会期：2020年 5 月20 日（水）〜 22 日（金）
会場：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）

学術講演会
第70回自動車技術会賞授賞式
第10回定時総会
Keynote Address
JSAE Annual Party（技術者交流会）
学生ポスターセッション
自動車技術展（人とくるまのテクノロジー展2020横浜）
フォーラム

会 期：2020年5月20日
（水）
～22日
（金）
会 場：パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみらい1-1-1）
2020 年 3 月 1 日

会 員 各 位

公益社団法人自動車技術会
会 長
坂本 秀行

2020 年春季大会を 5 月 20 日（水）〜 22 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，Keynote Address，JSAE Annual
Party，
自動車技術会賞授賞式，
フォーラムなど，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 107 セッション・544 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 2020 横浜では，600 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
企画の展示や講演会，試乗会などの催しも予定しております．
会員のみなさまのご参加をお待ちいたしております．

 パシフィコ横浜ノースへのアクセス
横浜駅

みなとみらい線
約3分

学術講演会参加の方
出口②いちょう通り口

みなとみらい駅
展示会 / フォーラム参加の方
クイーンズスクエア 2F
パシフィコ横浜連絡口

パシフィコ横浜
ノース
パシフィコ横浜
（展示会）
展示ホール
（フォーラム）
会議センター

フォーラム
学術講演会

展示会

出口②
いちょう通り口
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2020年春季大会概要
行事名
① 学術講演会

参加登録／参加費

22 日（金）

●

●

●

要／有料

不要／無料

●

不要／無料

③ 第 10 回定時総会

●

※対象：会員

④ Keynote Address

不要／無料

●

要／有料

●

⑤ JSAE Annual Party（技術者交流会）

⑦

21 日（木）

※参加資格により参加費が異なります

第 70 回自動車技術会賞授賞式
第 11 回技術教育賞授賞式
②
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（2019 年春季・秋季大会学術講演会）

⑥ 学生ポスターセッション

20 日（水）

不要／無料

●

●

●

要／無料

●

●

●

不要／無料

●

●

●

※出展には学術講演会の参加登録（有料）が必要です

自動車技術展：
人とくるまのテクノロジー展2020横浜

⑧ フォーラム

2020 年春季大会ウェブサイト 

https://www.jsae.or.jp/2020haru/

 学術講演会講演予稿集（DVD 1 枚）
学術講演会の参加登録費には，講演予稿集 DVD 1 枚が含まれます．

■受取り場所
オンライン登録の方：自動受付機付近

※早期参加登録者は特典として 5 月 15 日（金）より WEB で閲覧いただけます．

当日登録の方：会場受付

■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＞は受付しておりません．
正会員・学生会員・賛助会員 … 11,000 円／ 1 枚（税込）
一般 ……………………………… 13,750 円／ 1 枚（税込）
※学術講演会の全講演予稿集及び Summarized Paper を収録しています．
※ 2020 年春季学術講演会予稿集の発行日（公開日）は，2020 年 5 月 15 日（金）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．

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

 会場周辺のご案内
詳細情報，お申込み方法につきましては 2020 年春季
大会ウェブサイト「アクセス・周辺情報」をご覧下さい．

利用可能カード：
VISA・Master・AMEX・JCB・Diners

3

参 加 者 へ のご案 内
① 学術講演会

有料／要参加登録

5月20日
（水）
～22日
（金） 各講演会場
5 月 11 日（月）までの
早期登録が大変お得です！
早期参加登録

通常参加登録

登録期間

3 月中旬～ 5 月 11 日（月）

5 月 12 日（火）〜
22 日（金）

5 月 20 日（水）〜
22 日（金）

登録方法

オンライン

オンライン

会場

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

8,000 円 （不課税）
3,000 円 （不課税）
22,000 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

10,000 円 （不課税）
3,000 円 （不課税）
24,000 円 （税込）

①～③すべて 5 月 11 日（月）

登録時

※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

5 月 11 日（月）まで全額返金

返金なし

※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（5 月 15 日～ 22 日 WEB 閲覧）

特典♪

クレジットカード決済
または現金払い

クレジットカード決済

なし

オンライン参加登録～会場での受付までの流れ
3月中旬
OPEN予定

5月11日
締切

・大会ウェブサイトより参加登録
オンライン
参加登録

まで
・早期参加登録期間は，5 月 11 日（月）

【オススメ

その 1♪】

早期参加登録がお得です！
早期割引，予稿集事前閲覧特典がつきます．

・早期参加登録の支払期限は，5
早期参加登録の支払期限は，5 月 11 日
（月）までにお支払いください
支払手続

・（注意）期限日まで支払が完了しなかった場合，お申込は無効となります

・QR コード付イベント参加券を印刷または QR コードの画像を保存する
QR コード
の保存
5月20日
～
5月22日

・（注意）受理通知メールでは受付できません

・QR コードを自動受付機にかざす
会場
チェックイン

【オススメ

その 2 ♪】

ご自身のスマホやタブレットでQRコードの画像
を保存すれば参加券の印刷・持参が不要です！

・ネームカード，プログラム，講演予稿集 DVD を受け取る
【オススメ その 3♪】
大会前日の5月19日 15:00〜受付が可能です．
前日にチェックインを済ませることで，翌日
以降，講演会場に直接入ることができます！
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② 第 70 回自動車技術会賞授賞式・第 11 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（2019 年春季・秋季大会学術講演会）
優秀ポスターセッション賞授賞式（2019 年秋季大会）

無料／参加登録不要

5月21日
（木） 13:00～14:00 ノース3F G303+G304
第 70 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，優秀講演発表賞（2019 年春季・秋季大会学術講演会）及び優秀ポスター
セッション賞（2019 年秋季大会）の授賞を行います．

③ 第 10 回定時総会

無料／参加登録不要／会員の方

5月21日
（木） 14:15～15:55 ノース3F G303+G304
議決事項：
2019 年度決算報告の件
2020 〜 2021 年度理事選任の件
2020 〜 2021 年度監事選任の件
名誉会員推薦の件

報告事項：
2019 年度事業報告の件
2020 年度事業計画の件
2020 年度予算の件

④ Keynote Address

無料／参加登録不要

5月21日
（木） 17:00～18:00 ノース3F G301+G302
『Honda の「夢創造」はじまる』（仮題）
講師： 三部 敏宏 氏（株式会社本田技術研究所 代表取締役社長）
司会： 豊増 俊一 氏（総務担当理事）
企画： 総務委員会

⑤ JSAE Annual Party（技術者交流会）

有料／要参加登録

5月21日
（木） 18:15～19:45 ノース1F G1+G2
技術者，展示会出展社の方々が交流を深める機会として JSAE Annual Party を開催いたします．参加ご希望の方は，春季大会ウェブサ
イトよりお申込みください．
オンライン申込期間
参加費

3 月下旬～ 5 月 11 日（月）

学生会員
正会員・賛助会員
一 般

3,000 円（税込）
5,000 円（税込）
8,000 円（税込）

 招待者の方は無料，別途ご案内を差し上げます．

⑥学生ポスターセッション

聴講：無料（参加登録不要）

5月20日
（水）
～22日
（金） ノース2F ホワイエ
（予定）
大学生・大学院生が研究内容をポスターでプレゼンテーションする企画です．
優秀賞の選考も予定しています．
企業と学生の交流機会を促進する為，当日はスポンサー企業との交流スペースも設置する予定です．
ポスターの展示やスポンサー申込の詳細は春季大会ウェブサイトをご確認ください．
企画：学生活動企画委員会
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⑦ 自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展 2020 横浜

無料／参加登録要

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

600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 https://www.jsae.or.jp/expo/
■会 期：2020年5月20日
（水）
・21日
（木）
10:00〜18:00，
22日
（金）
10:00〜17:00
■会 場：パシフィコ横浜 展示ホール・ノース・アネックス
■登 録：無料．
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
■ワークショップ（アネックス）
：
出展社による30分間のプレゼンテーションです．
■主催者企画 展示（ノース展示エリア・ピロティ）／講演会（アネックス F201+202）
「新たな自動車技術が支える地域創生-革新的社会インフラと融合した くるま 進化の方向性」
2020年の主催者企画は，
2019年から引き続き，革新的社会インフラと融合したクルマ進化の方向性 をテーマに企画を進めてまいります．
昨年度の展示会で紹介したクルマとインフラとの融合がさらに加速し，
新しいエネルギーシステムや移動システム，
新しいサービスといった
社会システムのレベルにまで拡大しつつあることを紹介する計画です．
■新車開発講演
（アネックス F201+F202）
最新車の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）
．
■自動車技術会賞パネル展示（展示ホール 2F コンコース）
■試乗会（公道）
最新車の試乗体験企画です．

 入場カードをお送りします

学術講演会のネームカードをお持ちの方は展示会への入場が可能です．
なお，
講演会や試乗会など，
事前予約を設けているイベントも
ございます．
詳細は4月上旬にオープンする展示会Webサイトをご確認ください．
 https://expo.jsae.or.jp/
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⑧ フォーラム

無料／参加登録不要

5月20日
（水）
～22日
（金） 会議センター 3F/5F
詳細は 2020 年春季大会ウェブサイトをご覧ください．

フォーラムテキスト販売について（予定）

■販売場所
①会議センター 3F/5F（フォーラム会場前）
②ノース 3F（書籍販売コーナー）
■価格
会員種別
会員
一般

大会会場販売（税込）

大会終了後（税込）

2,000 〜 5,000 円 /1 冊

2,640 〜 5,280 円 /1 冊
3,300 〜 6,600 円 /1 冊

※各テキストの価格は 5 月上旬に春季大会ウェブサイトでご確認ください．
 https://www.jsae.or.jp/2020haru/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 2020 年春季大会ウェブサイトでご確認ください．

 5月20日
（水）開催
Y1.

車体の最新技術2020

5月20日
（水）
13:30〜17:25

会議センター301+302

欧州ではEuroCarBodyが毎年開催され，
車体の展示を行い，
車体のベンチマーク
を行っている．
これらの最新の車体情報をベースに材料，
接合などの要素技術につ
いて現実の車体に即した議論が行われている．
日本においても，
要素技術も含め，
車体としての最適な構造へと繋げるための総合的な議論の場の立ち上げが必要
であるとの観点から，
2012年より本フォーラムを継続実施している．
本フォーラム
では，
最新の車体のコア技術について，
自動車メーカーの理解と協力のもとに数社
から車体展示を伴う発表を行い，
聴講者との議論を行い，
車体技術のあるべき姿を
追求する．
そして，
本フォーラムの議論を踏まえ，
今後，
発表者，
聴講者の両者にとっ
てメリットのある車体技術に関する会議へ発展させる足がかりとし，
国内メーカー
の総合的な車体技術力の向上に繋げる．
企画：構造形成技術部門委員会

Y3.

運転の楽しさ向上を目指したヒトとクルマの新たな関係性を構築するHMI
（Human Machine Interface/Interaction）

5月20日
（水）
14:00〜17:30

会議センター502

開発競争の激化している自動運転の実用化により，
クルマはドライバーが操る
主体的行為の対象から，
乗っていれば運んでくれる箱に様変わりするかもしれ
ない．
一方，
運転の自動化というベースに対してドライバーの操作意図と自動運
転システムの制御意図を共有できる新たなHMI（Human Machine Interface/
Interaction）
を加えることで，
ヒトとクルマとの新しい関係性を構築でき，
これまで以
上にクルマを操る楽しさが高まり，
クルマへの愛着を得られる可能性がある．
産業技術総合研究所自動車ヒューマンファクター研究センターでは，
人とクルマの
新たな関係性を構築する協調型自動運転技術として，
ジョイスティックを介したド
ライバーとクルマの操作意図の共有による運転一体感の向上，
運転の楽しさの新
たな評価指標，
モノへの愛着の構成要素等に関する研究を進めている．
人とクルマ
との新しい関係性が予測される中，
クルマを操る楽しさのメカニズムを探る研究
や，
人とクルマとのインタラクションの評価方法に関する研究の最新事例を紹介す
るフォーラムを企画した．
将来のモビリティ・サービスの開発を担う技術者，
研究者
と運転の楽しさの方向性を共有し，
議論したい．
企画：ドライバ評価手法検討部門委員会＆産業技術総合研究所

Y2.

エンジンの未来を切り拓く日独連携のオープンイノベーション

5月20日
（水）
14:00〜17:30

会議センター501

自動車用内燃機関技術研究組合（AICE）
は2014年の設立以来，
産学官連携を
推進し，
日本の内燃機関に関する基盤技術力の向上と産学の人材育成に努めて
きた．
一方，
ドイツでは60年以上前にFVVという同様な組織が結成され，
長い歴史
を誇っている．
両者は2017年のハノーバー宣言を契機に，
日独双方の政府のサ
ポートを得て，
国際共同研究を開始した．
本フォーラムでは，
AICEとFVVのそれぞれの活動と国際共同研究について紹介
するとともに，
今後のエンジンの進化の方向について日独双方の研究者から講演
いただくことにより，
エンジンの未来に向けた日独のオープンイノベーションの取組
みについての理解を深めるとともに，
研究開発に携わる技術者，
研究者のモチベー
ション向上に繋がることを期待したい．
企画：国際委員会

Y4.

自動運転時代の人とくるまのアーキテクチャ

5月20日
（水）
14:00〜17:00

会議センター503

自動運転の技術開発が進んでいる中で，
信頼性評価の為の方法論の開発，
標準
化が進んでいる．
また，
社会が自動運転を受け入れるための，
法令や制度の整備も進んでおり，
我国
においても，
昨年，
道路運送車両法と道路交通法が改訂された．
自動運転の総合的な信頼性の確保のみならず，
自動運転により発展する社会を目
指す為には，
社会全体を一つのシステムと捉え思考していく事が重要である．
本フォーラムでは，
国内外での当該分野に関わる最新動向を概観するとともに，
社
会アーキテクチャを論ずる．
企画：共同研究センター・自動運転に係わる総合信頼性の
継続的確保に向けた標準化検討委員会
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 5月21日
（木）開催
Y5.

自動車の大変革を担う材料技術の最新動向 （鉄鋼）
I

5月21日
（木）
9:30〜12:20

会議センター303+304

近年の自動車を取り巻く環境は，
従来からの課題である環境負荷低減，
軽量化，
燃
費向上などに加え，
電動化，
安全性，
自動運転などに代表される課題への対応も求
められ，
自動車を大変革させる必要があると言っても過言ではない．
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革新を支える材料技術の情報を広
く報知する活動を行っている．
自動車の大変革を基盤から貢献する材料技術につ
いて，
その最新の動向に焦点をあて，
材料フォーラムを企画した．
本フォーラムでは特に鉄鋼分野について，
自動車及び鉄鋼材料メーカー関係者に
加えて，
日本鉄鋼協会との合同企画として基礎研究者も迎え，
自動車用材料技術
の方向性を共有したい．
企画：材料部門委員会

Y7.

