件数：4

気及 ターボ
システム

227

228

No. 152
講演件数：3

展示

207
208
209
210

226

No. 148
講演件数：4

国際会

室
（3号

3F）

無料・

加登録不要

自動車の電動化に向けて〜トヨタの動力用電池の開発と今後の展 〜

国際会

Technical
Review

：佐藤 広一 （トヨタ自動車 式会社）
室
（3号

3F）

無料・

加登録不要

大発見 日本人科学者がピラミッド 4500 年の に る
講

：森島

白 ホール
（

市
特

（名古屋大学）

（4号
）

車体･シャシ･

パワートレイン

生産加工

公開
講座

1F）

加費 正会員・学生会員・
一

エンジン･後処理･

ー

講

学生フォーミュラ車両展示

196

232+233

産学ポスターセッション

195

224

ITS･人間工学

会員 3,000
7,000

部品･材料

各セッションの講演内容は p.14～32 をご確認下さい．

（ 込）
（ 込）

季大会パーティ
（技術者交流会）

CAE/NV･計測･
流体

HV・PHV・EV

安

全

その他

ム
131+132
9:30

（1号館3F）

229
230
231
232
233
234

行動分析 I

133+134
（1号館3F）

エ クトロニクス &
計

243
244
245
246
247

10

No. 156
講演件数：5

141+142
（1号館4F）

253
254
255
256
257
258

No. 153
講演件数：6

レセプションホール1
（1号館4F）

263

・

264

No. 160
講演件数：3

10

235
236
237
238

No. 154
講演件数：4

248
249
250
251
252

266
268

239
240
241
242

・

御

259
260
261
262
No. 157
講演件数：5

・エンジン
法

267
269

自動車 遠

操作

279
280

生産製造

No. 161
講演件数：4

281
282
283

No. 159
講演件数：4

15:00
車

自動

274
275
276
277
278

No. 158
講演件数：6

センシング・
行動分析 II

（1号館4F）

No. 163
講演件数：5

車
13:00

265

レセプションホール2

開発

270
271
272
273

出ガス

No. 164
講演件数：5

画像

No. 162
講演件数：4

284

析（カメラ）

285

286

No. 165
講演件数：3
No. 155
講演件数：4

17:00

■講演時間：原則として 25 分／ 1 講演（15 分，質疑など 10 分）
■講演取下げ等により，スケジュールは変更になることがあります．
■講演番号を□印で囲んだ講演は，英語講演です．

2018年9月27日現在

（3号館3F）

290
291
292

10

ディー ル

299
300
301

314
315
316
317
318

SCR

No. 171
講演件数：5
No. 166
講演件数：6

エンジン部 ・
トライボロジー II

293
294
295
296
297
298

10

302
303
304

（4号館1F）

（4号館3F）

10

No. 168
講演件数：6

ディー ル

305
306
307
308
309

319
320
321
322
323

No. 172
講演件数：5
No. 169
講演件数：5

No. 167
講演件数：6

DPF

学生フォーミュラ車両展示

287
288
289

（4号館1F）

産学ポスターセッション

エンジン部 ・
トライボロジー I

白鳥ホール（北）

白鳥ホール（南） 431+432

324

ディー ル

ガソリン 気
325

326

No. 173
講演件数：3

310
311
312
313

No. 170
講演件数：4

エンジン･後処理･

車体･シャシ･

パワートレイン

生産加工

ITS･人間工学

部品･材料

各セッションの講演内容は p.14～32 をご確認下さい．

CAE/NV･計測･
流体

HV・PHV・EV

安

全

その他

10月1 日（

）

学術講演会プログラム（73 セッション・326 講演）
● 本プログラムは 2018 年 9 月 27 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/2018aki/program.html）
● この学術講演会プログラム発行以降に講演取下げとなる可能性があります．
各講演会場入り口のセッションスケジュールでご確認ください．
● 講演番号を□で囲んだ講演は英語講演です．

JSAE Annual Congress Autumn, Technical Session Program
● This program is based on the data as of September 27th, 2018.
● The abstracts of the presentations are available on the timetable of the website.
[http://www.jsae.or.jp/2018aki/program.html]
● There may be withdrawn presentations.
Please see the session schedule at presentation room on-site.
● Boxed numbers denote English Presentations.

007 シートベルト着用乗員の前面衝突による脊椎骨折の分類

1 1 1

黒瀬 寿和（日本大学）
菊池 厚躬・富永 茂（日本大学）
本村 友一（日本医科大学千葉北総病院）
西本 哲也（日本大学）

【9:30〜11:10】

101 事故分析

008 車両火災時の火傷評価モデル

Accident Analysis
座長：松本

幸正（名城大学）

001 後退四輪車により自車および相手四輪車の乗員が死傷した
事故の分析

【14:10〜15:25】

木下 義彦（交通事故総合分析センター）

103 運転支援ブレーキ・停車支援

002 交通事故パターンを活用した事故データ分析手法の検討
（第2報）
-SIP自動走行システムでのITARDAマクロデータ活用-

木内 透（交通事故総合分析センター）
伊藤 聡子（交通事故総合分析センター）
塩田 誠（あいおいニッセイ同和自動車研究所）

003 長野県で発生した交通事故の特徴分析
（第2報）
-クラスター分析-

丸山 優真（公立諏訪東京理科大学）
國行 浩史・菅沼 秀行・須澤 巧・原 昌幹・吉村 祐輝
（公立諏訪東京理科大学）

004 長野県で発生した交通事故の特徴分析
（第3報）
-中山間地域の四輪車事故-

國行 浩史（公立諏訪東京理科大学）
丸山 優真（公立諏訪東京理科大学）

山田 英助（日本自動車研究所）
田村 陽介（日本自動車研究所）

Driving Assistance (Brake and Accident Avoidance)
座長：今野

裕之（スズキ）

009 広島県における安全運転サポート車の乗員傷害低減効果の
推定
-正面衝突事故での乗員傷害の推定-

関根 康史（福山大学）

010

ドライバー異常発生時の緊急停車支援システムの開発

011

ペダル踏み間違い事故の低減における左足ブレーキ操作の
有効性について
（第2報）

森本 一広（トヨタ自動車）
高野 正樹・高木 雅人・小田 宗史・大竹 宏忠
（トヨタ自動車）

坂田 知浩（北海道科学大学）
城戸 章宏・金子 友海（北海道科学大学）

【12:10〜13:50】

1

102 傷害予測・評価
Injury Evaluation
座長：伊藤

大輔（名古屋大学大学院）

【9:30〜11:10】

104 金属材料 I

Metal Materials I

005 深層学習手法を用いた自動車衝突事故時の歩行者頭部受傷
レベルの予測精度向上に関する研究

國富 将平（日本自動車研究所）
鴻巣 敦宏（日本自動車研究所）

006 走行速度を用いた最適な傷害予測モデルの開発法について

植木 俊介（日本大学大学院）
西本 哲也（日本大学）
Giulio Ponte（The University of Adelaide）

14

1

座長：北村
012

憲彦（名古屋工業大学）

溶接施工条件に着目した抵抗スポット溶接継手表面における
X線残留応力測定手法の適用に関する検討

佐藤 彰（大阪工業大学）
橋本 匡史（橋本鉄工）
西川 出・伊與田 宗慶（大阪工業大学）

10月1 日（
013

014

015

V曲げ成形による薄鋼板の遅れ破壊評価試験方法

三宅 弘人（JFE スチール）
戸畑 潤也・澄川 智史・新宮 豊久・大塚 真司・
山﨑 雄司・田路 勇樹・玉井 良清（JFE スチール）

ハイテン材における延性亀裂進展の予測技術に関する研究
（第1報）

西 龍（トヨタ自動車東日本）
大宮 正毅（慶應義塾大学）
末吉 真（アイシン精機）
社納 真一郎・横山 瑛紀（伊藤忠テクノソリューションズ）
石田 智裕（サイバネットシステム）
齊藤 啓（JSOL）
長坂 圭（スズキ）
藤原 誠二（SUBARU）
向畑 政幸（ダイハツ工業）
宗像 祥史（デンソー）
橋本 将太（トヨタ自動車）
小原 康孝（トヨタ車体）
武田 力紀・上田 敏之・小堀 祥子（日産自動車）
高田 賢治（本田技術研究所）
金本 俊介（マツダ）
小川 賢介（メカニカルデザイン）

Isogeometric解析を用いた薄肉ハット断面3点曲げ部材の破
断予測

高田 賢治（本田技術研究所）
秋山 昌代・菊地 徹（本田技術研究所）
都築 健久・笹谷 一志（エリジオン）
David J. Benson（LSTC）

）

021 Corrosion Resistance of Stainless Steels in the Biofuel
Environment
Nobuhiko Hiraide（Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel）
Shunji Sakamoto（Nippon Steel & Sumikin Technology）
Atsuhisa Yakawa（Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel）

022 大気腐食環境下における鋼材への水素侵入量におよぼす温
度の影響

大塚 真司（JFE スチール）
水野 大輔・石川 信行（JFE スチール）
多田 英司・西方 篤（東京工業大学）

023 ねじ締結体の簡易ゆるみ寿命推定法とその評価基準

晴山 蒼一（首都大学東京）
真鍋 健一（首都大学東京）

024 高排気温タービンハウジング用 耐熱鋳鋼材料の開発
-耐熱性と機械加工性の両立と低コスト化への挑戦-

石川 雄三（トヨタ自動車）
肘井 巧・倉本 剛（トヨタ自動車）
前嶋 貴士（豊田中央研究所）

1 1 1
【9:30〜11:35】

107 運転行動

Driving Behavior
座長：柿崎

025 ドライビングシミュレータを用いたACC利用時の冬期路面に
おけるドライバの運転行動に関する研究

【12:10〜14:15】

萩原 亨（北海道大学）
杉谷 慧（首都高速道路）
加藤 佑基・遠藤 幹大（北海道大学）
大廣 智則（ネクスコ・エンジニアリング北海道）

105 金属材料 II

Metal Materials II
座長：上原

016

017

018

019

勝（デンソー）

義貴（日産自動車）

切削加工シミュレーションによるドリル加工時のバリ生成に
関する解析

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

超ハイテン材のプレス成形技術の開発
-L字状およびT字状形状のプレス成形工法の検討-

田中 康治（新日鐵住金）
宮城 隆司・小川 操・名取 純希・菅原 稔（新日鐵住金）

X線回折法によるフランジパイプ溶接継手の残留応力と組立
応力の解析及び疲労強度への影響

王 暁光（東京濾器）
秋庭 義明（横浜国立大学）

金属3Dプリンタで造形した軽量lattice構造の機械的特性に
関する研究

長倉 祐太（東京理科大学大学院）
牛島 邦晴・佐々木 信也・向後 保雄・井上 遼
（東京理科大学）
山田 浩之（防衛大学校）

020 アルミ押出材及び高強度鋼板によるマルチマテリアル（MM）
車体ビームの多目的最適化設計

史 棟勇（神戸製鋼所）
渡辺 憲一（神戸製鋼所）

貝塚 勉（東京大学）
楊 波・蘭 瑾（東京大学）
牧之内 秀夫・相澤 朋之（日野自動車）
中野 公彦（東京大学）

027 未知な障害物を考慮した自律車両の軌道生成アプローチ

赤崎 史典（名古屋工業大学）
米谷 昭彦（名古屋工業大学）

028 歩行者脇通過時における歩行者属性に基づく運転行動の推
定

新村 文郷（名古屋大学）
川西 康友・出口 大輔・平山 高嗣・井手 一郎・
村瀬 洋（名古屋大学）
藤吉 弘亘（中部大学）

029 高速道路上で自動運転システムを使用中の安全な運転操作
引継ぎに関する実験的研究
-運転操作を引き継いだ直後に危険事象に遭遇した場合-

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

【12:35〜14:15】

108 衝突リスク・回避・検出

Accident Avoidance & Detection
座長：加藤

【14:35〜16:15】

106 金属材料 III

寛基（SUBARU）

030 出合頭事故に潜む潜在危険度に関する一考察

Metal Materials III
座長：脇谷

026 大型トラックの横転感覚に関するドライビングシミュレータ
実験

総一郎（ダイハツ工業）

菅沢 深（東京農工大学）
今関 隆志・毛利 宏・白山 祐大（東京農工大学）

15
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031 無信号交差点の環境要素と車両状態変化に基づく衝突リス
ク指標の提案

小竹 元基（東京大学）
丁 楠（東京大学）

）

043 実稼働TPAによるハイブリッドトランスアクスル内歯打ち部
位の特定

中渡 洸導（トヨタ自動車）
宮坂 賢治・遠藤 弘淳（トヨタ自動車）
森田 善仁・山下 裕悟（東陽テクニカ）

032 LiDARを用いた歩行者検出器の車両周辺環境に応じた信頼
度推定

久徳 遙矢（名古屋大学）
川西 康友・出口 大輔・井手 一郎（名古屋大学）
加藤 一樹（デンソー）
村瀬 洋（名古屋大学）

【13:10〜14:50】

111 振動騒音 II

Noise & Vibration II

033 車載LIDARを用いた車両検出のためのReal AdaBoostによ
る特徴選択

大岩根 拓馬（九州工業大学）
榎田 修一（九州工業大学）

座長：多田

044 車体制振ダンパーの減衰特性のモデル化
（第3報）
-伝達関数合成法による車体の応答予測-

渡邉 亮太（神奈川大学大学院）
中村 弘毅（神奈川大学）
加茂 利明・早川 昇邦・飯倉 雅彦（ヤマハ発動機）
山崎 徹（神奈川大学）

【14:35〜16:15】

109 ドライバモニタリング
Driver Monitoring
座長：平田

寛子（本田技術研究所）

045 剛体振動の入力同定における同定手法の比較

豊（中部大学）

034 車載カメラを用いた顔向き推定による見通しの悪い交差点で
の運転行動分析手法

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

035 着座姿勢が影響する乗員の反応動作の分析

田口 敏行（豊田中央研究所）
川野 健二・坂元 範隆（トヨタ紡織）
安田 栄一・窪田 彩（豊田中央研究所）

松本 繁（首都大学東京大学院）
吉村 卓也（首都大学東京大学院）

046 Road Noise Improvement Method using Acoustic Power
Flow Excitation in a Passenger Compartment

Masao Ishihama（Kanagawa University）
Itsuki Satoh・Toko Yamashita
（Kanagawa Institute of Technology）

047 タイヤに組込んだ摩擦帯電センサの出力

谷 弘詞（関西大学）
越智 淳（住友ゴム工業）
呂 仁国・小金沢 新治・多川 則男（関西大学）

036 マイクロ波ドップラ信号からの運転者の足挙動の把握に向け
た信号取得システムの構築

生駒 哲一（日本工業大学）

037 前庭動眼反射機能に着目したドライバ運転疲労の要因解析

菅原 朋子（豊田中央研究所）
宮川 晃一（ダイハツ工業）
田口 敏行・村岸 裕治（豊田中央研究所）

【9:30〜11:35】

112 自動車の運動と制御 I

Vehicle Dynamics & Control I
座長：金子

1

048 横運動に連係した加減速を考慮した車両軌跡通過時の乗員
官能評価

【9:30〜12:10】

110 振動騒音 I

佐藤 遊（神奈川工科大学）
田中 優介・山門 誠・狩野 芳郎・安部 正人
（神奈川工科大学）
髙橋 絢也（日立製作所）

Noise & Vibration I
座長：塩崎

弘隆（三菱自動車工業）

038 解析SEAを用いたエンジンの要素追加による低振動化

片岡 大雄（神奈川大学）
宮澤 昌也・江戸 宏一・坂口 元康（本田技術研究所）
中村 弘毅・山崎 徹（神奈川大学）

039 階層型机上検討ツールとナレッジベースの活用によるエンジ
ン振動騒音開発プロセスの提案

鳥居 建史（本田技術研究所）
西川 智博・長内 健治・坂口 元康（本田技術研究所）

040 階層型机上検討ツールとナレッジベースによるエンジン振動
騒音開発の効率化
041

長内 健治（本田技術研究所）
鳥居 建史・西川 智博・坂口 元康（本田技術研究所）

人工知能を活用したエンジン起動時振動のばらつき要因解析

下出 健人（トヨタ自動車）
石崎 啓祐・駒田 匡史（トヨタ自動車）

042 ハイポイドギヤ歯面のうねり評価手法による高次数ギヤ音発
生メカニズムの解析

堀 剛（本田技術研究所）
宿島 直人（本田技術研究所）

16

哲也（大阪産業大学）

049 ブレーキフィーリングにおけるクランプ力効率の考察

紀陸 達男（SUBARU）
伴 将史（SUBARU）

050 平面運動とロールの連成を考慮したトリプルスカイフック制
御の研究
051

丹山 翔太（トヨタ自動車）
勝山 悦生（トヨタ自動車）

相対速度に応じた減衰係数制限を適用した双線形最適制御
に基づく減衰力制御による乗心地の向上

平尾 隆介（日立オートモティブシステムズ）
山門 誠（神奈川工科大学）
一丸 修之（日立オートモティブシステムズ）

052 The Development of Fully Redundant MDPS System for
Autonomous Vehicles

Byung Joon Kim（Hyundai Mobis）
Cheon Kyu Kim・Ji Hun Yoo（Hyundai Mobis）

10月1 日（

）

【12:35〜15:15】
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113 自動車の運動と制御 II

【9:30〜10:45】

Vehicle Dynamics & Control II
座長：酒井

1

115 HV コントロール

英樹（近畿大学）

HV Control

053 静止状態における二輪車の自立アシスト制御に関する研究

荒木 真（本田技術研究所）
秋元 一志・竹中 透（本田技術研究所）

054 二輪車の停止時・極低速域における直立安定性に関する研
究
-停止時の運動方程式の構築と直立安定性に与える要因-

景山 一郎（日本大学）
栗谷川 幸代（日本大学）

055 ドライバモデルを用いたリーン機構を有するパーソナルモビリ
ティビークルの評価に関する研究

松田 明子（日本大学）
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）
金子 哲也（大阪産業大学）
小林 祐範・村山 哲也（IPG Automotive）

座長：山中

064 Putting HEV Powertrain Dynamics into a Road Traffic
Simulation Platform
Fuguo Xu（Sophia University）
Jiangyan Zhang（Dalian Minzu University）
Tielong Shen（Sophia University）

065 Engine in the Loopを適用したハイブリッド重量車の燃料消
費率および排出ガスの評価手法に関する検討

奥井 伸宜（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

066 先進電動バス交通システムの開発と性能評価
（第11報）
-高速道路走行を想定した電気バスの設計・試作ならびに実
証試験に基づく性能評価-

楊 イ翔（早稲田大学大学院）
劉 函林・三好 宏和・井原 雄人・紙屋 雄史・
大聖 泰弘（早稲田大学大学院）
尾林 秀一（東芝）

056 リーン・オートモービルの過渡応答特性の予測

後藤 健太郎（東京大学大学院）
村山 英晶（東京大学大学院）

057 リーン機構を有するパーソナルモビリティの急操作時の車両
応答特性とその性能向上手法に関する一考察

【12:10〜14:15】

116 水素・燃料電池 I

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）

058 乗用車・二輪車との障害物回避性能比較によるパーソナルモ
ビリティビークル（PMV）
の操舵応答性の検討

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

敏彦（アイシン精機）

Fuel Cell I

座長：明石

耕太郎（日産自動車）

067 FC二輪車用小容量容器への水素充填に関する安全性の検
証

後藤 翼（日本自動車研究所）
山田 英助・田村 陽介（日本自動車研究所）

068 水素ステーションにおける充填中の車両送信赤外線信号の
検証手法

【15:35〜17:40】

判田 圭（本田技術研究所）

114 自動車の運動と制御 III

069 燃料電池バス用高圧水素貯蔵システム開発

Vehicle Dynamics & Control III
座長：山門

沢田 豊（トヨタ自動車）
近藤 政彰・木下 真介・後藤 荘吾・横山 幸秀
（トヨタ自動車）

誠（神奈川工科大学）

059 自動運転を想定した車両安定性を維持可能なGPS測位イン
ターバル下限値に対する実証
（その2）

太田 利夫（名城大学）
岡村 浩一（名城大学）
國住 勇太（名城大学大学院）
林 達人・南 剛嗣・髙畑 健二・楊 剣鳴（名城大学）

070 圧縮水素容器の破裂圧力に及ぼす液圧シリーズ試験の影響
（第2報）
-非破壊評価を用いた容器損傷状態の実態調査071

増田 竣亮（日本自動車研究所）
冨岡 純一・田村 浩明・田村 陽介（日本自動車研究所）

水素漏洩車両への放水による水素拡散効果の検討

前田 清隆（日本自動車研究所）
山崎 浩嗣・田村 陽介（日本自動車研究所）

060 適応拡張カルマンフィルタと強化Structure from Motion 法
を用いた高解像度地形・路面計測

古川 知成（バージニア工科大学）
Diya Li・Yazhe Hu（バージニア工科大学）

061 自動運転バスの操舵制御設計
-根軌跡法による検討と実車による妥当性評価-

安藤 孝幸（東京大学）
江尻 賢治・籾山 冨士男・青木 啓二（先進モビリティ）
中野 公彦（東京大学）

062 輪荷重制御による緊急時の回避運動性能への影響に関する
研究

山本 瑞貴（芝浦工業大学）
伊東 敏夫（芝浦工業大学）

063 PMSM Current Sensorless Control Method for EPS FailOperation

MunSu Kim（Hyundai Mobis）
Jihoon Yoo・Changwon Lee（Hyundai Mobis）

【14:35〜16:40】

117 水素・燃料電池 II
Fuel Cell II

座長：小山

茂樹（本田技術研究所）

072 燃料電池ごみ収集車の環境性能および実用性の評価
（第3報）
-1年間の実証試験データに基づくCO2削減効果の解析と更
なる改善策の検討-

李 鎬式（早稲田大学大学院）
増田 大輝・中作 祥太・廣田 壽男・紙屋 雄史
（早稲田大学大学院）
井原 雄人（早稲田大学アカデミックソリューション）
山浦 卓也（フラットフィールド）
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10月1 日（
073 PEFC正極用触媒向け正八面体白金合金触媒の研究
074