Beyond 2050 未来のモビリティとエネルギー

5月21日
（木）
9:30〜13:00

会議センター301+302

2050年以降，
地球温暖化防止のために先進国では全CO2排出量の80%，
また自
動車からの温暖化ガス排出量についても80%削減が求められている．
これらを背
景として自動車では燃費向上および電動化や，
エネルギー部門では再生可能エネ
ルギー導入等の取り組みが進んでいる．
しかし，
自動車，
エネルギーともその果たす
本フォーラムでは，
将
べき役割は多面的でありCO2だけで決められるものではない．
来にわたり持続可能な社会を実現するために，
変化しつつあるモビリティの価値を
理解し，
自動車とエネルギーのあるべき姿や課題に対し必要な技術と社会のイノ
ベーションについて議論を行う．
企画：エネルギー部門委員会

Y9.

エシカル・エンジニアの時代に向けて

これからの自動車技術が求めるエンジニア像・その展望

5月21日
（木）
9:30〜12:30

会議センター502

AIをはじめとする新しい技術が自動車に組み込まれることにより，
自動運転など高
度な運転支援システムの開発が可能になりました．
これらの技術は，
高度であるほ
どユーザーの認知判断，
時にはプライバシーに介入して行動を誘導しうる能力を
持ち，
人間の尊厳への脅威となる可能性も生じています．
これからは技術がユー
ザーへ及ぼす影響や，
社会の受容性を俯瞰し考えながら研究，
開発を進める力を
持つ
「エシカル・エンジニア」
の登場が期待されるでしょう．
多くのエンジニアにとっ
て技術と社会との関係を考えるのは不慣れであり，
技術者倫理教育も新しい技術
がもたらす課題には十分に向き合えていないのではないでしょうか．
本フォーラム
は，
非自動車領域や人文・社会科学など幅広い視点から意見を交え，
これからのエ
ンジニアは何を感じ，
行動すべきかを議論し，
聴講者と共に
「エシカル・エンジニア」
への道程を考えていきます．
企画：教育会議 技術者のための倫理育成検討 WG

Y11. モータースポーツフォーラム
5月21日
（木）
14:00〜16:00

会議センター301+302

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．
企画：学術講演会運営委員会

Y13. 自動車リサイクルと社会の新しいカタチ
5月21日
（木）
14:00〜17:30

会議センター502

自動車リサイクルと社会の新しいカタチ」
をテーマとして，
持続可能な開発目標な
ど，
大きく変化する社会におけるリサイクルの価値に焦点を当てて，
以下の項目に
ついて話題提供する．
1．
Car to carリサイクル:技術の最前線
2．
Car to industryリサイクル:廃ガラスからガラス
（板ガラス，
グラスウール）
へ
3．
Industry to carリサイクル:古衣料から自動車防音材へ
4．
リサイクル価値の統合評価:欧州の統合評価手法の応用例
5．
パネルディスカッション:自動車リサイクルの価値を社会から定義する
企画：リサイクル技術部門委員会
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Y6.

自動車の大変革を担う材料技術の最新動向 II（軽金属＆化成品）

5月21日
（木）
14:00〜16:45

会議センター303+304

本フォーラムでは特に軽金属分野と化成品分野について，
自動車及び関連材料
メーカー関係者に加えて，
日本金属学会との合同企画として基礎研究者も迎え，
自動車用材料技術の方向性を共有したい．
企画：材料部門委員会

Y8.

日中韓自動車フォーラム2020

5月21日
（木）
9:30〜13:00

会議センター501

本会，
China・SAE並びにKSAE（韓国SAE）
は，
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として，
3国の年次大会等にて，
共同フォーラム
を開催しています．
本年も関心の高いテーマに焦点を当て，
中国・韓国の研究者を
交えて最新情報をお伝えします．
企画：国際委員会 /China SAE/KSAE

Y10. 自動車大変革期に標準化活動で挑む
5月21日
（木）
9:30〜13:00

会議センター503

自動車業界はCASEに代表される大変革に挑んでいる．
その中で国際標準化は日
本の優れた技術を世界に普及させるための手段の一つとして有効であり産官学
をあげて対応している．
日本としては，
現在，
自動運転（高度運転支援），
電動車，
情
報通信/情報セキュリティの各領域を重点と定め国際標準化を強力に推進してい
る．
一方，
今後これらが成熟，
融合した結果生まれる新しい社会システム，
サービス，
多様なモビリティについては従来の自動車業界の枠だけでの対応は難しく幅広い
分野，
業種との連携が必要となってくる．
そこで，
当該フォーラムでは現状日本がリー
ドして標準化している事例について紹介するとともに，
今後取り組んでいくべき領
域については異業種での標準化事例なども踏まえて紹介し，
一緒に議論する事で
オールジャパンとして対応していく土台造りとして行きたい．
企画：規格会議 自動車標準化委員会 戦略企画 WG

Y12. 英国フォーラム
5月21日
（木）
14:00〜17:30

会議センター501

本フォーラムでは，
ゼロエミッション車，
コネクテッド・自動運転車の分野で英国で最
も優れた技術革新を紹介します．
英国を拠点とする約10組織からの講演では，
電
気機械，
パワーエレクトロニクス，
レベル4/5の自動化などの分野における画期的な
技術的進歩を披露します．
このフォーラムでは，
英国で行われているイノベーション
活動を日本及びアジアの皆様にご紹介すると共に日英の自動車産業界における
更なるビジネス関係の構築を目指しています．
企画：英国大使館 / 国際委員会

 5月22日
（金）開催
Y14. Cars that think and communicate I

高度自動運転へ 互いにわかりあえるクルマを目指してI

5月22日
（金）
9:30〜12:10

会議センター301+302

自動車における自律・自動運転技術は，
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既に始まっている．
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や車が周囲と通信
することにより実現される新たなサービスなど，
自動車技術のあり方が大きく影響
を受け始めている．
本フォーラムでは，
例年に引続き，
エレクトロニクス，
ITS，
マルチメ
ディア3部門委員会+自動運転委員会の合同で，
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．
特にIではシステムやその可能性について議論する．
企画：エレクトロニクス部門委員会
マルチメディア部門委員会
ITS 部門委員会
自動運転委員会

Y16. 電動化に向けた各社の取組
5月22日
（金）
9:30〜12:15

会議センター501

現在の自働車産業は自動運転，
電動化，
コネクテッド等，
お客様のニーズに応える
新たな技術の導入で，
難しい舵取りを求められている．
加えて，
昨今の異常気象の一因とされている地球温暖化対策として，
CO2排出の
抑制を製造段階も含めて実現すべく，
自動車各社とも将来の電動化車両を見据
えた製造技術開発を進めている．
私たち生産加工部門委員会としては，
各社の生産/製造技術領域に於ける取組
みを，
フォーラムを通して聴講者へ発信できる様，
電動化に向けた取組事例を主題
テーマとして取り上げ，
紹介する．
また，
各社取組の背景となっている電動化に対するそれぞれの考え方をパネルディ
スカションで意見交換する事により，
聴講者とも共有を図る．
企画：生産加工部門委員会

Y15. Cars that think and communicate II

高度自動運転へ 互いにわかりあえるクルマを目指してII

5月22日
（金）
13:30〜16:25

会議センター301+302

自動車における自律・自動運転技術は，
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既に始まっている．
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や車が周囲と通信
することにより実現される新たなサービスなど，
自動車技術のあり方が大きく影響
を受け始めている．
本フォーラムでは，
例年に引続き，
エレクトロニクス，
ITS，
マルチメ
ディア3部門委員会+自動運転委員会の合同で，
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．
特にIIでは，
将来の高度自動運転車を実現するために必要な基盤技術について議
論する．
企画：エレクトロニクス部門委員会
マルチメディア部門委員会
ITS 部門委員会
自動運転委員会

Y17. 将来パワートレーンの戦略

今，
ディーゼルエンジンのなすべきこと

5月22日
（金）
9:30〜12:30

会議センター502

CO2排出量の削減に向けた電動化や水素を含む再生可能代替燃料の導入など，
主に化石燃料で動く内燃機関を将来的に規制する議論が近年活発化している．
し
かしその大半が小型乗用車のみに焦点を当てたものでしかなく，
将来に亘ってエ
ネルギー消費予測の過半を占める乗用車以外，
即ち商用車や農機，
建設機械，
（一
部鉄道，
）更には船舶といったディーゼル機関を主要な動力源とする
（更に現段階
ではディーゼル以外に代替が容易でない）経済活動に密着した分野まで包含した
議論となっていないのが現状である．
本フォーラムでは，
パワートレーンを動かすためのエネルギーの生産プロセスと供
給バランスまで遡って低CO2を実現する手段がどの様なものになるのか，
また各
分野で活躍するパワートレーンが将来的にどの様な形に進化し，
人々の暮らしに寄
り添い続けるのか，
各パネリストにビジョンをお示しいただく．
また，
クリーンで高効率
なディーゼル機関を支える将来技術についても最近の動向を踏まえて総括すると
共に将来的な課題について議論したい．
参加された方には，
生活に密着したディー
ゼル機関の多様性と未だ尽きぬ可能性について理解を深めていただき，
将来の低
CO2化社会に向けた議論が実りあるものになることを期待する．
企画：ディーゼル機関部門委員会

Y18. EV向けワイヤレス給電の新展開
国際標準化,大電力化,走行中給電

5月22日
（金）
13:30〜17:00

会議センター502

クルマの電動化におけるエネルギーの給電ならびに給電インフラの構築は，
EV 化
の最重要事項の一つである．
このフォーラムではワイヤレス給電に関し，
海外から
①国際標準化を含め実用化直前の乗用車向けWPT，
②バス・タクシーを含むす
べてのEVクラス向けの全自動充電WPT，
と国内から③大電力WPTでのEMC低
減についての3件の講演とともに後半でパネルディスカッションを行う．
ISO/IECで
の国際標準化およびWPTの大電力化ならびにSIP2（戦略的イノベーションプロ
グラム）
で推進中の走行中ワイヤレス電力伝送などにつき今後の展開について討
論を行う．
海外からの講演を含め，
e-mobilityのためのWPTの近い将来における世
界各地での社会実装への方向性を共有する機会としたい．
企画：ワイヤレス給電システム技術部門委員会

この他，会期中に「第 21 回自動車安全シンポジウム」（企画：運営企画会議／国土交通省）の開催を予定しています（日時未定）
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 5月20日（水） 2020 年春季大会タイムテーブル
ノース
9:30

G314+G315 G316+G317 G318+G319 G401+G402
G1（1F） G2（1F） G301+G302
G303（3F）G304（3F） （3F）
（3F）
（3F）
（4F）
（3F）
先 進 ガ ソリン 最新の振動騒 自動 車の運 動 先進のディーゼ E V / H E V 用 多 様 化 す る ワイヤレス電力 新エンジン・シ
Mobility を支 伝送
機関技術 I
音技術 I
と制御 I
ル噴 霧・燃 焼 モータの技術
ステム
える最 新 熱 流
技術 I
体技術 I - モ
ビリティ発展の
ための熱 流 体
制御とマネージ
No. 10（OS）
メント講演件数：4件
No. 16
No. 19（OS） No. 22
No. 7（OS）
11:10
講演件数：5件 講演件数：5件 講演件数：5件
講演件数：5件
No. 1（OS） No. 4（OS）
講演件数：6件 講演件数：6件

12:10

13:00

11:35
12:10
先進のディーゼ
12:35
ル噴 霧・燃 焼
自動 車の運 動 技術 II
と制御 II

13:10

排 気 触 媒シス 最新の振動騒
音技術 II
テム I

No. 8（OS）
講演件数：6件

13:50
14:10

CAE を用いた
車両開発

15:00
No. 2（OS） No. 5（OS）
講演件数：6件 講演件数：6件

15:50
16:10
排 気 触 媒シス 音質評価技術
テム II

No. 9
講演件数：6件

18:00
No. 3（OS）
講演件数：6件

No. 25（OS）
講演件数：5件

11:35

No. 13（OS）
講演件数：6件

12:10

12:35

多 様 化 す る 走 行 中 給・充 新しい 計 測 診
Mobility を支 電 I
断技術 I
える最 新 熱 流
13:10
体 技 術 II 車 載 用パワエ 車室内の温熱
レコンポーネン 快 適と空 気 質
ト新 技 術
快 適を支える
最新技術 No. 11（OS）
No.20
（OS）
講 No.23（OS）
講演件数：4件
講演件数：5件
演件数：4件
No.17（OS）
14:15
14:15
講演件数：5件
14:35
14:35
No. 14（OS）
走
行
中
給・充
先進のディーゼ 講演件数：4件
新しい計 測 診
14:40
ル噴 霧・燃 焼
電 II
14:50
15:00
断技術 II
15:10
技術 III
多様化する
E V / H E V 制 Mobility を支
える最 新 熱 流
御技術
体 技 術 III 最 新 の CFD
No. 12（OS）
技術 講演件数：4件
No. 18（OS） No.21（OS） No.24（OS）
16:15
講演件数：4件 講演件数：5件 講演件数：5件

16:40

16:50

17:00

ドライバの知覚・
認 知，感 性・
快適性，安全 I

ドライバの状態
評 価とセンシン
グ

No.26（OS）
講演件数：5件

14:40
15:00

生理計測

No.27
講演件数：3件

16:15
16:35

ノック・燃焼変
動
No.28
講演件数：3件

No. 6（OS）
講演件数：5件

No. 15
講演件数：7件

18:15

18:15

18:50

 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．

17:50

2020年3月4日現在

（4F）

（4F）

交通事故傷害
予 測と予 防・
医療 - 交通
事故死ゼロを目
指した医 工 学
研究 -

動力伝達系の
新しいシステム
とその要素

No.38（OS）
講演件数：4件

502

503

No.41
講演件数：3件

10:45

12:10

12:10

事 故 分 析と安
全対策 - 事
故の要因や安
全の課 題に関
する取り組み -

13:10

No.30（OS）
講演件数：6件

15:50
16:10

高 度自動 運 転
を構 成 する基
盤 技 術 III 考え通 信 する
クルマを目指し
て-

No.39（OS）
講演件数：5件

No.36（OS）
講演件数：4件

14:15
14:35

No.42（OS）
講演件数：4件

14:50
15:10

自動 車 用 エネ
ルギーの 最 新
技術動向

14:50
15:10

自動 車 軽 量 化
のための革 新
タイヤ ／ 路 面 的新構造材料
摩 擦 特 性とそ 開発 III
の周辺技術

衝 突 安 全（乗
員保護）

No.37（OS）
講演件数：4件

No.43（OS）
講演件数：4件

15:15
15:35

16:50

No.40（OS）
講演件数：7件

17:40
No.34（OS）
講演件数：6件
No.31（OS）
講演件数：6件

18:50

13:10

バイオメカニクス

18:15

13:30

Y1

16:50
17:25

14:00

Y2

Y3

フォーラム
自動運転時代の人とくるまのアーキテクチャ

No.33（OS）
講演件数：5件

自動 車 軽 量 化
のための革 新
的新構造材料
開発 II

フォーラム
運転の楽しさ向上を目指したヒトとクルマの新たな
関係性を構築する HMI︵ Human Machine Interface/Interaction
︶
フォーラム
エンジンの未来を切り拓く日独連携の
オープンイノベーション