平林 一寛（トヨタ自動車）
新井 竜哉（トヨタ自動車）

新型燃料電池バスのFCシステム開発

小川 朋宏（トヨタ自動車）
山中 富夫・馬屋原 健司・井漕 好博（トヨタ自動車）

075 FCVのパージガス中の水素ガス濃度許容値に関する研究
076 車室内水素濃度の研究

山崎 浩嗣（日本自動車研究所）
田村 陽介（日本自動車研究所）

）

085 座屈と圧縮破断の抑制による，CFRP中空フレームの曲げ強
度質量効率を向上させる断面形状の研究

河村 力（マツダ）
本田 正徳（マツダ）

086 アルミニウム/CFRPの異種材料点接合技術

西口 勝也（マツダ）
田中 耕二郎・森田 泰博・杉本 幸弘（マツダ）

087 繊維強化熱可塑性樹脂部品における剛性CAE解析精度の向
上

貫井 隆行（日野自動車）
藤本 和史（日野自動車）

押野 幸一

【15:35〜16:50】

120 新エンジン・新コンセプト

【9:30〜12:10】

New Engine・New Concept

118 塗装・接着剤

座長：田中

Paint, Adhesives
座長：樫山

武士（スズキ）

088 RDE対応1.6Lディーゼルエンジンの開発

小松 伸裕（本田技術研究所）
矢野 洋樹・北山 由人・山谷 幸久・首藤 康裕・
高原 亮策（本田技術研究所）

077 ショートベークウレタンクリアの開発
078 塗装仕上がり肌評価技術の確立

橋本 孝則（本田技術研究所）

湊 允哉（マツダ）
松田 隆臣・戸来 晶晴・赤峰 真明・
久保田 寛・中本 克典（マツダ）

079 次世代型自動車用水性塗料を用いた高金属調シルバーの開発

月森 隆雄（トヨタ自動車）
高木 義幸（トヨタ自動車）
大村 匡弘・伊藤 政之（関西ペイント）
横山 昌・一井 翔（トヨタ自動車）

080 アルミワイヤーハーネスのガルバニック腐食を防止する防食めっ
き付き銅端子材の開発

久保田 賢治（三菱マテリアル）
玉川 隆士（三菱伸銅）
樽谷 圭栄・中矢 清隆・酒井 章雄・川合 俊輔
（三菱マテリアル）

081 くさび試験によるポリウレタン接着剤の耐湿熱性評価

奥村 瑠南（東京工業大学大学院）
佐藤 千明（東京工業大学）

082 長期安定な接着接合を可能とする表面処理アルミニウム材

高橋 佑輔（神戸製鋼所）
山本 慎太郎（神戸製鋼所）

【13:10〜15:15】

089 新型水平対向2.5L直噴NAエンジンの開発

勝野 武志（SUBARU）
堀 智宣・金坂 嘉之・上田 和明・清野 貴央・
渡辺 将章・高田 知洋・金子 隆（SUBARU）

090 可変圧縮比及び可変バルブタイミングによるHCCI運転領域
拡大

島筒 修治（戸畑工業高等学校）

【9:30〜12:10】

121 空力

Aerodynamics
座長：星野

元亮（本田技術研究所）

091 Ahmedモデル後部面の形状変化による空気抵抗値への影響

石原 裕二（愛知工科大学）
三宅 裕也・森田 義浩（愛知工科大学）

092 空気抵抗および揚力に対するReduced Modelの開発

谷口 真潮（トヨタ自動車）
猪口 純一・山前 康夫・田中 博・安木 剛（トヨタ自動車）

093 風向変動条件において流れの履歴効果によって生じる車両
空気抵抗変化

119 高分子材料

Polymer Materials
座長：水谷

篤（日産自動車）

083 プレス成形向けCFRTP急速加熱装置の開発

大石 正樹（佐藤鉄工所）
仲井 朝美（岐阜大学）
竹内 章浩・永松 克明（中部電力）
倉田 征治・吉原 寛美（メトロ電気工業）

084 射出成形カーボン・ガラスハイブリッド複合材料の疲労寿命
とその異方性

齊藤 允敏（SUBARU）
大澤 卓也・河井 昌道（筑波大学）
蜷川 秀樹（SUBARU）
小林 慶大（筑波大学）
阿久澤 光弘（SUBARU）
西城戸 智（日本発条）
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大二郎（ヤマハ発動機）

濵村 航明（広島大学）
中島 卓司・清水 圭吾（広島大学）
平岡 武宣・農沢 隆秀（マツダ）

094 横風条件下におけるフロントタイヤ周りの流れ構造の可視化

三田 修平（広島大学）
中島 卓司・清水 圭吾（広島大学）
平岡 武宜・中村 優佑・農沢 隆秀（マツダ）

095 横風時の自動車まわりで発生する風切り音の数値解析

加藤 由博（豊田中央研究所）
河上 充佳（豊田中央研究所）
槇原 孝文・寺門 晋（トヨタ自動車）

096 Aピラー，サイドミラー周辺の流れに起因する自動車車室内
騒音の予測

前田 裕樹（スズキ）
安藤 裕啓・熊野 宜弘（スズキ）
福山 順也（シーメンス PLM ソフトウェア・
コンピューテイショナルダイナミックス）
高阪 文彦（ダッソーシステムズ）

10月1 日（

）

【13:10〜15:50】

122 熱マネジメント

【9:30〜11:35】

Heat Management
座長：横山

124 生体計測

直樹（デンソー）

Physiological Measurements

097 高伝熱SiCハニカムを用いた新型排熱回収器の性能改良

木村 大輔（日本ガイシ）
川口 竜生・佐久間 健・水野 洋・吉原 誠・濵田 崇史・
高橋 禎次郎・徳田 昌弘（日本ガイシ）

座長：荒川
107

高感度圧電フィルムを用いた車載用非拘束心拍センサの開発

土屋 義規（デンソー）
阿南 裕穂・加藤 博道（デンソー）
田實 佳郎（関西大学）

098 EGRクーラ熱性能予測手法の開発と適用

奥村 康紘（カルソニックカンセイ）
塩澤 博行・川村 岳晴・田坂 将次・志賀 卓磨
（カルソニックカンセイ）

099 FCV熱マネシミュレーションモデルの開発

108 運転中の眠気シグナル，心拍変動のDip & Waveの発生機序
-覚醒維持検査時のポリグラフによる検討-

湯田 恵美（名古屋市立大学大学院）
吉田 豊（名古屋市立大学大学院）
川嶋 宏行・山本 浩彰・田中 春仁
（岐阜メイツ睡眠クリニック）
早野 順一郎（名古屋市立大学大学院）

水越 智彦（トヨタ自動車）
大見川 稔・大嶋 龍（トヨタ自動車）

100 HPC環境を活用したLEDヘッドランプ内部の冷却FAN流れ
の解析
（第1報）

101

102

塩澤 藤一郎（小糸製作所）
Chung-Gang Li（神戸大学大学院）
中島 卓司（広島大学大学院）
平中 行伸・永縄 祐仁・米山 正敏（小糸製作所）
坪倉 誠（神戸大学大学院，理化学研究所）

Effect of Dean Vortices on Heat Transfer Characteristics
of Square Channel Spiral Coil Sub-Cooled Condenser

Hardeep Singh（Sophia University）
Junya Washiashi・Jun Liu（Keihin）
Mitsuhisa Ichiyanagi・Takashi Suzuki（Sophia University）

109 深層学習を用いた心電位によるドライバー感情推定

110

111

RFD法による内燃機関車の簡易燃費・航続距離予測手法の
開発

清水 茂樹（トヨタテクニカルディベロップメント）
伊藤 哲広・尹 英杰（トヨタテクニカルディベロップメント）
澤田 理・青柳 勲（トヨタ自動車）

ドライバーの体調急変検知に向けた心臓血管系モデルの提
案とその活用法に関する研究

金子 成彦（東京大学）
角谷 健斗・進藤 友陽（東京大学）

音楽介入がドライバに及ぼす生理反応及び心理的影響に関
する基礎的研究

奥脇 遼太（山梨大学）
伊藤 安海・公野 吏（山梨大学）
佐藤 桂（至学館大学）
鍵山 善之・山田 隆一（山梨大学）
奥谷 知克（デンソーアイティラボラトリ）

追分 美代子（AGC）
永野 秀明・池田 芽萌里（東京都市大学）
尾関 義一（AGC）
郡 逸平（東京都市大学）

【12:35〜14:40】

【16:10〜17:50】

125 高齢ドライバ

123 流体

Elderly Driver

Fluid

座長：石原
103

座長：伊藤

裕二（愛知工科大学）

非定常風流れと雪の堆積を考慮した吸気口への雪入り量の
予測技術

112

吉武 邦彦（本田技術研究所）
高村 明男・倉谷 尚志・二上 明久・Fortunato Nucera
（本田技術研究所）

104 管形状の管内脈動流れの温度分布への影響

105

俊也（愛知工科大学）

山中 隆司（東京電機大学大学院）
野上 直人（東京電機大学大学院）
遠藤 正樹（東京電機大学）

矩形管内流における粒子堆積現象に関する数値解析

高泉 秀広（東京理科大学大学院）
山本 誠・福留 功二（東京理科大学）
原 潤一郎・岩崎 充・松平 範光（カルソニックカンセイ）

113

106 薄膜温度素子を用いた三次元風向風速センサ

松本 貴郁（SOKEN）
松井 啓仁（SOKEN）
神谷 康孝・近藤 宏司・宮野 博宇（デンソー）

114

安海（山梨大学）

高齢ドライバの人間機械協調型運転支援システムに対する受
容性に関する実験的調査

石田 淳悟（東京大学）
松實 良祐・伊藤 太久磨（東京大学）
齊藤 裕一（東京農工大学）
赤木 康宏（名古屋大学）
井上 慎太郎（トヨタ自動車）
齋藤 創（日本自動車研究所）
井上 秀雄（神奈川工科大学）
鎌田 実（東京大学）

高齢ドライバの生活道路での予見的制動介入に対する受容
性に関する調査

松實 良祐（東京大学）
大屋 魁・伊藤 太久磨（東京大学）
齊藤 裕一（東京農工大学）
美尾 昌宏・橋本 宣彦（トヨタ自動車）
永井 正夫（日本自動車研究所）
井上 秀雄（神奈川工科大学）
鎌田 実（東京大学）

高齢運転者の無信号交差点における運転行動特徴と視覚・
認知機能の関係

吉武 宏（東京大学）
中西 道信・小竹 元基（東京大学）

19

10月1 日（
115

116

高齢者ドライバのペダル誤踏みを防止するための足位置の研
究
-運転寿命延伸を目指したドライバ運転特性研究
（15）
-

124

アクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違い発生メカニズ
ムに関する基礎的検討
（第1報）
-高齢者を対象としたペダル操作足位置の分析-