自動 車 制 御と
モ デリング 新しい 課 題と
新しいアプロー
チ-

フォーラム
車体の最新技術2020

高 度自動 運 転
を構 成 する基
盤 技 術 II 考え通 信 する
クルマを目指し
て-

Y4

17:00

17:30
18:00

出展社による展示
︵600社以上︶
及び︐
主催者企画
︵展示︐
並びに試乗︶

No.29（OS） No.32（OS） No.35（OS）
講演件数：6件 講演件数：6件 講演件数：6件

人とくるまの
テクノロジー展2020
横浜
主催者企画講演・新車開発講演

11:10

展示ホール1F
〜ピロティ
〜ノース１F

10:00

ワークショップ
︵出展社による講演︶

）

303
＋ 501
304

自動車技術会賞パネル展示

高 度自動 運 転 最先端生産技 自動 車 軽 量 化
を構 成 する基 術による新しい のための 革 新
盤技術 I - 考 車づくりの提案 的新構造材料
開発 I
え通信するクル
マを目指して -

（4F）

301
＋
302

アネックスホール
2F

G414+G415 G416+G417 G418+G419

G403（4F）G404（4F）

展示ホール
2Fコンコース

会議センター

 5月21日（木） 2020 年春季大会タイムテーブル
ノース
9:30

G314+G315 G316+G317 G318+G319 G401+G402
G1（1F） G2（1F） G301+G302
G303（3F）G304（3F） （3F）
（3F）
（3F）
（4F）
（3F）
先進ガソリン機 振 動・騒 音・ xEV 技術 I
関技術 II
乗心地

自動 車 用燃 料 ガス燃料エンジ 燃焼・排気技術 自動 車の運 動
電 池 I -FC ン
と制御 III
要素技術 -

No.48（OS）
講演件数：4件

11:10
No.44（OS）
講演件数：6件

12:10

No.45
講演件数：7件

No.46（OS）
講演件数：6件

12:10

12:10

自動 車 用燃 料
電 池 II -FC
スタック / セル・
実証 -

12:35
13:00

13:10

13:00
授賞式

No.47（OS）
講演件数：5件

12:10

No.52
講演件数：7件

14:00
14:15

第10回定時総会

13:10

エレクトロニク
ス・制御 I
No.49（OS）
講演件数：5件

13:45

ドライバの行動
分 析・教 育，
ドライバモデル

ITS - 安 全・
安 心・環 境・
省エネルギー -

14:15
No.51
講演件数：5件

15:15

15:15

12:10

12:35

13:10

xEV 技術 II

15:00

No.54（OS）
講演件数：6件

No.50（OS）
講演件数：6件

No.53（OS）
講演件数：5件

15:50

No.55（OS）
講演件数：7件

16:15
15:55
17:00

17:00

Ｋｅｙｎｏ
ｔ
ｅ
Ａｄｄ
ｒ
ｅｓｓ

18:15

18:00

第70回自動車技術会賞受賞式
第11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（2019年春・秋季大会学術講演会）
優秀ポスターセッション賞授賞式

JSAE Annual Party
（技術者交流会）

19:45

 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．

（4F）

（4F）

12:35
13:10

13:10

16:15

15:35

金属材料 II

16:00
No.65
講演件数：3件

16:50
No.58（OS）
講演件数：5件

Y6

Y12

13:00

フォーラム
自動車リサイクルと社会の新しいカタチ

先進ガソリン
機関のための No.60（OS）
燃料と燃焼技 講演件数：6件
術 II

14:00

フォーラム
英国フォーラム

15:15

Y11

12:30
13:00

フォーラム
自動車の大変革を担う材料技術の最新動向 Ⅱ
︵軽金属＆化成品︶

15:15
15:35

13:00

フォーラム
モータースポーツフォーラム

耐 久・強 度・ 金属材料 I
先進ガソリン
信頼性
機関のための
13:35
燃料と燃焼技 二 輪 車 の 運
術I
動・制 御・安
全 - 自動二輪
車，自 転 車，
PMV の 未 来
に向けて No.57（OS）
No.62
No.64
講演件数：5件
講演件数：5件 講演件数：5件

12:20

人とくるまの
テクノロジー展2020
横浜

Y13

16:45
17:30

17:40
18:00

出展社による展示
︵600社以上︶
及び︐
主催者企画
︵展示︐
並びに試乗︶

12:10

展示ホール1F
〜ピロティ
〜ノース１F

10:00

主催者企画講演・新車開発講演

No.59（OS）
講演件数：7件

Y10

ワークショップ
︵出展社による講演︶

No.63
講演件数：6件

11:35

Y9

自動車技術会賞パネル展示

11:10

Y8

503
フォーラム
自動車大変革期に標準化活動で挑む

No.56（OS）
講演件数：5件

Y5

502
フォーラム
エシカル・エンジニアの時代に向けて
これからの自動車技術が求めるエンジニア像・その展望

No.61
講演件数：4件

Y7

フォーラム
日中韓 自動車フォーラム2020

自動 運 転の時 動力伝達系の 高分子材料 I
代 にお けるマ 要素と検証
ルチメディア技
術

303
＋ 501
304
フォーラム
自動車の大変革を担う材料技術の
最新動向 Ⅰ
︵ 鉄鋼 ︶

ドライバ の 知
覚・認 知，感
性・快 適 性，
安全 II

（4F）

301
＋
302

アネッ ク ス ホ ー ル
2F

G414+G415 G416+G417 G418+G419

G403（4F）G404（4F）

展示ホール
2F コ ン コ ー ス

会議センター
フォーラム
Beyond 2050 未来のモビリティとエネルギー

，

2020年3月4日現在

 5月22日（金） 2020 年春季大会タイムテーブル
ノース
9:30

G314+G315 G316+G317 G318+G319 G401+G402
G1（1F） G2（1F） G301+G302
G303（3F）G304（3F） （3F）
（3F）
（3F）
（4F）
（3F）
先進ガソリン 最新の振動騒 動力伝達系の 潤 滑 油・潤 滑 統合安全／知 多 様 化 す る 自動車の大気 高分子材料 II
音技術 III
機関技術 III
最新技術
技術およびトラ 能化自動車
Mobility を支 環境影響と対
イボロジー I
える最新熱流 策技術 I
体 技 術 IV 自動車開発を
支える最新の
No.84（OS）
空力技術 講演件数：4件

11:10

No.75（OS）
講演件数：5件
No.72（OS）
No.66（OS） No.69（OS）
講演件数：6件
講演件数：6件 講演件数：6件

11:35

12:10

No.81（OS）
講演件数：6件
No.78
講演件数：7件

No.90（OS）
講演件数：5件
No.87
講演件数：6件

12:10

12:10

12:35
13:00

13:10
先進ガソリン機 最新の振動騒 動力伝達系の
最新技術 II
音技術 IV
関技術IV

15:00

13:10

15:15

15:15
No.67（OS） No.70（OS） No.73（OS） No.76（OS）
15:35
講演件数
：
6件
講演件数：6件 講演件数：6件
講演件数：4件 エレクトロニク
15:50
ス・制御 II
15:55
16:15

16:10

先進ガソリン機 最新の振動騒 動力伝達系の
潤 滑 油・潤 滑
関技術V
音技術V
最新技術 III
技術およびト
ライボロジー
III
17:00

No.68（OS）
講演件数：5件

18:15

17:55

多様化する
生産技術
15:15
Mobility を支
15:35
える最 新 熱 流
体 技 術 VI - 自動車の大気
流れに起因す 環境影響と対
策技術 III
る音と振動 -

16:50

No.77（OS） No.80
講演件数：4件 講演件数：5件

18:00

15:10

No.83（OS）
講演件数：4件

17:40

No.74（OS）
No.71（OS）
講演件数：6件
講演件数：6件

18:50

 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．

No.86（OS）
講演件数：4件

11:35
12:35

蓄電システム
技術の新展開

多 様 化 す る 自動車の大気 安 全 ／ ブ レ ー
Mobility を支 環境影響と対 キ
13:35
先進のディーゼ える最 新 熱 流 策技術 II
ル 機 関 計 測・ 体 技 術 V 流れに起因す
制御技術
14:15
る音と振動 潤 滑 油・潤 滑
No.88
技術およびト No.79（OS） No.82（OS）
講演件数：4件
講演件数
：
4件
ライボロジー 講演件数：4件
No.85（OS）
14:50
14:50
II
講演件数：5件

15:10

xEV 技術 III

No.91（OS）
講演件数：6件

15:15
15:35

xEV 技術 IV

No.89
講演件数：4件

16:50

17:15
No.92（OS）
講演件数：6件

18:15

2020年3月4日現在

（4F）

（4F）

（4F）

No.94（OS） 自動車のサイ
15:15
講演件数：5件 バーセキュリ
15:35
ティ技術と取 金属材料 IV
15:40
組み II
16:00

予防安全と運
転支援システ
ム III

18:05

デ ザ イ ン（ス ホ ワ イ ト ボ
タ イ リ ン グ） デー設計手法
と技術の接点 II
No.107
講演件数：3件

Y18

16:25

No.101
No.98（OS） 講演件数：4件
講演件数：5件

17:15
No.95（OS）
講演件数：5件

14:50
15:10

Y15

13:30

フォーラム
EV向けワイヤレス給電の新展開
国際標準化,大電力化,走行中給電

No.100（OS）
講演件数：6件

No.103（OS） No.106
講演件数：4件 講演件数：4件

高度自動運転へ 互いにわかりあえるクルマを目指してⅡ

14:50
15:10

13:10

モデル流通と ホ ワ イ ト ボ
MBD の 新 展 デー設計手法 13:30
開 II
I

フォーラム
Cars that think and communicate II

No.97（OS）
講演件数：4件

12:30

17:00
No.104（OS）
講演件数：6件

17:50

17:00

出展社による展示
︵600社以上︶
及び︐
主催者企画
︵展示︐
並びに試乗︶

13:10

自動車のサイ
バーセキュリ
13:35
ティ技術と取
予防安全と運
組み I
転支援システ
ム II

車体構造の安
全・信 頼 性 設
計・評価 II

人とくるまの
テクノロジー展2020
横浜
主催者企画講演・新車開発講演

12:35

12:15

展示ホール1F
〜ピロティ
〜ノース１F

10:00

ワークショップ
︵出展社による講演︶

12:10

12:35

Y17

503

自動車技術会賞パネル展示

12:10

Y16

502
フォーラム
将来パワートレーンの戦略
今︐
ディーゼルエンジンのなすべきこと

11:35

Y14

303
＋ 501
304
フォーラム
電動化に向けた各社の取組

No.93（OS）
講演件数：7件

No.96（OS）
講演件数：6件

11:10

No.99（OS） No.102（OS）
講演件数：5件 講演件数：5件

高度自動運転へ 互いにわかりあえるクルマを目指してⅠ

No.105
講演件数：4件

フォーラム
Cars that think and communicate I

予防安全と運 自 動 運 転 の 車体構造の安 モデル流通と 金属材料 III
転支援システ ヒ ュ ー マ ン 全・信 頼 性 設 MBD の 新 展
ムI
フ ァ ク タ・ 計・評価 I
開I
HMI

301
＋
302

アネックスホール
2F

G414+G415 G416+G417 G418+G419

G403（4F）G404（4F）

展示ホール
2Fコンコース

会議センター

5月20日（水）
学術講演会プログラム（ 107 セッション・544 講演）
● 本プログラムは 2020 年 3 月4 日付の申込データに基づき作成されたものです.
● 講演のアブストラクトは自動車技術会webサイト
「タイムテーブル」からご覧下さい．
（https://www.jsae.or.jp/ 2020haru/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．
● 下線は講演予定者を示します．
● この学術講演会プログラム発行以降に講演取下げが一部生じ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」
（ 2020 年5 月中旬掲載予定）でご確認下さい．
（https://www.jsae.or.jp/ 2020haru/program.html）

JSAE Annual Congress Spring, Technical Session Program
● This program is based on the data as of March 4, 2020.
● Abstract of the presentations are uploaded to the online timetable.
[https://www.jsae.or.jp/2020haru/program.html]
● 〈OS〉is the organized session focused on the specific themes.
● Underlined names denote speakers.
● There may be some presentations being withdrawn.
Please check the final program which will be uploaded on the website in the middle of May.
[https://www.jsae.or.jp/ 2020haru/program_e.html]

RDE規制を見据えたバルブリフト連続可変システムの検討

G1（1F）

田代 安昭・森中 森中 陽平（シェフラージャパン）
Daniel Wolf・Andrea Pecori・
Piergiacomo Traversa Traversa・
Andreas Mayer（Schaeffler Technologies）

【9:30〜12:10】

1

先進ガソリン機関技術 I

吸気ポート内の逆流現象を利用した簡素なタンブル流生成技術

Advanced Gasoline Engine Systems and Technologies I
<OS>

秋濱

一弘（日本大学）

【OS 企画趣旨】微粒化や混合気形成，多種燃料対応などの直噴技術，
点火技術，燃焼解析，筒内可視化，ノッキング対策や新燃焼コンセプ
トなど，排ガスの浄化手法ならびに熱効率向上に向けた要素技術，ま
た最新エンジンの技術紹介などの講演を行う．パワートレインの電動
化技術，エンジン部品，トライポロジ，エンジン計測やセンサー，制
御技術，補機類，CAE，触媒や GPF などの技術講演も行う．
【企画委員会】ガソリン機関部門委員会
【オーガナイザー】津江光洋（東京大学大学院），今村 宰（日本大学），
近藤 卓（本田技術研究所），田中大二郎（ヤマハ発動機），寺地 淳
（日産自動車）

Crank Train Torsional Vibration Analysis of a High
Performance Engine

Jiangtao Wang・Wenxin Cai・Qiang Gui・Laifeng Shi・
Tiantian Wu・Wenlong Zhang・Cong Yao
（Dongfeng Motor）

Active Lean Jet Ignition: Efficiency Potential and
Applications

Michael Bunce・Nathan Peters・Hugh Blaxill・Adrian Cooper
（Mahle Powertrain）

Mahle Passive Jet Ignition, Capability for Prime Mover
and Gasoline Hybrid Electric Vehicle Applications