125

青木 邦友（名古屋大学）
平野 昭夫・武田 夏佳・稲上 誠・木村 賢治・
米川 隆・金森 等・青木 宏文（名古屋大学）

細川 崇（日本自動車研究所）
橋本 博（日本自動車研究所）
平松 真知子・石田 肇（日本自動車工業会）

鈴木 桂輔（香川大学）
川谷 健太（香川大学）
坂口 靖雄（豊田中央研究所）
森 大樹（トヨタ自動車）

Transfer of Lateral Control Authority for Automated
Vehicles

【12:35〜14:40】

128 自動運転のヒューマンファクタ II
Human Factors in Automated Driving II

126 自動運転評価教育

座長：佐藤

Autonomous Vehicle Evaluation and Education
座長：宇佐美

118

自動運転時におけるシステム安全度の表示がドライバの運転
準備レベルに与える効果

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

【15:00〜16:40】

117

）

祐之（トヨタ自動車）

126

マルチエージェント交通シミュレーションを用いた自動走行シ
ステムによる事故低減効果の予測手法の開発

北島 創（日本自動車研究所）
内田 信行・霜野 慧亮・Jacobo Antona-Makoshi・
鷹取 収・安達 章人・大田 浩之（日本自動車研究所）
田島 淳（三咲デザイン）

127

マルチエージェント交通流シミュレーションを用いた交通安全
性評価計算の加速化に関する考察

田島 淳（三咲デザイン）
北島 創・内田 信行（日本自動車研究所）

119

オブジェクトとその振る舞いに着目した危険予測学習支援シ
ステムの試作と効果の検証

120

ARを用いたカーブの段階的運転練習とリフレクション支援シ
ステムの設計・開発

山元 翔（近畿大学）

森島 佑騎（近畿大学）
山元 翔（近畿大学）

128

129

自動運転時の周囲監視能力の低下が自動運転から手動運転
への運転交代に及ぼす影響

武田 拓也（デンソー）
内藤 貴博・塩谷 武司（デンソー）
伊東 敏夫・信夫 勇人（芝浦工業大学）
北島 洋樹（大原記念労働科学研究所）

ドライバーの意思決定による自動運転から手動運転への段階
的解除方法に関する研究
-LKAとACCの解除間隔時間に基づく解除直後の運転操作
と視認行動の比較-

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

自動運転から手動運転への操作主権移動時におけるドライ
バ状態と運転行動解析

阿部 晃大（芝浦工業大学）
伊東 敏夫（芝浦工業大学）

高速道路の合流・退出時における自動運転からの運転交代
場面での行動分析

竹本 雅憲（成蹊大学）
内藤 貴博・塩谷 武司（デンソー）
北島 洋樹（大原記念労働科学研究所）
中嶋 豊（成蹊大学）

【9:30〜11:35】

127 自動運転のヒューマンファクタ I

130

Human Factors in Automated Driving I
座長：鈴木

121

122

123

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

他者受容性が自動運転から手動運転への切替操作に与える
影響の検討

久保 克弘（京都工芸繊維大学大学院）
西崎 友規子（京都工芸繊維大学）

20

【15:00〜17:40】

129 視認行動

Visual Behavior

速度協調システム利用時にドライバがシステム介入したときの
道路状況に関する研究

加藤 佑基（北海道大学）
萩原 亨（北海道大学）
岡田 稔（デンソー）
内藤 利幸（ドーコン）
宗広 一徳（寒地土木研究所）

高度自動運転状況下におけるドライバへの情報伝達方法
（第2報）
-感覚モダリティの差がドライバの運転行動に及ぼす影響-

大谷 亮（日本自動車研究所）
江上 嘉典・栗山 あずさ・佐藤 健治（日本自動車研究所）
石井 啓介（日本自動車工業会）

宏典（日本工業大学）

高度自動運転における権限委譲方法の基礎的検討
（第5報）
-システム故障に起因したTOR時の制御方法と表示方法の違
いによるドライバ対応行動の比較-

稔久（産業技術総合研究所）

座長：篠原
131

132

一光（大阪大学）

座席位置の影響を考慮したドライバの注視点に関する理論的
解釈

岡藤 勇希（神戸大学）
深尾 隆則（立命館大学）
伊能 寛（DENSO International America）

視点の違いが空間移動に伴う行動・認知に与える影響

寺西 克裕（慶應義塾大学）
大坪 智範・中村 誠之・松葉 慶暁（マツダ）
中西 美和（慶應義塾大学）

10月1 日（
133

134

135

136

車両振動が3Dヘッドアップディスプレイにおける奥行き知覚
に与える影響およびその低減手法に関する基礎的研究

松橋 和紀（慶應義塾大学大学院）
野口 涼（慶應義塾大学大学院）
大門 樹（慶應義塾大学）
笠澄 研一・森 俊也（パナソニック）

143

144

前照灯の照射パターンによる歩行者被視認性の変化
-グレアレスADB配光による歩行者被視認性-

青木 義郎（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
守屋 輝人・戸高 信一・後藤 亮（本田技術研究所）

対自転車事故防止のためのドライバの認知支援による視認行
動への影響

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

Air Path Dynamics Control and Efficiency Optimization
for Gasoline Engines with EGR
Weihai Jiang（Sophia University）
Tielong Shen（Sophia University）

熱効率極値探索を伴う燃焼変動抑制制御手法

Xu Zidan（上智大学大学院）
張 亜輝・狄 桓宇・沈 迅・申 鉄龍（上智大学大学院）

【14:10〜15:25】

予防安全支援システム効果評価シミュレータ（ASSESS）
に
よるAdaptive Driving Beamの設計パラメータの有用性に関
する検討
-遮光分解能角度と遮光余裕角度との関係について-

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

）

132 エンジン計測

Engine Measurements
座長：住本

裕司（ダイハツ工業）

145

同軸型薄膜温度センサの熱流束解析手法に関する研究

146

燃焼と熱伝導との連成解析による4ストロークガソリンエン
ジンにおけるスパークプラグの温度予測

147

（ ）

石井 大二郎（東京都市大学大学院）
三原 雄司（東京都市大学）

大坂 淳（デンソー）
柴田 智行・栗本 直規・山崎 悠真・端無 憲・
永田 崇・秋吉 亮平・土井 香（デンソー）

小型風洞を用いた高速気流中における火花放電の放電特性
に関する研究

今村 宰（日本大学）
文 鉉太（日本大学大学院）
岩田 和也・秋濱 一弘（日本大学）

【9:30〜11:10】

130 ガソリン噴霧

【15:45〜17:00】

Gasoline Spray

座長：石間

経章（群馬大学）

137

ガソリン高圧噴霧の壁面衝突における蒸発特性

138

ガソリン噴霧シミュレーションにおける微粒化特性と混合気
形成過程の関係

139

140

張 武（マツダ）
原 亮介・藤川 竜也・山川 正尚（マツダ）
渡部 智弘・市川 由記彦・西田 恵哉・尾形 陽一（広島大学）

川内 智詞（海上・港湾・航空技術研究所）
高木 正英（海上・港湾・航空技術研究所）
井手口 悟士・周 蓓霓・草鹿 仁（早稲田大学）

多段噴射に対応したインジェクタ弁挙動シミュレーション回
路モデルの開発

吉成 幸広（日立オートモティブシステムズ）
宮本 明靖（日立製作所）

ガソリン直噴システムの多段噴射における微小q噴霧の開発

鬼頭 孝範（デンソー）
吉村 徹也・矢野東 敬介・金田 浩毅（デンソー）
後藤 守康（SOKEN）
柴田 仁（デンソー）

133 燃料と燃焼

Fuel and Combustion
座長：永岡

148

真（豊田中央研究所）

エンジンの熱効率向上に及ぼす燃料組成の影響に関する研
究
（第2報）

宮元 敬範（トヨタ自動車）
横尾 望・中田 浩一（トヨタ自動車）
小畠 健・渡邊 学・内木 武虎（JXTG エネルギー）

149

不飽和炭化水素の化学構造と層流燃焼速度の関係

150

低濃度含水エタノールを用いた燃料改質エンジンシステムと
ディーゼルエンジンの性能と排気特性

酒井 康行（福井大学）
三好 明（広島大学）

木下 幸一（産業技術総合研究所）
小熊 光晴（産業技術総合研究所）
白川 雄三・石川 敬郎（日立製作所）

【12:10〜13:50】

131 エンジン制御
Engine Control

座長：松永

彰生（トヨタ自動車）

141

フィードフォワード制御系の適応化による過渡時エンジン回
転速度制御の精度向上の検討

142

モデルマッチングと最適オブザーバの組み合わせによるコー
ジェネガスエンジン制御則の実証
（その3）
-燃料濃度変動に対する改良入力外乱モデルの実証-

瀧山 武（大阪市立大学）

田中 友也（名城大学大学院）
岡村 浩一・岸 亮太・髙畑 健二・楊 剣鳴（名城大学）

21

10月1 日（
159

1 1 1
134 交通弱者保護

Protection for Vulnerable Road Users

151

152

153

正実（豊田中央研究所）

四輪車端部衝突時における歩行者・自転車乗員挙動と傷害
比較

160 BioRID-IIダミーにおける新たな検定試験方法の検討
-GTR7のための検定試験方法の制定に向けて-

中嶋 太一（日本自動車研究所）
清田 浩嗣・新井 勇司（日本自動車研究所）
加藤 和彦（日本自動車工業会）

白井 陽久（名古屋大学）
水野 幸治・伊藤 大輔（名古屋大学）
中根 大祐（デンソー）
田中 良知（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

1

幼児同乗自転車の関わる出会い頭事故に関する実験的研究

寺島 孝明（科学警察研究所）
加藤 憲史郎・大賀 涼・石井 晶規・田久保 宣晃
（科学警察研究所）

137 ドライブレコーダ
Drive Recorder

座長：野木森
161

【11:45〜13:25】

135 安全（前突）

162

Safety (Frontal Crash)
座長：杉本

155

156

157

橋本 将太（トヨタ自動車）
小野寺 啓祥・山前 康夫・安木 剛（トヨタ自動車）

Mobile Progressive Deformable Barrier前突試験によるコ
ンパティビリティ評価と側突時加害性の関係についての一考
察

川合 琢真（トヨタ自動車）
濱島 隆浩（トヨタ自動車東日本）
武井 康充・勝間田 静江・山本 武司（トヨタ自動車）

鬼本 大輝（東京都市大学大学院）
関口 樹（東京都市大学大学院）
湯原 隆博（東京都市大学）
大賀 涼（警察庁科学警察研究所）
槇 徹雄・櫻井 俊彰（東京都市大学）

次世代衝突ダミー THORの2次元縮退モデルの構築

【13:45〜15:00】

甲斐 夕登（九州工業大学）
榎田 修一・本村 太一（九州工業大学）

追突シーンにおけるドライブレコーダデータによるリスク評価
とヒヤリハットレベルの関係に対する検討

今長 久（日本自動車研究所）
福山 慶介・内田 信行（日本自動車研究所）
田中 勇彦（日本自動車工業会）

164 夜間歩行者発見における近傍背景の影響

小山 早苗（秋田県立大学大学院）
御室 哲志（秋田県立大学）

【12:10〜13:25】

138 内装

Interior
座長：橘

165

学（日産自動車）

Maintaining Cabin Carbon Dioxide Concentrations for
Improved Occupants Safety
Gursaran D. Mathur（Calsonic Kansei）