Adrian Cooper・Anthony Harrington・Mike Bassett・
Simon Reader・Mike Bunce（Mahle Powertrain）

EGR燃焼エンジン向け高エネルギ点火システムの検討

大畠 英一郎（⽇⽴オートモティブシステムズ）
藤山 幸雄（日立オートモティブシステムズ阪神）

中村 洋平・藤久保 誠・井上 陽介（本田技研工業）

【13:10〜15:50】

2

排気触媒システム I
Exhaust Emission Catalyst Systems I

<OS>

山下

正孝（日本ガイシ）

【OS 企画趣旨】ガソリンおよびディーゼルエンジンの環境性能向上に
向けたキーテクノロジーとなる排気後処理技術について，排出ガス浄
化触媒および粒子等捕集装置，そしてそれらの効果的な活用に向けた
システム化や制御方法等を含めた最新技術を議論する．
【企画委員会】排気触媒部門委員会
【オーガナイザー】市川尊之（東京濾器），一瀬宏樹（キャタラー），大角
和生（いすゞ中央研究所），小倉 賢（東京大学），山下正孝（日本ガイシ）

高性能コート層により浄化機能を高めた新規三元触媒の開発

齊藤 良典・鎮西 勇夫（トヨタ自動車）
森川 彰（豊田中央研究所）
伊藤 実・大石 隼輔・奥田 卓也（キャタラー）

高温還元したRh触媒の排気ガス浄化性能と反応機構解析

津田 豊史・三浦 和也・木俣 文和（スズキ）
岩知道 均一（三菱自動車工業）
中原 祐之輔（三井金属鉱業）
堀 正雄（ユミコア日本触媒）
三木 健（産業技術総合研究所）
細川 三郎・朝倉 博行（京都大学）
羽田 政明（名古屋工業大学）

加減速領域における貴金属シングルナノ粒子触媒のNOx浄化
メカニズム解明（第2報）

松村 益寛・國府田 由紀・中西 美恵・重津 雅彦・
山田 啓司（マツダ）
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5月20日（水）
最適化シミュレーションを活用したGPF触媒の開発

主成分寄与分析を用いた実稼働時の車内音増大要因把握手
法について

太田 悠貴・前川 諒介・松岡 克弥（トヨタ自動車）

吉田 準史・伊勢村 純輝・田口 大稀（大阪工業大学）

Investigation of Emissions and Gasoline Particulate
Filter Performance for Sub 23 nm Particles

Guyanの静縮約を用いた車体骨格の振動モード分析法

Ryoko Chijiiwa・Franziska Jung・Dominik Rose・
Thorsten Boger（Corning）

山本 征吾（トヨタ自動車）
羽渕 全己・則竹 真吾（トヨタシステムズ）

クラスターモデルにおけるNO分解に適した材料の機械学習推
定

数値解析に基づく歯車システムの振動伝達経路分析

朴 成鋒（中央大学 / シーメンス）
黒瀬 和希（中央大学）
Owen Harris（Smart Manufacturing Technology）
戸井 武司（中央大学）

大川 哲也・高岸 洋一（コベルコ科研）

【16:10〜18:50】

3

インドアパスバイ計測による寄与度解析の実験データを活用し
たパスバイ騒音値の予測手法

排気触媒システム II

坂本 優美子（Hottinger, Bruel & Kjaer）
滑川 恵介・鈴木 健太・殿岡 宏允・深谷 紀元（スズキ）
Rabah Hadjit・Fraser Henderson（Hottinger, Bruel & Kjaer）

Exhaust Emission Catalyst Systems II
<OS>

座長：小倉

賢（東京大学）

深層学習によるエンジン放射音からのノッキング音と筒内圧の
推定手法（第2報）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 2 と同じ

1次元モデルによる触媒付きディーゼル微粒子フィルターのPM
堆積・酸化シミュレーション-DPF内のPM分布パターン解析
（第三報）

中村 真季・小澤 正邦・横田 幸治・服部 将朋
（名古屋大学）

Diesel Particulate Filterの再生時における触媒反応シミュレー
ション

山本 和弘・孔 炫吾（名古屋大学）

潤滑油添加剤由来のアッシュ成分を考慮したDPF堆積アッ
シュかさ密度モデルの構築

森元 渓（早稲田大学大学院）
松永 尭明・福間 隆雄・草鹿 仁（早稲田大学）

A Development of Integrated Model Based Verification
Process for Exhaust Purification System of Diesel
Passenger Vehicle

Ji Ho Cho・Sung Moo Choi（Hyundai Motor）
Carole Querel（FEV Europe）

Study for the Effects of Diesel Oxidation Catalysts on
Particles Emitted from Diesel Engine

Dat Tan Do（Teikyo University）
Kawase Jun（Tokyo Dylec）
Mori Kazutoshi（Teikyo University）

軽油を還元剤としたNOx後処理システムの高性能化

林崎 圭一・内海 尚子・平林 浩・佐藤 信也・小柳 善武・
真弓 雅彦・田中 智史（日野自動車）

G2（1F）
【9:30〜12:10】

4

笠原 太郎・渡部 光・池田 太一・吉越 洋志（小野測器）

【13:10〜15:50】

5

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

<OS>

座長：石崎

啓祐（トヨタ自動車）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 4 と同じ

軽量化と騒音低減の両立技術を使った車体性能設計

近藤 隆・早田 裕樹・野口 好洋（本田技術研究所）

新吸遮音構造による低中周波数域（ロードノイズ）
での車室内
騒音低減メカニズムの明確化

中野 光章・福本 一朗・伊藤 尚文（河西工業）

超極細繊維を配合した吸音材フェルトの車両への適用可能性
検討

伊藤 尚文・福本 一朗・河原 斎・中島 憲久（河西工業）

防音材開口部の音響透過損失に対する影響検討

加藤 大輔（HOWA）
山本 崇史（工学院大学）

四端子定数を用いた小型周辺固定パネルの透過損失予測法

近兼 裕也（ダイキョーニシカワ）
西村 公伸（近畿大学）
杉原 毅（ひろしま産業振興機構）

均質化法を用いた不織布と穿孔シートの積層構造による吸音
率向上検討

山本 崇史（工学院大学）
石渡 豊明（帝人）

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

<OS>

座長：塩崎

弘隆（三菱自動車工業）

【OS 企画趣旨】静粛性と環境問題の両立や開発プロセス改革に役立つ
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
【オーガナイザー】塩崎 弘隆（三菱自動車工業），近藤 隆（本田技術
研究所）

High Frequency Source Characterization of an E-Motor
using Component Based TPA

Patrick Cobeels・Mostapha Choukri・German Pena Prado・
Fabio Biancardi・Jesus Ortega（Siemens Industry Software）
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5月20日（水）
【16:10〜18:15】

6

セミトレーラ連結車の自動駐車のための操舵制御システムの開
発

音質評価技術

濱口 裕・坂本 有希（日野自動車）
Pongsathorn Raksincharoensak（東京農工大学）

Latest Technology for Sound Quality
<OS>

座長：関根

操舵過渡応答の各段階における車両挙動とそれらの応答指標
-2報 一般的な車両諸元の場合-

道昭（自動車技術総合機構）

酒井 英樹（近畿大学）

【OS 企画趣旨】エンジン音，ロードノイズ，風切り音，空調音，ドア閉
め音などの音質は自動車の快適性や高級感に大きく寄与することが知
られている．また，予防安全車両，自動運転車両が発する警告音のデ
ザインにより，ドライバへの情報伝達が円滑となり，安全性が向上す
ると考えられる．本 OS は自動車に関わる様々な音の評価手法，音質
の改善技術，制御技術などの最新研究成果について広く討議する．
【企画委員会】音質評価技術部門委員会
【オーガナイザー】能村幸介（本田技術研究所），石塚昌之（シーメンス）

都内の自動車アイドリング苦情の実態調査

機械学習による”人が感じる車両挙動”の分析

小林 浩章・藤城 宣・香取 嘉彰・猿渡 直行
（本田技術研究所）
立岡 宏冶・宮代 大輔・武藤 秀和（エステック）

【12:35〜13:50】

8

自動車の運動と制御 II
Vehicle Dynamics and Control II

<OS>

座長：平尾

隆介（日立オートモティブシステムズ）

門屋 真希子（東京都環境局）

Interactive NVH Evaluation of an Ev Prototype for
Powertrain Noise

Rabah Hadjit（HBK）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 7 と同じ

Comprehensive Automotive Active Sound Design

Ricardo Sales（Siemens Digital Industries Software）
Markus Bodden・Torsten Belschner（Neosonic）

路面変位と運転操作の複合入力に対応したサスペンション減
衰力制御開発（第1報）
-スカイフック制御の課題と対応技術-

Philipp Sellerbeck・Stefan Hank（HEAD Acoustcs）
Kenji Torii（Honda R&D）

路面変位と運転操作の複合入力に対応したサスペンション減
衰力制御開発（第2報）
-操作入力に対する状態量推定に基づく制御設計-

Target Setting of Vehicle Interior Sound Based on Test
Drives and Interviews

香村 伸吾・劉 延慶・山本 真規（トヨタ自動車）

感触と操作音の連続複合刺激によるスイッチ操作感覚モデル
の構築

宮入 徹・追川 千夏（中央大学）
坂下 丈（中央大学院）
白坂 剛・下村 尚登（アルプスアルパイン）
戸井 武司（中央大学）

G301+G302（3F）
自動車の運動と制御 I
Vehicle Dynamics and Control I
<OS>

座長：山門

誠（神奈川工科大学）

【OS 企画趣旨】車両運動性能に関する理論的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
部品やシステムの開発など様々な話題を対象としている．本セッション
により，参加いただく方々の車両運動の知識や知見を深めるとともに，
現状の課題から将来の方向性まで広範囲に活発に議論ができる場とし
ての活用を期待する．
【企画委員会】 車両運動性能部門委員会
【 オ ー ガ ナ イ ザ ー】山 門 誠（ 神 奈 川 工 科 大 学 ），Pongsathorn
Raksincharoensak（東京農工大学）
，髙橋絢也（日立製作所）
，加藤
史律（マツダ）

左右輪を個別に転舵できるステアリングの制御構成と活用例

小島 崇・石原 敦・三浦 悠一・狩集 裕二（ジェイテクト）

低速時の小回り性と自然な操舵フィーリングを両立した大舵角
後輪操舵システムの開発

永井 陽平・土屋 義明・日髙 靖二・辻 傑・中村 友之
（アイシン精機）
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岡本 一希・木戸 一希・金子 洋一・伊藤 幸久・津田 徹
（エー・アンド・デイ）

【14:10〜16:50】

9

CAE を用いた車両開発
Vehicle Development by CAE

【9:30〜11:35】

7

劉 延慶・香村 伸吾・山本 真規（トヨタ自動車）

ホイールアライメントとその接地形状に関する一考察

座長：櫻井

俊彰（東京都市大学）

Analysis and Optimization for the Structure of Micro
Mobility Electronic

Dongho Kang・Minsung Kim・Sunhyung Cho・Chulhee Heo・
Hyunggyu Park（Hyundai Motor）

Development of the Prediction Framework for Wiper
Water Rising and Attraction

Hunjae Kim（Hyundai Motor）

自動車車体の弾性変形下における部品変形形態の評価

河内 毅・常見 祐介（日本製鉄）

空間のひずみに着目した 剛性対策箇所探索手法の開発

常見 祐介・河内 毅（日本製鉄）

ベイズ推定による1D CAEモデル検証過程の可視化

熊谷 知久（くま力学研究所）
藤井 浩司（なし）

A Research of Energy Absorber Optimization for FMH
Regulation

Min Ho Cho（Hyundai Motor）

5月20日（水）
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5報）
-CO2ガス溶解燃料が熱効率および排気特性に及ぼす影響-

G303（3F）
【9:30〜11:10】

10

服部 好孝・向山 智之（同志社大学大学院）
朝井 豪（ヤンマー）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）

先進のディーゼル噴霧・燃焼技術 I
Advanced Diesel Spray Formation and Combustion
Technologies I

<OS>

座長：堀田

義博（豊田自動織機）

【OS 企画趣旨】高効率と低エミッションの両立を目指す燃料噴霧形成
と燃焼の最新技術動向について議論する．
【企画委員会】ディーゼル機関部門委員会
【オーガナイザー】内田 登
（新エィシーイー），桜井 翔
（豊田自動織機），
村田 豊（本田技術研究所），渡邊 学（JXTG エネルギー），川島一仁
（三菱自動車工業）

【14:35〜16:15】

12

先進のディーゼル噴霧・燃焼技術 III
Advanced Diesel Spray Formation and Combustion
Technologies III

<OS>

座長：渡邊

学（JXTG エネルギー）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 10 と同じ

乗用車用ディーゼルエンジンの熱効率向上
-SIP「革新的燃焼技術」
におけるディーゼル燃焼の研究開発-

過給・EGR条件下におけるディーゼル燃焼の着火遅れとセタ
ン価

菅野 椋太・山﨑 泰助・楊 俣睿・坂根 悠平・小橋 好充・
柴田 元・小川 英之（北海道大学）

石山 拓二・川那辺 洋・堀部 直人（京都大学）

Solutions to Light Load Challenges with Stoichiometric
Light Duty Diesel Engine Concept

各種燃料がディーゼルエンジンから排出されるナノ粒子形成に
及ぼす影響に関する研究

Daniel Christopher Bitsis Jr（Southwest Research Institute）

岩井 宏樹（帝京大学）
川瀬 順（東京ダイレック）
鈴木 隆一（ポーラーズ研究所）
森 一俊（帝京大学）

クランクシャフトオフセットが大型ディーゼル機関の熱効率に与
える影響

渡邉 一雅・内田 登（新エィシーイー）
山口 卓也（久留米工業大学）
塩谷 健二（いすゞ中央研究所）

An Experimental Investigation of Abe-Diesel Blend on
Performance, Combustion, and Emissions of a SingleCylinder Diesel Engine

後期噴霧に対する前期予混合化燃焼の干渉抑制による双峰
形部分予混合化ディーゼル燃焼の特性改善

Kan Komanee・Ob Nillaphai・Sathaporn Chuepeng
（Kasetsart University）

稲葉 一輝・張 焔赫・桑 衛輝（北海道大学）
Bianco Del Lucia（トリノ工科大学）
小橋 好充・柴田 元・小川 英之（北海道大学）

Characterization and Quantitative Analysis of Alternative
Diesel from Waste Plastic Pyrolysis

Zin Thu Aung（KMITL）

【12:10〜14:15】

11

先進のディーゼル噴霧・燃焼技術 II
Advanced Diesel Spray Formation and Combustion
Technologies II