166 模擬臭作製技術を用いた本革シート表皮
（天然皮革）
の臭気
分析

167

川﨑 春香（カネカテクノリサーチ）
澤田 明子・尾川 志織（カネカテクノリサーチ）

ケミルミネッセンスによる実際の使用温度域での車内内装樹
脂材料の酸化劣化開始温度の解明
（第1報）

福田 猛（本田技術研究所）
中井 亮（本田技術研究所）

136 安全（側突後突）

Safety (Side Crash & Rear Crash)
徹雄（東京都市大学）

自動車サイドシル単品評価試験方法の検討
船田 健介（神戸製鋼所）
渡辺 憲一（神戸製鋼所）

22

再帰型深層学習を用いたドライブレコーダ記録映像の自動解
析

163 対歩行者遭遇シーンの違いによるニアミスの発生頻度に関す
る分析

ミニカーのフルラップ前面衝突時における乗員傷害に関する
研究
（第3報）

倉野 優太郎（本田技術研究所）
疋田 和樹・米本 涼・檜原 慎弥・川村 康・前原 一範
（本田技術研究所）
成川 輝真（埼玉大学）

158

亘（アイシン精機）

堤 成可（三重大学）

繁（マツダ）

Reduced Modelによる前面衝突時の車体変形予測技術の開
発

座長：槇

1

【9:30〜11:10】

幼児専用車への装備を想定したシートベルトの乗員保持性能

杉田 幸樹（日本自動車工業会）
林 猛人・神谷 智英・佐野川 克史（日本自動車工業会）
石井 充・鮏川 佳弘（日本自動車研究所）

154

Identification of Accident Representative Scenario for
Elderly Female Occupants in Side Impact
Hisaki Sugaya（Honda R&D）
Yukou Takahashi・Murthy Ayyagari・Jorge Gomez・
Bryant Whitcomb・Craig Markusic（Honda R&D）
Rakshit Ramachandra・Yun Seok Kang・Amanda Agnew・
John Bolte Iv（The Ohio State University）

【9:30〜10:45】

座長：岩本

）

10月1 日（

【12:35〜13:50】

1 1 1

141 乗心地

【9:30〜11:35】

Ride Quality

139 モータ・バッテリ

座長：荒川

Motor・Battery

座長：朝間

淳一（静岡大学）

168 電動パワートレイン用駆動モータの極低速時温度推定技術
開発

169

170

171

172

）

室田 浩平（日産自動車）
森 智章（日産自動車）

高出力モータへの重希土類フリー磁石適用技術

178

車体構造への油圧ダンパ適用による乗り心地向上の研究
伊藤 謙（本田技術研究所）
多田 勝俊（本田技術研究所）

179

重心まわりの角運動量を用いたドライバ動的姿勢保持動作の
分析

180

乗員の低周波動低減による乗心地向上

羽田 昌敏（豊田中央研究所）

鈴木 浩介（日本発条）
加藤 和人・本田 親典・大山 雅史（日本発条）

青木 忠信（本田技術研究所）
伊東 悠太・内藤 友和・平西 亨（本田技術研究所）

A 25kW, 48V, 6-Phase MOSFET Inverter with Novel
Cooling
-Designing an Oil-Cooled Inverter with Low Thermal
Resistance-

Lawrence Alger（Ricardo）
James Haybittle・Anthony D. Wearing・Cedric Rouaud・
William D. Drury（Ricardo）

【9:30〜11:10】

142 自動車の運動と制御 IV

Vehicle Dynamics & Control IV

Develoment of Rack Type Motor Driven Power
Steering(R-MDPS) for 48V System

SungBem Yoo（Hyundai Mobis）
Suju Park・Hyeongjin Cho・Jinwoo Lee・Heekyu Lim・
Kiho Kim・BongSoo Kim（Hyundai Mobis）

座長：景山
181

1

佐藤 一貴（神奈川工科大学）
山門 誠・狩野 芳郎・芝端 康二・安部 正人
（神奈川工科大学）

182

操舵過渡応答において応答指標が顕在化する順序

183

ドライビングシミュレータによる脳血流計測を用いた操舵特
性評価の検討

酒井 英樹（近畿大学）

有坂 広海（神奈川工科大学）
廣田 雄也・田中 優介・山門 誠・狩野 芳郎・
安部 正人（神奈川工科大学）

【9:30〜11:35】

140 振動騒音 III

Noise & Vibration III
座長：須藤

173

174

175

176

177

184

岩楯 大輔（デンソー）
岡村 侑児・大澤 司・神谷 善弘・石井 智也（デンソー）

【12:10〜13:50】

143 自動車の運動と制御 V

3D形状測定によるブロアファンのアンバランス量の算出

Vehicle Dynamics & Control V

泉原 光（カルソニックカンセイ）
鹿沼 剛・堀田 尚宏（カルソニックカンセイ）

自励振動理論に基づいたディスクブレーキのHot Judderに
関する基礎的研究

座長：榎本
185

中江 貴志（大分大学）
劉 孝宏・潮谷 泰平・中園 達也（大分大学）

ワイパの高周波ノイズを抑制するブレードの柔軟な支持構造

中野 健（横浜国立大学）
山口 博憲・八田 朋樹・松川 浩和・田浦 歳和・
宮田 博文（バンドー化学）

極低温および実走行環境下における発熱作用を考慮した揺
動吸収ゴムチューブ寿命予測手法の構築

若松 健（本田技術研究所）
臼井 英正・橋本 勝史（本田技術研究所）

非線形フィルタを用いた車体スリップ角の推定

小山 陸（東京農工大学）
毛利 宏・風間 恵介・塩澤 裕樹（東京農工大学）

晶（本田技術研究所）

車両システムでのコンプレッサ振動伝達音予測技術の開発

一郎（日本大学）

前後ロールセンター高さの違いが操舵行動に及ぼす影響

ディープラーニングを用いたモータ適合効率化

寺部 俊紀（トヨタ自動車）
渡 豊志夫・吉本 博・山田 堅滋（トヨタ自動車）

政司（トヨタ自動車）

186

187

188

満（日野自動車）

タイヤブロック変形測定システムの構築とその実証
松原 真己（豊橋技術科学大学）
石井 航平・河村 庄造（豊橋技術科学大学）
古川 知成（バージニア工科大学）

ハイブリッド測光ステレオ・光切断法を用いたミクロタイヤ摩
耗計測システム

Mengyu Song（バージニア工科大学）
古川 知成・Boren Li（バージニア工科大学）
納富 信也（本田技術研究所）

タイヤ温度に着目した走行抵抗補正技術の研究

穗髙 武（本田技術研究所）
三浦 秀樹（本田技術研究所）

車両運動性能の質感向上に向けたアルミホイールCAE技術
の開発

寺崎 創（SUBARU）
前田 凌雅（SUBARU）
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10月1 日（
11

197

1

144 動力伝達系

Power Transmission

189

恭一（横浜国立大学）

190 ワンウェイ機構を有する高効率クラッチシステムの開発

192

193

194

塩津 勇（豊田中央研究所）
谷 裕文・木村 正信・野沢 右（豊田中央研究所）
本多 敦・田淵 元樹・吉野 弘紹・神崎 謙太郎
（トヨタ自動車）

Air Conditioning II
座長：新間

198

199

砂地走行シミュレーションモデルの構築による低慣性・高応
答ダイナモでのAWDシステム評価法の開発

小林 航（日産自動車）
大久保 聡（日産自動車）

低速滑り摩擦試験装置
（LVFA）
間のばらつき低減手法
-自動変速機油分科会M349 W/G活動報告-

加藤 維識（本田技術研究所）
佐々木 清信（BP ジャパン）
村上 靖宏（アフトンケミカル・ジャパン）
山崎 隆宏（潤滑油協会）
加藤 佑輔（ダイナックス）
上川 浩（オートマックス）
荒川 慶江（ジヤトコ）
足立 常夫（アフトンケミカル・ジャパン）
岩井 利晃（出光興産）
赤松 篤（コスモ石油ルブリカンツ）
片山 信行（エフ・シー・シー）

CPVAのねじり振動低減性能に関する理論解析
（第2報）
-任意軌道の定式化と軌道の影響解析-

明戸 大介（カルソニックカンセイ）
塩澤 博行・小暮 正幸・染谷 友和
（カルソニックカンセイ）

デフロスタ窓晴れ性能予測手法開発
（第1報）

小暮 正幸（カルソニックカンセイ）
塩澤 博行・佐野 正宏・明戸 大介
（カルソニックカンセイ）
平原 裕行（埼玉大学）

200 冬季暖房最適化に向けた防曇性能・快適性・省エネ性の検討
（第2報）
-吹出口形状が車内環境に与える影響の分析-

小野 太朗（東京都市大学）
永野 秀明・白鳥 英・島野 健仁郎（東京都市大学）
加藤 信介（ペアベール）

201 カーエアコンにおけるエバポレータの冷媒流入効率向上に関
する研究

劉 軍（ケーヒン）
小舘 清勝・清水 巧実・小野寺 淳（ケーヒン）

【9:30〜11:35】

147 デュアル・フューエル
Dual Fuel

座長：首藤

登志夫（首都大学東京）

202 Investigation of Dual Fuel Performance in the Diesel
Engine using Simulated Biogas
Rio Arinedo Sembiring（Muroran Institute of Technology）
Riky Stepanus Situmorang（Muroran Institute of Technology）
Himsar Ambarita（University of Sumatera Utara）
Yoshihiko Oishi・Hideki Kawai
（Muroran Institute of Technology）

203 軽油噴射条件と燃焼室口径が天然ガスデュアルフュエル機
関の性能・排気特性に及ぼす影響

145 空調 I

Air Conditioning I
座長：尾関

敦（デンソー）

空調製品性能開発における形状最適化の適用

中澤 智一（シェフラージャパン）
Simon Trauschold・Christian Lauinger（LuK）

【9:30〜10:45】

義一（AGC）

EV社会に向けた低圧冷媒でのヒートポンプ暖房成立性
角田 功（ケーヒン）
鷲足 純哉（ケーヒン）
江口 政将（本田技術研究所）

196 自動車用ドア構造の断熱性能計測評価，および構造影響調
査

松村 忠教（ヒロテック）
筒本 隆博・長谷川 浩治（広島県立総合技術研究所）
杉原 毅（ひろしま産業振興機構）

24

146 空調 II

小型バリエーターシステム向けCVTチェーンの開発

渡邊 啓太（法政大学大学院）
相原 建人（法政大学）
土肥 永生・金子 祥平（日本精工）

195

【12:10〜13:50】

ハイブリッドトランスミッションの変速機構および油圧制御
機構開発
藤井 広太（トヨタ自動車）
笹出 晋一・達城 宏真（トヨタ自動車）
山口 雅路・田中 恒輔（アイシン・エィ・ダブリュ）

191

Evaluation of Equivalent Temperatures using a
Computational Thermal Manikin
Hideaki Nagano（Tokyo City University）
Taro Ono・Rikiya Okabe・Itsuhei Kohri・Suguru Shiratori・
Kenjiro Shimano（Tokyo City University）