<OS>

座長：内田

登（新エィシーイー）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 10 と同じ

燃料噴射ノズル内部形状がノズル内流れとディーゼル燃料噴
射特性に与える影響

矢部 水貴・Butmarasri Athiwat・長澤 剛・佐藤 進・
小酒 英範（東京工業大学）

A Study on Diesel Spray and Combustion using NonCircular Nozzle

Khanh Duc Cung（Southwest Research Institute）
Yasufumi Tomida（DENSO）
Abdul Moiz・Zainal Abidin・Chris Bitsis・Jason Miwa
（Southwest Research Institute）

Study on Effect of Nozzle Hole Length to Diameter
Ratio on Near-Field Diesel Spray Characteristics at High
Density Conditions

Dittapoom Shinabuth・Tsuyoshi Nagasawa・Susumu Sato・
Hidenori Kosaka（Tokyo Institute of Technology）

ディーゼルノズルの噴孔近傍における噴霧形成に関する数値
解析的研究（第1報）

細木 元貴（同志社大学大学院）
井垣 志生・松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）

G304（3F）
【9:30〜12:10】

13

EV/HEV 用モータの技術
EV/HEV Motor Technology

<OS>

座長：杉元

紘也（東京電機大学）

【OS 企画趣旨】
各大学，各自動車，電機メーカーからの電気自動車
（EV），
ハイブリット自動車（HEV）向けモータの最新技術，設計技術，材料
技術を講演いただく．
【企画委員会】モータ技術部門委員会
【オーガナイザー】有田秀哲（三菱電機），赤津 観（芝浦工業大学），
杉元紘也（東京電機大学）

磁気ギアと複数台の高速モータを用いたEV用インホイールモー
タシステム

相曽 浩平（早稲田大学）
赤津 観（横浜国立大学）
青山 康明（日立製作所）

可変磁力磁石を用いたHEFSMの設計検討

小坂 卓（名古屋工業大学）

円弧ラジアル配向熱間加工磁石を用いた自動車駆動用
IPMSMの試作機実験検証

加納 善明（大同大学）
藪見 崇生（ダイドー電子）

19

5月20日（水）
自動車駆動用デュアルモードリラクタンスモータの提案

Geofencing/Zero Emission Zones with Heavy Duty PlugIn Hybrid Electric Vehicles
-Focus on Future Challenges on Emissions-

清田 恭平・一柳 孝輔・飴井 賢治・大路 貴久（富山大学）

15スロット16極構造のアキシャルギャップ永久磁石モータの設
計

Steven Wilkins（TNO, TU/e）
Vignesh Gowrisankar（TU/e）
Erik Van Den Tillaart（TNO）
Xander Seykens・Willems Frank（TNO, TU/e）
Hofman Theo（TU/e）

生田 愛育・朝間 淳一（静岡大学）
斎賀 聖司・片岡 真（エフ・シー・シー）

巻鉄心とサマコバ磁石を用いたアキシャルギャップ永久磁石モー
タの設計

Optimal Energy Management Strategy Synthesis for
Hybrid Electric Vehicles using a Coupled Reinforcement
Learning-Continuous Optimal Control Framework

東 竜也（ダイハツ工業）
朝間 淳一・生田 愛育（静岡大学）
斎賀 聖司・片岡 真（エフ・シー・シー）

Johan Vanhuyse・Sarnavi Mahesh・Valentin Sonneville・
Mike Nicolai（Siemens Industry Software）

【13:10〜14:50】
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Investigation of Battery Current Peak and Temperature
Affected by Speed Reducer Variations for Electric
Bicycles

車載用パワエレコンポーネント新技術
Advanced Power Electronics Component Technologies for
Future Vehicles

<OS>

座長：江森

Pera Tanateerapong（KMUTT）

New Methods for Future Sustainable Powertrain
Platforms

健太（日産自動車）

【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
【オーガナイザー】江森健太（日産自動車），山上滋春（日産自動車），
今井裕道（本田技術研究所），遠藤 剛（デンソー），道木慎二（名古
屋大学大学院），保田智史（トヨタ自動車）

Christoph Danzer・Joerg Mueller・Erik Schneider・
Marc Sens・Tobias Voigt・Alexander Forell・
Erik Schreiterer・Rene Kockisch（IAV）

G314+G315（3F）
【9:30〜11:35】
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多様化する Mobility を支える最新熱流体技術 I
- モビリティ発展のための熱流体制御とマネー
ジメント -

直流電源と連系する車載急速充電コンセプトの提案

Thermal Management and Fluid Dynamics which Support
Mobility Diversity I
-Heat and Fluid Flow Control, Management for a Mobility
Evolution-

井出 一正（日立パワーソリューションズ）
中津 欣也（日立製作所）
石川 拓也（日立パワーソリューションズ）
鈴木 慎悟（日立製作所）

制御による不連続な非線形要素を持つワイパシステムのびび
り振動抑制

配島 拓司・小杉 信彦（デンソー）
佐野 滋則（豊橋技術科学大学）

車載用インバータの高電圧・高パワー密度化技術

畑中 歩（日立オートモティブシステムズ）
徳山 健・楠川 順平（日立製作所）
関 健史・大島 謙二（日立オートモティブシステムズ）

第3世代 小型車向け 2モーター用PCUの開発

上野 雄一郎・近藤 康彦・西尾 仁志（本田技術研究所）
野中 賢一・樫村 之哉（ケーヒン）

【15:10〜18:15】
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EV/HEV 制御技術
EV/HEV Control Technology
座長：依頼中
小型ハイブリッドシステム用低損失モータの開発

梓沢 慶介・梶野 大樹・松浦 秀俊（本田技術研究所）

小型車用 パワーコントロールユニットの開発

石川 啓太郎・池山 敏生・野澤 奈津樹（トヨタ自動車）

Motor Power Stabilization by Developing Motor Position
Sensor Signals for Eco-Car

Jae Sang Lim・Young Un Kim・Gu Bae Kang・
Seong Yeop Lim・Jae Min Yu・Jae-Bum Park・Hun Kong・
Joo Young Park（Hyundai Motor）

<OS>

座長：古畑

朋彦（群馬大学）

【OS 企画趣旨】次世代自動車に貢献する熱流体技術の最新研究開発
の発表と議論を通じてグローバルに技術者の交流を図り相互の技術力
向上に繋げる．
【企画委員会】CFD 技術部門委員会，流体技術部門委員会，伝熱技術
部門委員会，車室内環境技術部門委員会
【オーガナイザー】
染矢 聡
（産業技術総合研究所），古畑朋彦
（群馬大学）

輻射を考慮した伝熱指標CRI（R）
を用いた効率的温度予測手
法の提案（第二報）
-遮熱板の設置に伴う伝熱性状変化のモデル化-

河上 晃希・永野 秀明・郡 逸平・白鳥 英・島野 健仁郎
（東京都市大学）
石川 皓一・王 宗光（三菱自動車工業）

沸騰解析モデルのベンチマーク

牧野 英美・服部 豪・栗本 直規（デンソー）

冷媒2次ループを用いたサーモサイフォン式電池冷却システム
の開発

松本 貴郁（SOKEN）
大見 康光・義則 毅・三浦 功嗣（デンソー）
大野 雄一（SOKEN）

高伝熱SiCハニカムを用いた小型排熱回収システムの改良

麓 悠太郎・川口 竜生・木村 大輔・水野 洋・吉原 誠・
赤埴 達也・有馬 卓弥・久野 修平・根笹 良太・
佐久間 健（日本ガイシ）

吸気系質量流量センサー変動の予測手法の開発（第一報）

小松 洋輔・柴田 隆文・石田 孝一
（マーレフィルターシステムズ）
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5月20日（水）
【12:35〜14:40】
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【15:00〜16:40】

多様化する Mobility を支える最新熱流体技術 II
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多様化する Mobility を支える最新熱流体技術 III

- 車室内の温熱快適と空気質快適を支える最新
技術 Thermal Management and Fluid Dynamics which Support
Mobility Diversity II
-Recent Technology of Thermal Comfort and Air Quality
Comfort in Cabin<OS>

座長：中井

一孝（本田技術研究所）

【OS 企画趣旨】次世代自動車に貢献する熱流体技術の最新研究開発
の発表と議論を通じてグローバルに技術者の交流を図り相互の技術力
向上に繋げる．
【企画委員会】車室内環境技術部門委員会，CFD 技術部門委員会，流
体技術部門委員会，伝熱技術部門委員会
【オーガナイザー】吉浪 讓（日産自動車），井上 実（マツダ），中井一孝
（本田技術研究所）

- 最新の CFD 技術 Thermal Management and Fluid Dynamics which Support
Mobility Diversity III
-Computational Fluid Dynamics (CFD)<OS>

座長：中島

卓司（広島大学）

【OS 企画趣旨】次世代自動車に貢献する熱流体技術の最新研究開発
の発表と議論を通じてグローバルに技術者の交流を図り相互の技術力
向上に繋げる．
【企画委員会】CFD 技術部門委員会，流体技術部門委員会，伝熱技術
部門委員会，車室内環境技術部門委員会
【オーガナイザー】中島卓司（広島大学），伊藤 篤（三菱自動車工業），
上野大輔（いすゞ自動車），田坂知寛（エクセディ）

CFDによる最適設計の現状と今後の展望

伊藤 篤（三菱自動車工業）
大島 晃二（小松製作所）
甲地 一久（ヴァレオジャパン）
亀谷 幸憲（東京大学）
北田 基博（デンソー）
狐塚 直樹（マレリ）
栗本 直規（デンソー）
助重 雅久（日野自動車）
滝 大輔（ジヤトコ）
中田 玲子（計算力学研究センター）
山本 和男（アイシン精機）

温熱要素を入力とするISO 14505-2に基づく等価温度計算手
法の開発

大井 元（日産自動車）
尾関 義一（AGC）
郡 逸平・永野 秀明（東京都市大学）
松永 和彦（神奈川県立産業技術短期大学校）

メッシュフリーシミュレーションによる車室内の等価温度解析
（第4報）
-暖房非定常を対象とした等価温度の計算-

逆解析によるエンジン吸入空気の冷却検討

尾関 義一（AGC）
大井 元・松本 彰（日産自動車）
鈴木 聖子（AGC）

鈴野 浩大・丸本 真玄・楢原 和晃（マツダ）

車室内空調の熱流体解析用ヒータ多孔質モデルの精度向上
-実験データより多孔質モデルの熱伝達係数と通風抵抗の関
数化-

Effect of Dbd Plasma Actuator on High Aspect Ratio
Rectangular Jet

門脇 皓司・劉 軍・小野寺 淳・米倉 充（ケーヒン）
佐藤 良雄・下山 幸治（東北大学）

Anh Viet Pham・Kazuaki Inaba
（Tokyo Institute of Technology）
Jun Yamaoka・Masaharu Sakai（DENSO）

Comparison of Time-Resolved Experimental and
Numerical Data

シートベンチレーションによる温冷感改善効果の解析
-模擬発熱体と被験者実験によるシート伝熱量の分析-

Jonas Sebald・Jan Reiss（TU Munich）
Marco Kiewat（AUDI）
Thomas Indinger（TU Munich）

江本 陸・岡部 力也・永野 秀明・白鳥 英・島野 健仁郎
（東京都市大学）
吉田 真・加嶋 利浩（マツダ）

Influence of Lubricant Quantity on Two-Phase Flow
Boiling Heat Transfer Coefficients for Refrigerant HFO1234yf

Dr. Gursaran Das Mathur（Marelli North America）

G316+G317（3F）
【9:30〜11:35】
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ワイヤレス電力伝送
Wireless Power Transfer

<OS>

座長：日下

佳祐（長岡技術科学大学）

【OS 企画趣旨】ワイヤレス電力伝送技術の実用化に向けて，関連技術
に関する最新動向について議論を深める．
【企画委員会】ワイヤレス給電システム技術部門委員会
【オーガナイザー】伊東淳一（長岡技術科学大学），日下佳祐（長岡技術
科学大学）

EVワイヤレス電力伝送用薄型コイルシート

岡部 将人・市川 信彦・片桐 博臣・長谷 裕之・大槻 純也
（大日本印刷）

準静空洞共振器を用いた無線給電の自動車技術への応用可
能性

笹谷 拓也・川原 圭博（東京大学）
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5月20日（水）
実用的な制約を考慮した電気自動車向け非接触給電の電力伝
送特性の可視化と互換性評価

Head of Transportation, Eroadarlanda

Carl-Fabian Casper Wrede（ABT/Elways）

武田 広大（東京大学）
居村 岳大（東京理科大学）
藤田 稔之（東京大学）
皆川 裕介（日本自動車研究所）
古関 隆章（東京大学）

Elonroad System. an New Type of Electric Road System
Demonstrated on a Public Road in Sweden

Dan Zethraeus（Elonroad）

接触サイド方式による450kW走行中充電システムの研究

田島 孝光・田中 秀興・中里 喜美・東川 雄輝・
和地 秀雄・野口 渉・中村 務・有賀 友恒
（本田技術研究所）

共鳴法におけるスペクトル拡散方式の理論的検討

鳩野 敦生（クアラルンプール大学）

EVへの光無線給電を目指して

宮本 智之（東京工業大学）

【12:35〜14:15】
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【9:30〜11:35】

走行中給・充電 I
Electric Road System I (Dynamic Charging and Power
Supply)

<OS>

G318+G319（3F）

座長：田島
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新エンジン・システム
New Engine・System
座長：川合

孝光（本田技術研究所）

孝史（トヨタ自動車）

高機能気流制御弁の開発

【OS 企画趣旨】車両走行中に排出する CO2 をなくすためには，EV の
普及が鍵となる．しかしながら，航続距離，充電方法，大型輸送車両
への普及など，解決すべき課題がある．走行中の電動車両
（EV，HEV 等）
に地上インフラから直接給電と充電を行う走行中給充電技術（Electric
Road System）に関して議論する．また，本セッションでは，接触式，
非接触
（ワイヤレス）等の様々な走行中の給・充電方式について取り扱う．
【企画委員会】車両特性デザイン部門委員会
【オーガナイザー】田島孝光（本田技術研究所），山川淳也（防衛大学校），
綱島 均
（日本大学），芝端康二
（神奈川工科大学），石倉武久
（住友建機），
金子哲也（大阪産業大学），佐藤隆之（日立建機）

加藤 琢也・小関 剛生・石原 啓光・山口 智弘（アイシン精機）

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6報）
：燃焼安定性向上の検討結果と大幅な熱効率向上コ
ンセプトの実用化見通し

内藤 健（早稲田大学）

The Fundamentals of the High-Efficiency, Low Emissions
Opposed-Piston Engine

Ashwin Ashok Salvi・Fabien Redon（Achates Power）

Effect of Heating Surface Roughness and Material on
Nucleate Boiling Heat Transfer in Ic Engine Cooling
System

Haoyu Chen・Emir Yilmaz・Koki Asano・Ryota Shindo・
Ayumi Homma・Naoya Kimata・Takashi Suzuki・
Mitsuhisa Ichiyanagi（Sophia University）

【基調講演】

Applicability of ERS Technology to Different Types of
Road Vehicles

Intelligence in Fuel Systems and It's Potential for CO2
and Emissions Reduction

Mats Alakula・Gabriel Dominguez・Max Collins・
Francisco Marquez（Lund University）

Joel Op De Beeck・David Hill
（Plastic Omnium Advanced Innovation & Research）
Haruhisa Taguchi（Plastic Omnium）

Research and Innovation on Electric Road Systems in
Sweden

Martin G. H. Gustavsson（RISE）

Electric Road System（ERS）
とHEVのライフサイクルCO2
排出量比較

北条 善久（放送大学）

【12:35〜14:15】
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新しい計測診断技術 I
New Technologies for Advanced Measurements and
Diagnostics I

Estimating the Need for Charging Infrastructure with the
Help of Multi-Agent Transport Simulations

Francisco Jose Marquez-Fernandez（Lund University）
Joschka Bischoff（Technical University Berlin）
Gabriel Domingues-Olavarria・Mats Alakula
（Lund University）

【14:35〜16:40】
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走行中給・充電 II
Electric Road System II (Dynamic Charging and Power
Supply)

<OS>

座長：綱島

均（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 20 と同じ

トロリー給電式ダンプトラックのラインナップ拡充と機能向上

清水 克彦・鍋島 芳文・佐藤 隆之・澁江 佑介（日立建機）

Electrified Highways for Heavy Freight Traffic - System
Design, Integration and Field-Testing

Michael Lehmann（University of Applied Sciences）
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<OS>

座長：河原

伸幸（岡山大学）

【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
【オーガナイザー】河原伸幸（岡山大学），冬頭孝之（豊田中央研究所）

ガソリン噴霧によるライナー壁への燃料付着の定量計測と噴霧
改良への適用

森 幸生・坂井 洋志・能川 真一郎・中谷 好一郎
（トヨタ自動車）

Ash Composition and Oil Consumption Measurement
using Laser Induced Breakdown Spectroscopy

Nolan Wright・Thomas Moore・Nathan Martinez・
Yongli Mcfarland・Scott Eakle・Cary Henry
（Southwest Research Institute）

CT半導体レーザ吸収法の高速化技術開発

出口 祥啓・神本 崇博（徳島大学）
王 珍珍（西安交通大学）

5月20日（水）
半導体レーザー吸収法を用いた多種炭化水素成分計測技術
の開発

神本 崇博・出口 祥啓・王 启明・林 侑蔵（徳島大学）
西田 好毅・草薙 都巳（NTT エレクトロニクス）
川杉 昌弘（Santec）

G401+G402（4F）
【9:30〜11:35】
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ドライバの知覚・認知，感性・快適性，安全 I
Perceptual/Cognitive Characteristics, KANSEI and Comfort
of Driver, and Safety Issues I

【14:35〜16:40】
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新しい計測診断技術 II
New Technologies for Advanced Measurements and
Diagnostics II

<OS>

座長：冬頭

孝之（豊田中央研究所）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 23 と同じ

気象環境から車内温度湿度環境を計算するための車両固有定
数（第1報）

福田 猛（本田技術研究所）
阿部 淳・山崎 貴博（ホンダアクセス）
中井 亮（本田技術研究所）

下限RTM計測手法を用いた動弁系摩耗計測

吉尾 悠（本田技術研究所）

4WDシャシダイナモメータを用いた転がり抵抗測定の高精度化
に関する研究（第5報）
-台上転がり抵抗測定における室温，ローラ温度及びローラ／
タイヤ曲率への補正処理とモード燃費・電費測定に及ぼす影
響度の推計-

<OS>

座長：山川

【OS 企画趣旨】五感（視覚，聴覚等）による認知特性，注意，状況認
識，リスク認知，動機づけ（モチベーション），運動の感覚・知覚といっ
たドライバの感覚・知覚・認知の諸特性とその応用について議論する．
視界，ヘッドライト，ワイパー等への認知特性応用を含む．装備品や
収納スペースの使い勝手，空調，シート性能等の空間快適性の分野や，
デザイン，見映え・質感等の感性的な分野等，内装品全般（HMI 以外）
の人間工学性能も対象とする．さらに，これらの認知特性が走行安全
に及ぼす影響について議論する．
【企画委員会】アクティブセイフティ部門委員会，ドライバ評価手法検
討部門委員会，映像情報活用部門委員会，ヒューマンファクター部門
委員会，車両特性デザイン部門委員会
【オーガナイザー】鈴木桂輔（香川大学），佐藤稔久（産業技術総合研究
所），永井正夫（日本自動車研究所），鈴木宏典（日本工業大学），山
川淳也（防衛大学）

色を考慮した見やすさ指標の提案

小川 洋明・塩谷 武司（デンソー）
川守田 拓氏（北里大学）
内藤 貴博（デンソー）

中手 紀昭・野田 明（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）
小川 恭広（堀場製作所）

温冷交代浴技術を利用したドライバ肉体疲労軽減手法の開発

清水 祐樹・河内 泰司・柿崎 勝（デンソー）

快情動の喚起によりドライバの覚醒を維持する手法の開発

四輪駆動車用シャシダイナモメータを用いた転がり抵抗測定方
法を規定したJASO E 017の概要

坂田 大・早川 太揮（トヨタ紡織）

車室内二酸化炭素濃度および揮発性有機化合物揮発量の研
究（第3報）

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）
古田 智信（明電舎）
小川 恭広（堀場製作所）

押野 幸一（No Occupation）

感覚刺激制御によるドライバの知覚資源制御能力評価

伊藤 亨（横浜国立大学）

廃熱回収ランキンサイクル装置の潤滑油随伴に関する研究

小野澤 康弘・髙安 正純・中村 正明・中島 大・下川 清広
（日野自動車）

淳也（防衛大学校）

【12:35〜14:40】

26

ドライバの状態評価とセンシング
Evaluation and Sensing of Driver's State

<OS>

座長：竹本

雅憲（成蹊大学）

【OS 企画趣旨】ドライバの各種状態の評価手法（覚醒水準，疲労，精
神的負担，飲酒，ディストラクション等），それらドライバ状態のセンシ
ング技術，ドライバの生理計測やその非接触センシング手法等につい
て議論する．
【企画委員会】アクティブセイフティ部門委員会，ドライバ評価手法検
討部門委員会，映像情報活用部門委員会，ヒューマンファクター部門
委員会，車両特性デザイン部門委員会
【オーガナイザー】鈴木桂輔（香川大学），佐藤稔久（産業技術総合研究
所），永井正夫（日本自動車研究所），鈴木宏典（日本工業大学），山
川淳也（防衛大学校）

運転操作の変容によるドライバの異常予兆検知方法の検討

桑原 潤一郎・岩下 洋平・山本 康典（マツダ）
一杉 正仁（滋賀医科大学）
奥野 隆司・石黒 望（近江温泉病院）

視線挙動の変容によるドライバの異常予兆検知方法の検討

岩瀬 耕二・福井 亜希子・岩下 洋平・山本 康典（マツダ）
一杉 正仁（滋賀医科大学）
桐畑 将司・仲野 剛由（近江温泉病院）
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5月20日（水）
シミュレータを用いた乗員の車酔い評価技術の検討

小島 太一（三菱電機）
大須賀 美恵子・鎌倉 快之（大阪工業大学）
中村 雄大・小野 良樹（三菱電機）

視線と音声を用いたマルチモーダルインタフェースによる認知
負荷低減

G403（4F）
【9:30〜12:10】
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高度自動運転を構成する基盤技術 I
- 考え通信するクルマを目指して-

森田 祐介・古屋 友和・田村 総（日産自動車）

Cars that Think and Communicate I
-Toward Autonomous Driving-

内発的動機づけの誘発による覚醒維持手法と既存の眠気対
策法との効果の比較

目片 悠貴・中西 美和（慶應義塾大学）

<OS>

座長：大野 悦朗（フォルクスワーゲングループジャパン）

【15:00〜16:15】

27

生理計測
Physiological Measurement
座長：栗谷川

幸代（日本大学）

座圧特性と生理指標の関連性に基づくシート着座時の快適性
評価に関する研究
郭
荒田
小林 将也・須田
筒井 孝夫・戸畑

鐘聲（東京大学）
和善（タチエス）
義大（東京大学）
秀夫（タチエス）

【OS 企画趣旨】高度自動運転において，クルマが周囲の状況を把握し
自ら考えて予測し，また運転者や他システムと必要なコミュニケーショ
ンをとるシステムを実現するために必要となる広範な要素技術について
議論する．
【企画委員会】エレクトロニクス部門委員会
【オーガナイザー】福田敏男（名城大学），久保田直行（首都大学東京），
小池輝夫（スタンレー電気），松村英樹（自動車技術総合機構），大野
悦朗（フォルクスワーゲングループジャパン）

自動運転時代に必要なハードウェアアクセラレーター
-Enhanced Data Engine-

ウェラブル呼吸モニタによるドラバーの眠気検出

蟹江 道弘（ボッシュ）
Thomas Hogenmueller（ロバートボッシュ）

早野 順一郎（名古屋市立大学大学院）
吉田 豊（名古屋市立大学大学院）
湯田 恵美（東北大学大学院）

In-Vehicle Network Requirements for End-2-End
Services for Connected Car

生理心理計測によるリーンステアビークル走行時のユーザービ
リティ評価に関する研究

Hiroyuki Matsumoto（Continental Automotive）

Enabler for Automated Parking Systems - Building
Blocks and Standardization

曺 準修・郭 鐘聲（東京大学）
荒木 敬造（エクォス・リサーチ）
杉町 敏之（東京都市大学）
久保 登・須田 義大（東京大学）
水野 晃・堀口 宗久（エクォス・リサーチ）

Rolf Adomat（Continental Automotive）
Maren Henzel（Continental Teves）
Carsten Schroeder
（Continental ADC Automotive Distance Control Systems）

【16:35〜17:50】
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Digitally Modulated Radars for Automotive Applications

Andre Bourdoux・Marc Bauduin・Barend Van Liempd・
Ilja Ocket・Kathleen Philips（IMEC）

ノック・燃焼変動

Detection of Risky Events at Blind Spots on Roads
using On-Vehicle Camera and Road Safety Mirror

Knock・Combustion Variation
座長：依頼中

Yuanchao Feng・Shintaro Ono・Yoshihiro Suda
（The University of Tokyo）
Noriaki Itagaki（Continental Automotive）

ノッキング発生メカニズムの解析

島 祐太・黒木 志典・小野 泰久（ダイハツ工業）

自動運転車に対する敵対的強化学習を用いた失敗ケース生成
手法

高精度エンドガス自着火予測モデルの開発（第四報）
-着火遅れ時間総括式と誤差補正式を用いた高精度
Livengood-Wu積分-

桑原 一成・南出 拓大（大阪工業大学）

多領域燃焼モデルを使った筒内の燃料分布の変動がサイクル
変動に与える影響解析

北田 泰造・菊池 開・井上 欣也・田中 大・口田 征人
（三菱自動車工業）
千田 二郎・松村 恵理子・吉田 ゆうき（同志社大学）
飯塚 捷（三菱自動車工業）

和地 瞭良（IBM 東京基礎研究所）

【13:10〜15:50】
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高度自動運転を構成する基盤技術 II
- 考え通信するクルマを目指してCars that Think and Communicate II
-Toward Autonomous Driving-

<OS>

座長：松村

英樹（自動車技術総合機構）

【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

LIDARとカメラのフュージョンを用いた工事現場領域検出によ
る自動回避

浅香 透・米陀 佳祐・菅沼 直樹（金沢大学）

LiDARとミリ波レーダのフュージョンによる自己位置推定

平野 大智・米陀 佳祐・柳瀬 龍・Mohammad Aldibaja・
菅沼 直樹（金沢大学）

24

5月20日（水）
Frustum-PointNetsとクラスタリングを用いた自動運転のため
の物体検出

Geometric Analysis Technology for Gear Power Skiving

Zongwei Ren・Zhenglong Fang・Takuhiro Arakane
（The University of Tokyo）
Tsukasa Nishikawa・Yannan Feng・Junshi Kugob・
Eiji Nabatab（Komatsu）
Naohiko Sugita（The University of Tokyo）

井ノ下 大樹・米陀 佳祐・菅沼 直樹（金沢大学）

効率的3次元距離場表現とロバストな尤度計算を用いた3D
MCLの実装

赤井 直紀・平山 高嗣・村瀬 洋（名古屋大学）

高速シーム溶接技術の開発

β-VAEとRecurrent Neural Network統合による歩行軌跡の
予測

児玉 哲也（ホンダエンジニアリング）

型レス部品成形技術の開発

酒井 竜英（HuiSen AI Technology）
横島 靖典（シーメンス）

カメラ画像を用いたニューラルネットワークによる歩行者の危険
度推定

完全ドライ潤滑を実現するインクリメンタル成形用工具の開発

三輪 紘敬・南部 俊和・内山 典子・宮本 健二（日産自動車）
新村 義喜（上智大学）
渡辺 秀徳（日産自動車）
Q. Jane Wang・Jian Cao（Northwestern University）

草刈 佑太・久保田 直行（首都大学東京）

【16:10〜18:50】
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L3/L4エンジン ランダム生産ラインの構築

高度自動運転を構成する基盤技術 III
- 考え通信するクルマを目指してCars that Think and Communicate III
-Toward Autonomous Driving-

<OS>

座長：小池

輝夫（スタンレー電気）

【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

任意の目標地点を通る車両旋回制御のためのクロソイド曲線
を用いた旋回軌道実時間生成

瀧山 武（大阪市立大学）
藤田 純一（大阪市立大学大学院）

市街地走行におけるExtended Object Trackingによる運動状
態のロバストな推定

時澤 宗一朗・米陀 佳祐・菅沼 直樹（金沢大学）

自動運転におけるITS無線を用いたジレンマゾーンでの急減速
の削減

市原 直樹・米陀 佳祐・菅沼 直樹（金沢大学）

市街地自動運転における交差点通過のための信号機認識

西村 俊彦・松尾 治夫（日産自動車）

市街地自動運転のための動的計画法を用いたリアルタイム経
路計画

後藤 明之・福重 孝志（日産自動車）

市街地自動運転における車線変更行動実現のための段階的行
動計画手法

後藤 健文・三品 陽平・田家 智（日産自動車）

G404（4F）
【9:30〜12:10】
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最先端生産技術による新しい車づくりの提案
Proposal for Creating New Cars using Cutting-Edge
Production Technology