【9:30〜12:10】

座長：佐藤

）

田中 秀岳（京都大学）
滝澤 慶悟・佐藤 優人・堀部 直人・石山 拓二（京都大学）
佐古 孝弘（大阪ガス）

204 天然ガスー軽油デュアルフューエルエンジンの燃焼特性に関
する数値解析

井手口 悟士（早稲田大学）
草鹿 仁（早稲田大学）
石井 義範（いすゞ中央研究所）
安立 利明・波多野 健二（いすゞ自動車）

10月1 日（
205 気筒内燃料改質ガスを用いたディーゼル混焼機関の研究
（第1報）
-改質ガス生成プロセスの解明とガス組成制御法の検討石黒 竣太郎（北海道大学大学院）
朝井 豪（ヤンマー）
渡邊 勇介・柴田 元・小川 英之・小橋 好充
（北海道大学大学院）

206 気筒内燃料改質ガスを用いたディーゼル混焼機関の研究
（第2報）
-改質ガスの組成が出力気筒の燃焼に与える影響の解析-

朝井 豪（ヤンマー）
石黒 竣太郎（北海道大学大学院）
三本 連太郎（ヤンマー）
渡邊 勇介・柴田 元・小川 英之・小橋 好充
（北海道大学大学院）

213

214

215

216

）
心拍変動解析を用いたドライバの覚醒度推定
橋本 直樹（芝浦工業大学）
伊東 敏夫（芝浦工業大学）

ミリ波レーダを用いたドライバの覚醒度推定

伊東 敏夫（芝浦工業大学）
田邉 有信（芝浦工業大学）
増田 悟（インテリジェントジャパン LLC）

機械学習を用いたリアルタイム眠気推定システムに関する研
究

水迫 幹（中央大学）
菅谷 和実・垣坂 皓太・竹内 吉和・安士 光男（パイオニア）
橋本 秀紀（中央大学）

生理指標を用いた乗員の車酔い評価に向けて

大須賀 美恵子（大阪工業大学）
中村 雄大・内藤 正博（三菱電機）

【12:35〜14:15】

148 排気及びターボシステム

【9:30〜12:10】

Exhaust Gas & Turbo System
座長：山形

150 ヒューマン・マシン・インタラクション

直之（マツダ）

Human Machine Interaction

207 排気製品開発における流体-構造連成解析の実務適用
（第1報）
國吉 浩平（カルソニックカンセイ）
塩澤 博行・川村 岳晴・依田 隆志・森 勇人・
佐藤 太一（カルソニックカンセイ）

座長：藤田
217

208 排熱発電のフィージビリティスタディ
種岡 秀之（SUBARU）

218

209 AI支援によるターボ過給エンジンシステムのコンセプト設計

210

熊谷 知久（エフ・イー・ヴイ・ジャパン）
藤井 浩司
Björn Höpke・Bastian Morcinkowski・Richard Aymanns
（FEV Europe）

可到達解析を用いた不確かなパラメータをもつターボチャー
ジシステムの安全性検証方策

八田羽 謙一（慶應義塾大学）
橋本 和宗（KTH Royal Institute of Technology）
井上 正樹・足立 修一（慶應義塾大学）
上野 将樹・堤 優二郎・山田 雄輝・豊嶋 弘和
（本田技術研究所）

219

健二（マツダ）

複数HMI導入によるインピーダンス制御型操舵支援手法の
受容性評価
平田 拓也（三重大学）
早川 聡一郎・堤 成可・池浦 良淳（三重大学）

トラックの自動運転・隊列走行の受容性向上のための車外
HMIに関する研究

李 世豪（東京大学）
杉町 敏之（東京都市大学）
郭 鐘聲・須田 義大（東京大学）

自動車HMIの認知性能に対する注意アトラクタと画面遷移の
効果
（第1報）

大山 潤爾（産業技術総合研究所）
林 秋妤・清水 俊喜・内田 仁（スズキ）

220 自動車HMIの認知性能に対する注意アトラクタと画面遷移の
効果
（第2報）

内田 仁（スズキ）
林 秋妤・清水 俊喜（スズキ）
大山 潤爾（産業技術総合研究所）

221 Haptic Shared Controlによる回避誘導と自動衝突回避制御
の組合せによる先進運転支援システム

平岡 敏洋（名古屋大学）
本村 佳大（京都大学大学院）

【9:30〜12:10】

222 シェアードコントロールシステムの正着性能に関する研究

149 覚醒・酔い

Arousal, Car Sickness
座長：栗谷川

211

212

幸代（日本大学）

蔡 鶴璟（東京大学）
杉町 敏之（東京都市大学）
郭 鐘聲・須田 義大（東京大学）
岡田 光太郎・川原 禎弘（JTEKT）

内発的動機づけの誘発による覚醒維持手法の提案と効果の
実験的検証
目片 悠貴（慶應義塾大学）
武内 秀平・山本 恒行・神谷 直城・鈴木 隆司
（東海理化電機製作所）
中西 美和（慶應義塾大学）

生理信号と運転行動に基づく機械学習を用いたドライバの覚
醒度と熱的快適感に関する状態推定

郭 鐘聲（東京大学）
小竹 元基・鎌田 実（東京大学大学院）
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10月1 日（
（ ）
【9:30〜10:45】

151 ガソリンノック
Gasoline Knock

座長：森吉

泰生（千葉大学）

223 高精度エンドガス自着火予測モデルの開発
（第二報）
-プレミアムガソリンサロゲート燃料の着火遅れ時間総括式の
構築桑原 一成（大阪工業大学）

224 燃焼帯を考慮した乱流燃焼モデルを使ったトレースノックの
解析

北田 泰造（三菱自動車工業）
城田 貴之・野中 一成・飯塚 捷・田中 大・
口田 征人（三菱自動車工業）
永野 幸秀・北川 敏明（九州大学）
酒井 康行（福井大学）

225 自動車用火花点火エンジンにおけるノッキング指標に関する
研究

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

【12:10〜13:25】

152 リーンバーン
Lean Burn

座長：北田

泰造（三菱自動車工業）

226 高性能，高効率リーンバーン過給SI-DIエンジンのコンセプ
ト研究
竹内 一雄（トヨタ自動車）
Pawel Luszcz（Toyota Motorsport）
Philip Adomeit（FEV）

227 混合気の弱成層化によるリーンバーンガソリン燃焼の希薄限
界拡大

佐藤 広直（千葉大学）
森吉 泰生・窪山 達也・金子 誠（千葉大学）

228 均質希薄SI燃焼の排気窒素酸化物生成解析

英 寿（本田技術研究所）
松浦 勝也（本田技術研究所）
古谷 正広（名古屋工業大学）

26

）

10月19日（金）
【15:10〜16:50】

1 1 1

155 車両開発

【9:30〜12:10】

Vehicle Development

153 運転行動分析 I

座長：関根

Analysis of Driving Behavior I
座長：小竹

元基（東京大学）

229 ドライブレコーダのデータ解析から見た右折時におけるドラ
イバの注意力の検討
大北 由紀子（東京農工大学）
菅沢 深・今関 隆志・毛利 宏（東京農工大学）

239 コックピットモジュールメッシュ作成期間短縮の取組み
（第1報）
佐藤 和巳（カルソニックカンセイ）
塩澤 博行（カルソニックカンセイ）
吴 昊・周 晓兰（希凱電子機械開発（上海）
）

240 衝撃解析用 液晶ディスプレイの簡易FEモデルの開発と適
用

遠藤 明香（カルソニックカンセイ）
佐藤 和巳・塩澤 博行（カルソニックカンセイ）

230 交差点右折時における歩行者認知タイミングの計測

二神 龍太（東京農工大学）
毛利 宏・風間 恵介（東京農工大学）
内田 信行・齋藤 創（日本自動車研究所）

231 運転技量差に着目した自転車追い抜き時における自動車運
転者の走行方法分析

康史（福山大学）

241

HILSを活用した制御システムの評価

飯野 浩幸（日野自動車）
上倉 一郎・中野 豊・武田 克信（日野自動車）

242 ダカールラリー用レーシングトラックの開発

榎本 満（日野自動車）
天羽生 恵佑（日野自動車）

面田 雄一（日本自動車研究所）
岩城 亮・安部 原也（日本自動車研究所）
福島 正夫（日本自動車工業会）

232 省燃費運転によるドライバのステアリング操作解析に関する
研究

佐藤 健一（芝浦工業大学）
伊東 敏夫（芝浦工業大学）
筒井 勇・神田 活彦・堀江 直樹（テクトム）

1
【9:30〜11:35】

156 エレクトロニクス & 設計

233 発話自由度のある高度な音声操作システムによる運転行動へ
の影響

古賀 光（日本自動車工業会）
阿部 正明（日本自動車工業会）

234 音声対話時における認知負荷推定手法の開発

清水 洋志（日産自動車）
伊福部 達・三浦 貴大（東京大学）
上田 一貴（東京大学大学院）
藪 謙一郎（東京大学）
美記 陽之介・道吉 誓子・田中 兼一・古川 政光
（日産自動車）

【13:10〜14:50】

Electronics & System Design
座長：加藤

利次（同志社大学）

243 自動車ユーザ体験のプロトタイプのためのIoT指向フレーム
ワーク
-車室内に持ち寄ったモノと乗員とのコミュニケーション体験
の試作事例大濱 吉紘（豊田中央研究所）
安田 浩志・清水 司・小玉 亮・嶋田 英人・田口 峻
（豊田中央研究所）

244 サービス指向ソフトウェアプラットフォームを実現するサービ
スバス設計方法の提案と評価

青山 幹雄（南山大学）
濱野 真伍（南山大学）

154 運転行動分析 II

245 広帯域信号を用いたイミュニティ近接試験法の開発

Analysis of Driving Behavior II
座長：大門

1

樹（慶應義塾大学）

235 自動車運転者における交通安全能力の意識構造
島田 和典（東京学芸大学）
島田 英昭（信州大学）
毛利 宏・今関 隆志・風間 恵介（東京農工大学）

236 内発的動機づけを向上させる言語的報酬と危険予知タスクで
の視認行動の変容効果の研究

石橋 基範（日本大学）
磯崎 和豊（元日本大学大学院）
岩男 眞由美（いすゞ中央研究所）

237 周辺確認学習によるドライバの行動改善に関する研究

須藤 修史（芝浦工業大学）
伊東 敏夫（芝浦工業大学）

238 背面支持機構の支持位置変化による長時間運転における疲
労増加低減効果の検証

戸田 雄也（三重大学大学院）
浅野 克啓・山本 幸史郎・山本 文哉・早川 聡一郎・
池浦 良淳・堤 成可（三重大学大学院）
山川 拓巳・吉田 優海・筒井 孝夫・戸畑 秀夫（タチエス）