<OS>

座長：小野塚

英明（日立オートモティブシステムズ）

【OS 企画趣旨】ハードウェア，ソフトウェア両面の観点から，AI 等の
新技術・独自の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
【オーガナイザー】杉田直彦（東京大学），高石良伸（ダイハツ工業）
，
小野塚英明（日立オートモティブシステムズ）

第2報

小山田 圭吾・濱野 智史・浅野 瞭・横田 雅臣・小泉 寿・
青木 守・田代 謙・田中 美徳（日産自動車）

菊井 翔太郎・泉 俊宏・佐野 正和（トヨタ自動車）

【13:10〜15:15】
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自動車制御とモデリング
- 新しい課題と新しいアプローチ New Issues and New Approaches of Automotive Control and
Modeling

<OS>

座長：於保

茂（日本工業大学）

【OS 企画趣旨】IT など情報に関連する分野，電力・エネルギーに関す
る分野などと自動車の関わりが深くなり，自動車のモデリングと制御に
関する新しい課題が見えてきている．一方，諸数理科学の分野にも新
しい展開がみられ，一部では産業応用も始まっている．新たに現れる
諸課題とその解決のための数理科学などからの新たなアプローチにつ
いて議論する．
【企画委員会】自動車制御とモデル部門委員会
【オーガナイザー】川邊武俊（九州大学），於保茂（日本工業大学），青
野俊宏（日立製作所）
，向井正和（工学院大学），溝口佳寛（九州大学 ,
AIMaP）

AI 時代の自動車安全性保証
-統計的不確かさと未知の環境入力に立ち向かう形式手法-

蓮尾 一郎（国立情報学研究所）

先進制御としてソフトセンサを用いた空気充填効率を推定する
研究報告

小川 史恵・桑原 一徳・松江 浩太・清水 良（マツダ）
和田 正義（東京農工大学）

Simultaneous Optimization of Operation Mode of the
Powertrain and the Speed Pattern of a Vehicle with
On/Off-Switchable Engine for Optimization of Fuel
Efficiency

Wenjing Cao（Sophia University）
Taketoshi Kawabe（Kyushu University）

LiDARを用いた自己位置推定手法検証のための計算機シミュ
レータの構築

今村 翼・八木 良彰・湯野 剛史・川邊 武俊（九州大学）
溝尻 太一・下村 倫子（日産自動車）

安全分析とモデルベース設計を統合することによる成果物の説
明力向上策

田中 伸明（ガイオ・テクノロジー）
余宮 尚志（東芝）
小川 清（名古屋市工業研究所）

歯車研削における熱損傷防止に向けた加工点温度の測定

木﨑 通・高橋 啓二郎（東京大学）
勝間 俊文（三菱重工工作機械）
杉田 直彦（東京大学）
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5月20日（水）
【15:35〜18:15】
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優れた機械的特性を有する難燃性マグネシウム合金押出材の
開発と鉄道車両構体への展開

タイヤ／路面摩擦特性とその周辺技術

千野 靖正・黄 新ショウ（産業技術総合研究所）
上田 祐規・城戸 太司・井上 正士（不二ライトメタル）
松本 敏治（戸畑製作所）

Tire/Road Characteristics, Contact Properties and Related
Technologies
<OS>

座長：桑山

熱可塑性CFRP（LFT-D）
を自動車構造に適用する技術の開
発

勲（ブリヂストン）

石川 隆司（名古屋大学）

【OS 企画趣旨】タイヤおよび路面に関わる安全性，快適性，環境負荷
低減，動特性など，自動車の乗り物としての基盤技術に関する最新情
報と，将来の方向性について議論する．
【企画委員会】タイヤ / 路面摩擦特性部門委員会
【オーガナイザー】豊島貴行（本田技術研究所），酒井英樹（近畿大学）
，
桑山 勲（ブリヂストン）

【13:10〜14:50】

36

自動車軽量化のための革新的新構造材料開発 II
Development of Innovative Structural Materials for Light
Weight Vehicle II

<OS>

座長：木本

幸胤（東レ）

消費者レビュー分析によるタイヤ市場摩耗性能評判分析

李 鍾先・李 承圭（ハンコックタイヤ）

実路面の摩擦係数データベース構築に関する研究
-第2報-

【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

小林 ゆき・景山 一郎・原口 哲之理（日本大学）
淺井 基博・松本 学（日本ミシュランタイヤ）

トポロジー最適化を用いた繊維強化樹脂活用スチール製ドア
の開発

A Tire Model Extension for Predicting Temperature and
Rolling Speed Influences on Tire Performance

中川 功一・樋貝 和彦・斉藤 孝信・玉井 良清
（JFE スチール）

Carlo Lugaro・Ioannis Konstantinou
（Siemens Digital Industries Software）
Marco Mazzeo（Pirelli）

ガラス繊維のテックスがFW製CF/GFハイブリッドシャフトのねじ
り特性に与える影響

坂田 憲泰（日本大学）
富田 晋（日本大学大学院）
平山 紀夫（日本大学）
佐野 一教（日東紡績）

ラジアルタイヤのスタンディングウェーブ現象が高速耐久試験
へ与える影響

原田 勇輝・永井 潤一（住友ゴム工業）

レーシングタイヤの台上タイヤ評価手法について

現場重合型アクリル系樹脂を用いたFW製GFRTPシャフトのね
じり特性

久保 直也・川端 宏志（住友ゴム工業）

イニシャルトー角が低摩擦路安定性に与える影響について

坂田 憲泰（日本大学）
外島 亘（日本大学大学院）
阿部 颯人・石井 雄太・平山 紀夫（日本大学）
佐野 一教（日東紡績）

横井 大亮・小西 健太（スズキ）

G414+G415（4F）

Characterization of Mechanical Properties and Fracture
Mechanism of Carbon Fiber Reinforced Polymer
Composite with Fiber's Surface Analysis

【9:30〜12:10】
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Ye Htet Lin・Preechar Karin（KMITL）
Patcharee Larpsuriyakul
（National Metal and Materials Technology Centre）
Naoto Ohtake（Tokyo Institute of Technology）

自動車軽量化のための革新的新構造材料開発 I
Development of Innovative Structural Materials for Light
Weight Vehicle I

<OS>

座長：廣澤

渉一（横浜国立大学）

【OS 企画趣旨】輸送機器の抜本的な軽量化に向けた各種構造材料の
技術開発に関する現状と今後の展望について議論するとともに，自動
車への適用の可能性を提示する．
【企画委員会】材料部門委員会
【オーガナイザー】廣澤渉一（横浜国立大学），梶 修（三菱自動車工業），
中村 司（日野自動車）
【基調講演】

「革新的新構造材料等研究開発」の概要
-車両用構造材料研究の潮流-

秋宗 淑雄（新構造材料技術研究組合）

超⾼強度・⾼延性⾰新鋼板の開発
自動車部品へのチタン適用開発

村上 俊夫（神戸製鋼所）

高橋 一浩・奥井 利行（日本製鉄）
藤井 秀樹・堀川 松秀（東邦チタニウム）

高強度・高靭性アルミニウム合金の開発

箕田 正・戸次 洋一郎・成田 麻未（UACJ）
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【15:10〜16:50】
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自動車軽量化のための革新的新構造材料開
発 III
Development of Innovative Structural Materials for Light
Weight Vehicle III

<OS>

座長：佐藤

健太郎（JFE スチール）

【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

モデルベースリサーチ（MBR）
による車両と材料モデルをつな
ぐ解析技術の開発

氷室 雄也・本田 正徳・西田 健二（マツダ）
藤元 伸悦（日鉄ケミカル & マテリアル）

Topology Optimization of a Suspension Component
Considering the Member-Size Constraint

Kampanat Sookchanchai（KMUTT）

3 次元熱間曲げ焼入れによる部分焼入れ部品の衝突特性（1）
植松 一夫・嶋田 直明（日本製鉄）
Hartanto Soedjatmiko Sanny（元・沖縄工業高等専門学校）
富澤 淳（公立小松大学）

5月20日（水）
3次元熱間曲げ焼入れによる部分焼入れ部品の衝突特性（2）

Critical Driving Scenarios Research Based on Near-Miss
Data Drive Recorder Recorded
-1. a Machine Learning System for Automatic Traffic
Object Detection, Tracking and Distance Estimation on
Near-Miss Data-

富澤 淳（公立小松大学）
Chansocheat Tieng（元・沖縄工業高等専門学校）
植松 一夫・中澤 嘉明（日本製鉄）

G416+G417（4F）

Kaikai Zhao・Takashi Imaseki・Hiroshi Mouri
（Tokyo University of Agriculture and Technology）

【9:30〜11:10】
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ドライブレコーダに記録されたニアミスデータを用いた危険走行
シナリオの研究:2. ニアミス事象を定量化する，潜在危険度の
理論研究

交通事故傷害予測と予防・医療

菅沢 深・今関 隆志・毛利 宏（東京農工大学）

- 交通事故死ゼロを目指した医工学研究 -

ドライブレコーダに記録されたニアミスデータを用いた危険走行
シナリオの研究, 3. 潜在危険度指標を使った，ニアミスデー
タの定量シナリオ分析

Accidental Injury Prediction and Prevention, Medicine
-Medical and Engineering Research for Casualties
Reduction<OS>

座長：宇治橋

今関 隆志・菅沢 深・趙 開開・望月 悠登・毛利 宏
（東京農工大学）

貞幸（日本文理大学）

【14:35〜17:40】
【OS 企画趣旨】交通事故の傷害予測研究として AACN，救急医療解析，
交通事故調査解析，生体力学解析に関して議論する．
【企画委員会】傷害予測による事故自動通報システムの高度化と普遍化
に関する検討委員会
【オーガナイザー】宇治橋貞幸（日本文理大学），西本哲也（日本大学）

車両クラス別傷害予測アルゴリズムVer.2019の構築

西本 哲也・望月 涼太・富永 茂（日本大学）
三好 朋之（トヨタ自動車）

先進事故自動通報（D-Call Net; DCN）
によるドクターヘリを
使用した医師派遣システム起動実事例

本村 友一・松本 尚（日本医科大学千葉北総病院）

事故自動通報システムとその運用

斎藤 信夫（日本緊急通報サービス）

千葉県M-MOCSの効果分析手法の検討

木内 透（交通事故総合分析センター）
松本 尚（日本医科大学救急医学）

事故分析と安全対策
- 事故の要因や安全の課題に関する取り組み Analysis of Real World Accidents and Safety Measures
-Causes of Accident and Safety Issues-

<OS>

座長：高山

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：小酒

英範（東京工業大学）

【OS 企画趣旨】地球温暖化防止及びクルマの使われ方の変化に対応し
た燃料多様化，さらに造る側から見た自動車用エネルギーのあり方を
踏まえた自動車用エネルギーに関する基礎的研究や新技術について討
議する．併せて，モビリティに関わる各種エネルギーに関する分析的
内容，比較などの講演も行う．
【企画委員会】エネルギー部門委員会
【オーガナイザー】小酒英範（東京工業大学），金子タカシ（JXTG エネ
ルギー），菊池 勉（日産自動車），古関恵一（JXTG エネルギー），平
野 創（成城大学）
，松浦浩海（本田技術研究所）
，吉松昭夫（トヨタ
自動車）

電気自動車の普及と理解に向けたワークショップにおける高校
生の学び

【12:10〜14:15】
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晋一（日本自動車研究所）

池田 めぐみ（東京大学）
鈴木 高宏（東北大学）
大島 まり（東京大学）
荒木 恵理子（電気自動車普及協会）
山内 祐平（東京大学）

モビリティ・エネルギーの技術・社会両面のイノベーションに関
する考察

古関 惠一（JXTG エネルギー）

【OS 企画趣旨】本セッションでは，交通事故の発生要因や安全対策に
つながる多彩な議論をすべく，予防安全，衝突安全や救助・救命に至
る幅広い分野，さらには自動運転による安全対策，通信を利用した安
全対策，道路構造対策などの取り組みを対象とする．事故（マクロ /
ミクロ）データやニアミス（ドラレコ）データをはじめ，関連する様々
なデータの収集，分析から実験・シミュレーションの実施，実態調査
や訓練指導での新たな視点やアプローチなど，多様な講演を期待する．
【企画委員会】トラフィックセイフティ部門委員会
【オーガナイザー】高山晋一（日本自動車研究所），高野 望（トヨタ自
動車），平山 茂（日産自動車）

Multi Collision Brakeの作動を確認する実車衝突試験手法の
検討

川合 琢真・国定 正人（トヨタ自動車）

3次元道路線形計測による中山間地域の交通事故要因の研究

國行 浩史・行田 拓人・窪田 雄聡（公立諏訪東京理科大学）

ドローンによる宅配物流の効率化とCO2排出量低減に関する
シミュレーション研究

松尾 典孝

Determination of Commercial Vehicle Air Drag Values
through Road Tests and Comparison with Simulation
Methods

Albert Gascon-Vallbona・Marc Soler-Aldea・Xavier Urgell-Calaf
（Applus+ IDIADA）

Influence of Asphalt Attributes on Rolling Resistance
-Study of Prediction of Rolling Resistance Based on
Pavement Design-

Xavier Urgell・Judith Bertomeu・Aitor Salgado・Luz Arango・
Ignacio Alvarez・Joan Puig（Applus+ IDIADA）

State of the Art of the Regulatory Framework and
Analysis of the Technologies Developed within the
AEROFLEX Project

Marta Tobar・Carlos Lujan・Oriol Flix（Applus+ IDIADA）

Bodies and Trailers Effect on CO2 Emissions, a
Regulatory Proposal for Europe

Carlos Lujan・Alejandro Checa・Marta Tobar
（Applus+ IDIADA）
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5月20日（水）
G418+G419（4F）
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【9:30〜10:45】
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動力伝達系の新しいシステムとその要素
New System and the Element of Drivetrain
座長：落合

成行（東海大学）

Vibration in Reciprocating Compressors, Case Studies

Vasillaq Kacani（Leobersdorfer Maschinenfabrik）

熱機関を動力源とするエコエネルギ緩衝駆動（第4報）
-走行用二次電池不要のハイブリッド駆動の研究-

宮尾 隆之（ミヤヲ D.L.Re.）

Analysis of Multi-Gear Electric Axle Potential for BEV
Passenger Car

Michael Jouffroy・Jonathan Juergens（Robert Bosch）

バイオメカニクス
Biomechanics

<OS>

衝突安全（乗員保護）
Crash Safety (Occupant Safety)

<OS>

座長：大谷

竜士（日産自動車）

【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．
【企画委員会】インパクトバイオメカニクス部門委員会
【オーガナイザー】一杉正仁（滋賀医科大学），本島治敏（トヨタ自動車），
大谷竜士（日産自動車），高橋裕公（本田技術研究所），伊藤大輔（名
古屋大学）