森 晃（トヨタ自動車）

246 液晶メータの表示データ自動管理による業務効率の大幅向
上

247

中島 健二（カルソニックカンセイ）
新井 正敏・枝本 吉広・長門 達也（カルソニックカンセイ）

LEDの自己発熱，温度，電流特性に対応したVHDL-AMSモ
デリングとそのシミュレーション（第1報）

瀧澤 登（ローム）

【12:35〜14:40】

157 センシング・位置推定
Sensing & Localization
座長：中野

公彦（東京大学）

248 2D LiDARとカメラを組み合わせた3次元環境認識に関する
研究
中山 雄一郎（芝浦工業大学）
伊東 敏夫（芝浦工業大学）
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249 Study on Effect of Artificial Image Noise to the Accuracy
of Convolutional Neural Network
Mohd Hafiz Hilman Mohammad Sofian
（Shibaura Institute of Technology）
Toshio Ito（Shibaura Institute of Technology）

250 深層学習を用いた超音波センサのモデル化方法と適用評価

251

白崎 悠太（南山大学）
青山 幹雄・加藤 聖也・永井 利幸（南山大学）
林 健吾（デンソー）

76GHz帯ミリ波レーダを用いた自己位置推定のための地図
生成手法に関する研究

橋本 直也（金沢大学大学院）
米陀 佳祐・栁瀬 龍・Mohammad Amro Aldibaja・
菅沼 直樹（金沢大学）

260 振子型ハンマーによる叩き出し鈑金加工の自動化を可能にす
る区分サンプル値制御
-非減衰ハンマーの衝突位置と衝突速度を任意に安定制御す
る方法261 箱物フレキシブルラインの立ち上げ

是枝 隆浩（ジヤトコエンジニアリング）
岩崎 剛己・中村 重敏（ジヤトコエンジニアリング）
佐藤 博（ジヤトコ）

262 Lightweight Forging Initiative III: Forging Technology
Contribution to Lightweight Design
-International Consortium Shows Potential of Forging
Technology for Automotive Lightweighting-

Hans-Willi Raedt（Hirschvogel Automotive Group）
Thomas Wurm（Georgsmarienhuette）
Alexander Busse（fka at RWTH Aachen）

252 自車両位置認識結果の信頼度推定

赤井 直紀（名古屋大学）
Luis Yoichi Morales・平山 高嗣（名古屋大学）
村瀬 洋（名古屋大学大学院）

1 1 1

1
【9:30〜10:45】

160 燃費・熱効率

【9:30〜12:10】

Fuel and Heat Efficiency

158 音質評価

座長：水嶋

Sound Quality
座長：石塚

昌之（シーメンス）

253 音質評価法を用いた新型軽自動車の車室内における燃焼騒
音対策
霍田 龍典（本田技術研究所）
鳥居 建史（本田技術研究所）

西山 伸夫（ヤンマー）
中川 宣雄・山内 貴之・中谷 拓真・中川 修一
（ヤンマー）
吉田 準史（大阪工業大学）

255 車内騒音の静粛性評価に向けた聴覚的注意のモデル化

中谷 裕紀（マツダ）
渡邊 雅之・萬 菜穂子（マツダ）

256 車室内暗騒音がエンジン音の認知に及ぼす影響

野澤 駿（中央大学大学院）
戸井 武司（中央大学）

257 ロードノイズおよびフロア振動が運転感覚に及ぼす影響

江口 彰一（中央大学大学院）
石原 大雅（ブリヂストン）
戸井 武司（中央大学）

258 大型車両等における後退時警報音の認知性・受容性に関す
る研究

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

【13:10〜14:50】

159 生産製造

Production Manufacturing
座長：白瀬

敬一（神戸大学）

259 機械学習を用いた生産ロボット減速機の故障予知手法の開発
田中 康裕（日産自動車）
高木 徹・浦川 敏倫（日産自動車）
太田 悠太・Dongjio Tang（構造計画研究所）

教文（産業技術総合研究所）

263 我が国における燃費規制の現状及びその効果について
河野 良明（国土交通省）
井上 雄喜（国土交通省）

264 実走行ビッグデータを用いた運転追従型エコドライブ支援ツー
ルの燃費向上効果評価

鈴木 徹也（日本自動車研究所）
平井 洋（日本自動車研究所）
武者 義男・荻村 友彦（トヨタ自動車）
平井 祐介（経済産業省）

254 正則化法による音質評価モデルの汎化能力向上
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小竹 茂夫（三重大学）

265 RDE走行による実燃費評価の可能性検討

鈴木 央一（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
逢沢 慧太・森吉 泰生・窪山 達也（千葉大学大学院）
小林 貴（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

【12:10〜13:50】

161 車両・エンジン試験法

Testing of Vehicle and Engine
座長：川野

大輔（大阪産業大学）

266 4WDシャシダイナモメータ上での車両拘束状態がモード走行
仕事に与える影響
（第2報）
小川 恭広（堀場製作所）
野田 明・中手 紀昭（日本自動車輸送技術協会）
井上 勇（小野測器）
古田 智信（明電舎）
中條 智哉（日本自動車研究所）
谷脇 眞人（スズキ）
中村 典弘（SUBARU）
桝谷 啓一（日産自動車）
岩瀬 俊幸（本田技術研究所）
後藤 英樹（マツダ）
麓 剛之（三菱自動車工業）

10月19日（金）
267 四輪駆動車用シャシダイナモメータにおける車両拘束及びそ
の評価方法を規定したJASO E016のねらいと要点
井上 勇（小野測器）
野田 明・中手 紀昭（日本自動車輸送技術協会）
小川 恭広（堀場製作所）
古田 智信（明電舎）
中條 智哉（日本自動車研究所）
谷脇 眞人（スズキ）
中村 典弘（SUBARU）
桝谷 啓一（日産自動車）
岩瀬 俊幸（本田技術研究所）
後藤 英樹（マツダ）
麓 剛之（三菱自動車工業）

268 各種タイヤ条件でのWLTCモード走行損失特性とその燃費影
響に関する解析
-車両走行モデルに基づく先進タイヤ試験機でのモード損失
測定と燃費推計への応用-

米本 伸弘（日本自動車輸送技術協会）
野田 明・小池 一司・中手 紀昭・藤井 裕樹・
青木 俊明（日本自動車輸送技術協会）
井上 勇（小野測器）

269 重量車用エンジン台上試験装置における過渡運転制御性の
改善

水嶋 教文（産業技術総合研究所）
佐藤 重雄・八木 博行（小野測器）
鈴木 央一（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

【9:30〜11:35】

163 自動運転・制御

Automated Driving & Control
座長：毛利

274

宏（東京農工大学）

自動運転のためのパーティクルフィルタを用いた経路生成
篠本 凜（三菱電機）
亀岡 翔太（三菱電機）
Karl Berntorp・Stefano Di Cairano
（Mitsubishi Electric Research Laboratories）

275 RTK-GPSを用いた自動運転システムにおける非線形モデル
予測制御による車両統合制御

鵜生 知輝（三菱電機）
Rien Quirynen・Stefano Di Cairano・Karl Berntorp
（Mitsubishi Electric Research Laboratories）

276 低速走行する自動運転車両に対応した等価二輪モデル

馬場 厚志（デンソー）
山口 輝也・向井 靖彦（デンソー）

277 Trajectory Prediction of Surrounding Vehicles using
LSTM Network

Hanwool Woo（The University of Tokyo）
Mizuki Sugimoto・Jiaxu Wu・Yusuke Tamura・
Atsushi Yamashita・Hajime Asama
（The University of Tokyo）

278 モデル予測制御を用いたドライバモデルの評価

【14:10〜15:50】

162 排出ガス

Exhaust Gas
座長：野田

明（日本自動車輸送技術協会）

270 車両シミュレーションを用いた実走行車両の排出ガス予測に
関する研究
（第2報）
-実路走行時の排出ガス予測用車両モデルおよびドライバモ
デルの構築野水 健太（東京工業大学）
小酒 英範（東京工業大学）
山口 恭平・水嶋 教文・鈴木 央一
（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
川野 大輔（大阪産業大学）
佐藤 進（東京工業大学）

271 RDE試験結果を活用した自動車排出ガス原単位補正係数の
推定手法検討

冨田 幸佳（日本自動車研究所）
森川 多津子（日本自動車研究所）

272 車載計測器を用いたディーゼル車の路上走行時排出ガス評
価手法に関する考察

山本 敏朗（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
鈴木 央一（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）
山口 恭平（早稲田大学）
小澤 正弘（エイヴィエルジャパン）

273 NOx吸蔵触媒を装着したディーゼル乗用車における実路走
行時NOx排出予測モデルに関する研究

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

瀬来 拓也（トヨタテクニカルディベロップメント）
原口 健太郎・尹 英杰
（トヨタテクニカルディベロップメント）
奥田 裕之・鈴木 達也（名古屋大学）

【12:35〜14:40】

164 自動車の遠隔操作

Remote Control of Automated Vehicle
座長：二宮

芳樹（名古屋大学）

279 遠隔型自動運転システムにおける自車位置およびLiDAR計測
情報と高精度地図から生成したCGを用いた遠隔操作に関す
る研究
大塚 崇夫（慶應義塾大学大学院）
神藏 貴久・大前 学（慶應義塾大学大学院）

280 遠隔型自動運転システムにおける遠隔操作時の映像遅延が
操舵の操作に与える影響の評価

水島 知央（慶應義塾大学大学院）
神藏 貴久・大前 学（慶應義塾大学大学院）

281 自動車の遠隔操縦に求められる通信および映像品質に関す
る実験的評価

中田 周作（神戸大学大学院）
田崎 勇一・横小路 泰義（神戸大学大学院）
亀岡 翔太・吉桑 義雄（三菱電機）

282 自動車の遠隔操縦システムの開発

亀岡 翔太（三菱電機）
吉桑 義雄（三菱電機）
田崎 勇一・横小路 泰義（神戸大学大学院）

283 From Remote Parking to Autonomous Valet Parking

Frederic Gehin（Valeo Connected Car）
Nicolas Jecker（Valeo Driving Assistance）
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【15:00〜16:15】

【13:10〜15:50】

165 画像解析（カメラ）

167 エンジン部品・トライボロジー II

Image Analysis (Camera)
座長：櫻井

Engine Components & Tribology II

俊明（元いわき明星大学）

284 凍結路面の滑りやすさ解析における近赤外偏光分光計測の
理論アプローチと画像計測への応用
（第2報）
岩間 大舗（北海道科学大学）
金子 友海・北川 浩史・城戸 章宏（北海道科学大学）
長沼 要（金沢工業大学）
竹澤 聡（北海道科学大学）

285 運転支援用広角中心窩距離画像の生成

亀山 尚明（芝浦工業大学）
清水 創太（芝浦工業大学）
三田 誠一（豊田工業大学）
下村 修・石丸 和寿・富永 元規（SOKEN）

286 ステレオカメラによる道路境界認識

西野 咲子（SOKEN）
石丸 和寿（SOKEN）
Hossein Tehrani・陳 博翔・大石 智之・木下 修
（デンソー）
三田 誠一・Yuquan Xu（豊田工業大学）

座長：菊池

隆司（トヨタ自動車）

293 DLC膜の摩擦摩耗特性に及ぼすモリブデン系潤滑油添加剤
の影響
宅美 佑馬（福井大学）
本田 知己（福井大学）
葛西 杜継（出光興産）
三宅 浩二（日本アイ・ティ・エフ）

294 固体潤滑剤分散金属薄膜の摩擦摩耗特性

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

295 ピストン・クランク系の摩擦低減要素が多気筒エンジンの
FMEPに与える効果

及川 昌訓（東京都市大学）
金子 なつき・三原 雄司・三田 修三（東京都市大学）

296 リングの仕様及び潤滑油の粘度がピストン系摩擦力と潤滑
油消費に与える影響の実験検証

金子 なつき（東京都市大学）
及川 昌訓・三原 雄司・三田 修三（東京都市大学）

297 フリーラジカル検出式オイル劣化センサの開発

程 帆（デンソー）
柴田 貴行（デンソー）
青木 良文（豊田中央研究所）
平田 拓（北海道大学）

【9:30〜12:10】

166 エンジン部品・トライボロジー I
Engine Components & Tribology I
座長：伊東

298 上死点近傍におけるピストンリングの油膜引き戻し作用

友田 達規（豊田中央研究所）
稲垣 英人・山田 智久・三田 修三・勝見 則和
（豊田中央研究所）
廣岡 哲夫・山下 健太郎（豊田自動織機）

明美（東京都市大学）

287 可変圧縮比エンジンVC-T用 シリンダブロックのロードキャ
ンセリング構造
星川 裕聡（日産自動車）
小林 誠・茂木 克也・大熊 悟（日産自動車）

288 可変圧縮比エンジンVC-T用 マルチリンク式クランク機構
用軸受要素の開発

中村 勝敏（日産自動車）
茂木 克也・大熊 悟（日産自動車）
米谷 晋也・上江洲 佑典（大同メタル工業）

289 実用シーンでのエンジン熱効率向上を狙いとした可変圧縮比
ターボエンジンVC-T用アクチュエータの開発

日吉 亮介（日産自動車）
田中 儀明・茂木 克也・大熊 悟（日産自動車）
永井 希志郎・篠﨑 祐也（日立オートモティブシステムズ）

290 可変圧縮比ターボエンジンにおける過渡制御技術開発

高橋 英二（日産自動車）
鈴木 健児・山野 健太郎・茂木 克也・大熊 悟
（日産自動車）

291 低サイクル疲労解析を用いた亀裂進展予測技術手法の確立

三王 利一（本田技術研究所）
空澤 光将・高橋 祥治（本田技術研究所）

292 表面テクスチャリングを施したFC230とDLC膜の組み合わせ
における焼付きの解明

侯 周勇（福井大学）
本田 知己（福井大学）

（ ）
【9:30〜12:10】

168 ディーゼル燃焼
Diesel Combustion
座長：小酒

英範（東京工業大学）

299 EGRガスの組成がディーゼル燃焼の着火遅れに及ぼす影響
外処 将貴（北海道大学大学院）
大岡 峻・小橋 好充・柴田 元・小川 英之
（北海道大学大学院）

300 吸気条件が双峰形部分予混合化ディーゼル燃焼の熱効率関
連因子におよぼす影響

稲葉 一輝（北海道大学大学院）
増子 曜介・張 焔赫・小橋 好充・柴田 元・
小川 英之（北海道大学大学院）

301 雰囲気密度がディーゼル燃焼に及ぼす影響

吉冨 和宣（日野自動車）
舩山 悦弘・石井 森・中島 大（日野自動車）

302 ディーゼル機関におけるPIV測定によるオンボード用ガス流
動モデルおよび壁面熱伝達モデルの検証

澤村 悠司（上智大学大学院）
後藤 大樹・小島 和樹・松井 大樹・Haoyu Chen
（上智大学大学院）
一柳 満久・鈴木 隆（上智大学）
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10月19日（金）
303 ディーゼル機関における筒内壁温度計測によるオンボード用
壁面熱伝達モデルの検証
Haoyu Chen（上智大学大学院）
生駒 航・Zhiyuan Liu・松井 大樹・Emir Yilmaz
（上智大学大学院）
一柳 満久・鈴木 隆（上智大学）

312

313

304 Validation of In-Cylinder Heat Flux Estimation Model by
Measuring Wall Temperature

渡辺 直樹（デンソー）
栗本 直規・西島 義明（デンソー）

ディーゼル噴霧の混合気濃度分布の時系列計測
-高速度トレーサLAS法の開発-

各務 伸一（広島大学）
金 載憲・塩飽 朋也・西田 恵哉・尾形 陽一（広島大学）
佐々木 裕康（ナックイメージテクノロジー）

Emir Yilmaz（Sophia University）
Haoyu Chen・Hiroki Matsui・Mitsuhisa Ichiyanagi・
Takashi Suzuki（Sophia University）

【13:10〜15:15】

ディーゼル噴霧燃焼シミュレーションにおける噴霧モデルが
火炎形成に与える影響

1
【9:30〜11:35】

169 ディーゼル噴霧

171 SCR 触媒

Diesel Spray

座長：石井

SCR Catalyst

森（日野自動車）

305 ディーゼル噴霧特性に及ぼす噴射量の影響
岡崎 智大（長崎大学大学院）
駒田 佳介（福岡工業大学）
植木 弘信（長崎大学大学院）

306 単噴孔および多噴孔のディーゼルノズルの噴孔近傍における
噴霧特性

安心院 力也（長崎大学大学院）
駒田 佳介（福岡工業大学）
植木 弘信（長崎大学大学院）

307 ディーゼル機関における燃料噴霧特性に関する研究
-燃料噴射圧力が噴霧のマクロ特性および内部構造に及ぼす
影響-

西浦 宏亮（同志社大学大学院）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）

308 ガス溶解方式を用いた微細気泡混入燃料の噴霧・微粒化特
性に与える影響

座長：足立
314

315

316

317

NH3吸着・脱離特性に基づくSCR触媒の劣化検出に関する
研究
白澤 健（トヨタ自動車）
古井 憲治・木所 徹・佐藤 正明・野﨑 雄介
（トヨタ自動車）

尿素改質技術の研究

岡田 祐一（日野自動車）
平林 浩・佐藤 信也（日野自動車）
井上 博史・長谷川 匠・磯野 成美（HKT）

尿素水の凝固点降下を目的としたメタノール添加がSCR触媒
の浄化性能に及ぼす影響

井上 翔太（滋賀県立大学大学院）
河崎 澄・山根 浩二（滋賀県立大学）

Si/Al比の異なる尿素SCR/DPF触媒のNOx浄化性能に対す
る水熱劣化の影響

大矢 直樹（茨城大学）
藤本 輝光・田中 光太郎・金野 満（茨城大学）
冨田 衷子・三木 健（産業技術総合研究所）

河本 巧（琉球大学大学院）
若井 謙介（琉球大学）

309 ディーゼルエンジンの噴霧―壁面衝突場に適用できる新しい
壁面熱伝達率式の提案
（第3報）
-新しい壁面熱伝達率式によるディーゼル燃焼シミュレーショ
ンUniDESの高精度化-

318

アンモニアSCR用Cu-ZSM-5触媒の定常反応モデルの構築

永島 渉（北海道大学大学院）
小祝 隆太郎・柴田 元・小橋 好充・小川 英之
（北海道大学大学院）
清水 研一（北海道大学）
草鹿 仁（早稲田大学）

池戸 隆人（豊田中央研究所）
稲垣 和久・野村 佳洋・植田 玲子（豊田中央研究所）
大八木 大史（トヨタ自動車）

【12:35〜14:40】

【15:35〜17:15】

172 DPF

170 ディーゼル燃焼噴霧

Diesel Particulate Filter

Diesel Spray Combustion
座長：冬頭

310

311

隆幸（UD トラックス）

座長：大角

孝之（豊田中央研究所）

詳細な素反応過程を考慮したLESによるディーゼル噴霧にお
ける当量比分布の時間的および空間的解析
山田 祥太郎（早稲田大学）
周 蓓霓・足立 隆幸・草鹿 仁（早稲田大学）
相澤 哲哉（明治大学）

詳細な素反応過程を考慮したLESによるディーゼル噴霧燃焼
の熱発生過程に関する数値解析

足立 隆幸（早稲田大学）
山田 祥太郎・周 蓓霓・草鹿 仁（早稲田大学）
相澤 哲哉（明治大学）

319

和生（いすゞ中央研究所）

多孔質セラミックを用いたDPF再生システム
山本 和弘（名古屋大学）
吉澤 健樹（名古屋大学）

320 狭帯域マイクロ波を用いたDPF中PM堆積量検知技術
（第2報）

古山 昌治（富士通研究所）
中西 輝・本吉 勝貞・宮原 昭一・今田 忠紘・
廣瀬 達哉・渡部 慶二（富士通研究所）

321 触媒層の透過率とすす堆積過程の検討

孔 炫吾（名古屋大学）
山本 和弘（名古屋大学）

31

10月19日（金）
322 Study for the Effect of After-Treatment Systems on
Nano-Particles Exhausted from Diesel Engine
Vo Hoang Sang（Teikyo University）
Jun Kawase（Tokyo Dylec）
Stefan Christiansen（Mazda）
Kazutoshi Mori（Teikyo University）

323 Time-Lapse Visualization of Ash Deposition in Diesel
Particulate Filter

Katsunori Hanamura（Tokyo Institute of Technology）
Mitsuhiro Shinshi・Ryoko Chijiiwa
（Tokyo Institute of Technology）

【15:00〜16:15】

173 ガソリン排気

Gasoline Exhaust Gas
座長：岩知道

均一（三菱自動車工業）

324 ガソリンエンジン搭載車両の冷間始動時における三元触媒
の浄化性能向上に関する研究
曽根 遼太（早稲田大学大学院）
厳 燮陽・井上 遼哉（早稲田大学大学院）
草鹿 仁（早稲田大学）
梅澤 克則・近藤 康弘（AZAPA）

325 直噴ガソリンエンジンの低温過渡PM発生メカニズムの解明
およびPN低減技術に関する研究

今岡 佳宏（日産自動車）
井上 尊雄・白石 泰介（日産自動車）

326 SiCスポンジを用いたガソリン車用フィルタの開発

浅井 隆宏（名古屋大学）
山本 和弘・西保 裕司（名古屋大学）
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研究者・技術者 の皆様
是非ご利用しませんか？
学術講演会発表論文
700 件以上（年間）
自動車規格（JASO） 約 680（日英）件
貴社のイントラネットで共有閲覧できます．

既にご利用されている企業様から，大変好評を頂いております．
（イメージ）

自動車規格
（JASO）

予稿集

内容
企業内のサーバ等にデータを置き，イントラネット上で共有するサービス
（有料）
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年間 700 件以上収録（年によって掲載件数は異なります）
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各講演要旨を英語で１ページに収めたもの
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1. JASO 規格の日本語版と英語版の PDF
2. テクニカルペーパーの PDF

（

）

自動車技術会が販売している〈日本の自動車規格 DVD-ROM〉
及び〈JASO STANDARD CD-ROM〉の内容をそのままイント
ラネット上で共有閲覧するものではありません .
JASO 規格（日本語版・英語版）の PDF ファイルを共有閲覧
する内容となります .

年間，日本語版の収録件数：約 390 件前後
英語版の収録件数：約 290 件前後
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