前面衝突胸部傷害における胸腹内壁と内臓とのインタラクショ
ンの影響

前原 一範・独古 泰裕（本田技術研究所）
大橋 一樹（ホンダテクノフォート）

【13:10〜14:50】
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【15:10〜16:50】

座長：高橋

裕公（本田技術研究所）

法科学からみた歩行者傷害メカニズム

石井 慎一・大野 靖雄（千葉県警察本部科学捜査研究所）
岩瀬 博太郎（千葉大学大学院）

Building a Better Rib

Sven Holcombe・Stewart Wang Stewart Wang
（University of Michigan）

【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
【オーガナイザー】一杉正仁（滋賀医科大学），本島治敏（トヨタ自動車），
大谷竜士（日産自動車），高橋裕公（本田技術研究所），伊藤大輔（名
古屋大学）

Study of Potential Frontal Impact Use Cases with Thor
Dummy

Maria De Odriozola Martinez（Applus+ IDIADA）

前突スレッド時の次世代前突ダミー THOR 5F, 50Mの腹部圧
力センサの動的応答特性について

古川 大貴・志賀 祐寛・増田 光利・山本 武司
（トヨタ自動車）

Epidemiological and Biomechanical Considerations for
Knee Airbag Evaluation

Jason Forman・Timothy Mcmurry（University of Virginia）
Mitsutoshi Masuda（Toyota Motor）

Frontal Impact Crash Test for Powered Two-Wheelers

Karl Morgans・Maria Del Mar Rasines Laudes
（Applus+ IDIADA）
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Development of a Vehicle Occupant Fragility Score
(VOFS）

Stewart C. Wang・Peng Zhang・Steven Horbal・
Sven A. Holcombe（University of Michigan）

5月21日（木）
A Study on the Exhaust System Movement in High
Performance Vehicle
-Optimized Hanger Mount for Improving the Exhaust
System Movement-

G1（1F）
【9:30〜12:10】

44

先進ガソリン機関技術 II

Yunjeong Shim・Hochan An（Hyundai Motor）

Advanced Gasoline Engine Systems and Technologies II
<OS>

座長：市

301+G302（3F）

聡顕（川崎重工業）

【9:30〜12:10】
【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 1 と同じ

モデル活用によるパワトレシステム開発の効率化
-全体プロセスの構築-

半田 英之・髙橋 毅・大町 孝之・今枝 宗矩・長野 翔太
（トヨタ自動車）

モデル活用によるパワトレシステム開発の効率化
-エンジンモデルによる，システム開発から適合までの一貫した
開発-

今枝 宗矩（トヨタ自動車）
野村 佳洋（豊田中央研究所）
高橋 毅・大町 孝之・栗原 浩一・長野 翔太・津田 陽一・
佐々木 浩祐（トヨタ自動車）
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xEV 技術 I
xEV Technology I

<OS>

隆司（IHI 検査計測）

【OS 企画趣旨】本セッションでは，電気自動車，スタートアンドストップ，
マイクロハイブリッド車，ハイブリッド車，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）などの
電動車の動力に係る制御システム，補機類の高効率化等に係る制御シ
ステム講演発表を招き，最新技術に関して議論を行う場を提供する．
【企画委員会】電気動力技術部門委員会
【オーガナイザー】藤本博志（東京大学），真島隆司（IHI 検査計測）

MBD実現に向けたエンジンハード諸元検討のためのスキャッター
バンドデータ活用法の構築

第3世代ワイヤレスインホイールモータの開発

モデルベースドA/F制御に対する過渡流量計の活用手法の検
討

走行中ワイヤレス給電用インホイールコイルの基礎技術開発

藤本 博志・清水 修・永井 栄寿・藤田 稔之（東京大学）
郡司 大輔（日本精工）
大森 洋一（東洋電機製造）
大塚 拓一（ローム）

大倉 康裕・松田 浩充・吉沢 潤也・佐藤 誓祐・
亀井 一浩・平出 篤志・後藤 卓也・秋久 浩輝
（本田技術研究所）

清水 修・永井 栄寿・藤田 稔之・藤本 博志（東京大学）
郡司 大輔（日本精工）
桑山 勲・芥川 恵三（ブリヂストン）

安野 啓介・才野 鏡太郎・小島 桂一郎・小庄 忠志
（エー・アンド・デイ）

過渡運転に適用可能なガソリンHCCIのモデリング

電圧検知型同期整流によるワイヤレス給電の高効率化

飯田 晋也・葛 晰遥・三角 春樹・伊藤 直也・山川 正尚
（マツダ）

藤田 稔之・永井 栄寿・清水 修・藤本 博志（東京大学）
大森 洋一（東洋電機製造）

DE技術による直噴ガソリンエンジンの燃料系システム設計

新型日野プロフィアハイブリッドのシステム開発

矢吹 慎之介・佐々木 良太・鈴木 春樹（デンソー）

内木 達也（日野自動車）

プラグインハイブリッド重量車の制御の走行環境性能の改善を
目指したシリーズハイブリッド制御の検討

G2（1F）

奥井 伸宜（自動車技術総合機構交通安全環境研究所）

【9:30〜12:35】
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座長：真島

HEV用ORC廃熱回収システムの研究

土佐 真一・岩間 恵三・小島 孝裕（本田技術研究所）

振動・騒音・乗心地
Noise・Vibration・Ride Comfort
座長：塩崎

弘隆（三菱自動車工業）

【13:10〜15:15】
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xEV 技術 II
xEV Technology II

惰行走行時の車外騒音における路面の影響について

吉岡 武・佐々木 達矢・山本 尚岐・中道 哲平
（住友ゴム工業）

<OS>

座長：山田

英治（トヨタ自動車）

ルーフパネルへの高減衰マスチックシーラの適用

大井 宏一郎・森山 翔太（スズキ）

弾性－粘弾性複合材料の振動問題のトポロジー最適設計

三浦 鴻太郎・吉田 駿・弓削 康平（成蹊大学）

System-Based Development Process for Exhaust NVH
Performance using Optimization Analysis

Sang Young Park・Eun Seok Yoo（Hyundai Motor）
Jin Woo Lee（Ajou University）

Nvh Simulation Method for Product Development
-Application to Electric Drive System-

Thierry Bourdon・Alina Lysak・Ralf Rissmann・Rainer Weber
（Vitesco Technologies）

シートによる低周波数領域の乗心地向上

人見 英樹・田村 直春（ホンダテクノフォート）
中原 淳（本田技術研究所）

【OS 企画趣旨】本セッションでは，電気自動車，スタートアンドストッ
プ，マイクロハイブリッド車，ハイブリッド車，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）な
どの電動車の動力に係る電機，駆動ユニットおよび，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】電気動力技術部門委員会
【オーガナイザー】藤本博志（東京大学），真島隆司（IHI 検査計測）

高速道路への走行中ワイヤレス給電の設置に関する基礎検討

郡司 大輔（日本精工）
清水 修・永井 栄寿・藤本 博志（東京大学）

負荷側エンコーダを用いたインホイールモータのギア衝突緩和
制御

延命 朋希・和久井 晟冴・藤本 博志（東京大学）

29

5月21日（木）
走行中ワイヤレス給電における給電能力向上による送電コイル
敷設率の低減

燃料電池スタックの温度管理手法

梅澤 健輔・松井 康佑・池田 佑太（本田技術研究所）

永井 栄寿・清水 修・藤田 稔之・藤本 博志・李 尭希
（東京大学）
郡司 大輔（日本精工）

70MPa対応FC小型トラックの開発と公道実証

米田 和哉・山本 晃弘（東京アールアンドデー）

Predictive Energy and Durability Management by
Advanced Fuel Cell Powertrain Controls for Trucks

電動車両を用いた新概念のエネルギーシステム
-バーチャルグリッド-

Christoph Schoerghuber・Johannes Pell・Falko Berg
（AVL Steyr Commercial Driveline and Tractor Engineering）

中川 二彦・千阪 秀幸・小林 信介・板谷 義紀（岐阜大学）

様々な電動車両による再生可能エネルギー電力の貯蔵と輸送
の評価

電動商用車の排出削減

三宅 葵（エフ・イー・ヴイ・ジャパン）

千阪 秀幸・中川 二彦（岐阜大学）

G314+G315（3F）
【9:30〜11:10】
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-FC 要素技術 -

<OS>

光高（日産自動車）

【OS 企画趣旨】自動車用燃料電池の要素技術研究開発における進捗を
公開し，技術者がこれらを広く議論する場を企画する．
【企画委員会】燃料電池部門委員会
【オーガナイザー】内田 誠（山梨大学），阿部光高（日産自動車），
小山茂樹（本田技術研究所），沼田耕一（トヨタ自動車）

松原 幸太郎（東海大学大学院）
中山 紘也・澤田 大作・陳 之立（東海大学）

アルゴンクローズドサイクル水素エンジンの研究（第5報）
-エンジンの冷却感度改善による熱効率向上-

様々な運転条件におけるPt/Nb-SnO2カソード触媒の負荷変動
耐性

小野 元昭・渡辺 啓太・澤田 大作・陳 之立（東海大学）

天然ガス自動車へのCNG充填時におけるタンク内温度，圧力
変化の熱力学的解析

竹井 力（三菱自動車工業）
柿沼 克良・内田 誠（山梨大学）

迫田 直也・加藤 雄大・高田 保之（九州大学）

古典分子動力学法による高プロトン伝導カソード触媒アイオノ
マの探索

熱-拡散効果にニュートラルな混合気の乱流燃焼特性

北川 敏明・西山 令・園川 理央・篠田 賢一（九州大学）

白川 裕規・高橋 伸彬・松岡 克弥（トヨタ自動車）

一次元噴霧モデルによるメタン-空気予混合気中における微小
燃料噴霧の着火過程の数値解析

固体高分子型燃料電池の触媒上アイオノマー被覆率が酸素還
元反応活性に及ぼす影響

川内 智詞・今井 康雄・高木 正英
（海上・港湾・航空技術研究所）

温 君寧・岡嶋 哉（東海大学大学院）
陳 之立（東海大学）

軽油着火式二元燃料ガスエンジンにおけるPREMIER燃焼
-燃料への二酸化炭素付加の影響-

【12:10〜14:15】

河原 伸幸・藤原 亨至・今本 琢・冨田 栄二（岡山大学）

自動車用燃料電池 II
-FC スタック / セル・実証 Fuel Cell Vehicle II
-Fuel Cell Stack/Cell and System Validation座長：内田

誠（山梨大学）

【OS 企画趣旨】自動車用燃料電池及びそれを用いた FC システム応用
の研究開発における進捗を公開し，技術者がこれらを広く議論する場
を企画する．
【企画委員会】燃料電池部門委員会
【オーガナイザー】内田 誠（山梨大学），阿部光高（日産自動車），
小山茂樹（本田技術研究所），沼田耕一（トヨタ自動車）

FCガス流路（3Dファインメッシュ流路）
の高生産性化と高性能
化

二見 諭・橋本 圭二・立岡 哲也・杉浦 忠利（トヨタ車体）
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和宏（日本ガス協会）

アルゴンクローズドサイクル水素エンジンの研究（第4報）
-作動ガス組成が熱効率及び冷却損失に与える影響-

柿沼 克良・飯山 明裕・内田 誠（山梨大学）

<OS>

座長：炭田

【OS 企画趣旨】天然ガス，水素，LPG，DME，バイオガスなどのガス
燃料をエンジンに利用するときの性能，実用性について討論する
【企画委員会】ガス燃料エンジン部門委員会
【オーガナイザー】菊池 勉（日産自動車），北川敏明（九州大学大学院），
炭田和宏（日本ガス協会），鈴木健太（いすゞ自動車）

酸化物担体を用いた固体高分子形燃料電池用高耐久・高活
性触媒の性能
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ガス燃料エンジン
Gaseous-Fuel Engines

Fuel Cell Vehicle I
-Fuel Cell Components座長：阿部

【9:30〜12:10】
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自動車用燃料電池 I

<OS>

G316+G317（3F）

【13:10〜15:15】
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エレクトロニクス・制御 I
Electronics and Control I
座長：依頼中
Consolidating Infotainment and AUTOSAR Applications
on a High Computing Electronic Control Unit

Mohamed Mounir Abdelaziz・Mohamed Abdelsalam・Mona Mohamed
Safar・Ashraf Mohamed Salem（Mentor A Siemens Business）

補機ECU間の通信遅れを考慮した高応答アクチュエータ制御
の開発

佐藤 弘明（日立製作所）

自動運転向け2系統EPS_MCUの開発

内田 貴之・西村 寿郎（デンソー）

小型二輪車用カードエッジECUの開発

武田 裕一（本田技研工業）

5月21日（木）
Hybrid A* Method for Personal Mobility Vehicle Elevator
Entrance

低速車両における経路追従制御

土屋 査大・宮城 秀康（ものづくりネットワーク沖縄）

Muhammad Zulfaqar Bin Azmi・Toshio Ito
（Shibaura Institute of Technology）

自動運転車両における自動発車・車両内安全判定システムの
開発

富田 勇希（産業技術総合研究所・東京理科大学）
加藤 晋（産業技術総合研究所）
伊丹 誠（東京理科大学）

G318+G319（3F）

定点観測した車両軌跡データの高度化

【9:30〜12:35】
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兒玉 崇・前原 耀太・石原 雅晃・吉村 敏志
（阪神高速道路）
Pencreach Yoann・毛利 弘道（フォーラムエイト）
吉崎 玲・田名部 淳（地域未来研究所）

燃焼・排気技術
Combustion・Emission Technology
座長：窪山

達也（千葉大学大学院）

Methodology for the Development of L4 Robotaxi
Algorithms for Automated Driving

ガソリンエンジンエミッション予測（第1報）
-エンジン排出ガスの成分・温度予測-

高巣 祐介・大八木 大史・金子 智洋（トヨタ自動車）
Julie Le Louvetel-Poilly（トヨタモーターヨーロッパ）
苗村 善一（トヨタ自動車）

Model Based Gasoline Tailpipe Emission Prediction on
a Real Time Virtual Test Environment as an Important
Contribution to Achieve Rde and Obd Compliance

Reinhard Luef・Kurt Klumaier・Reinhard Merl（AVL List）

過型電子顕微鏡によるガソリン機関排気微粒子のモーフォロ
ジー解析

遠藤 和樹・佐藤 良海（明治大学大学院）
相澤 哲哉（明治大学）

Development of Membrane Filter Made of Alumina and
Silver-Palladium Particles for High-Filtration Efficiency,
Low-Pressure Drop and Low-Soot Oxidation Temperature

Teerapat Suteerapongpun・Yuji Kitagawa・
Katsunori Hanamura（Tokyo Institute of Technology）

Effect of Biodiesel on Compression Ignition Engine's
Combustion Behavior and Particle Emission

Apichai Tripatara・Preechar Karin・
Chinda Charoenphonphanich（KMITL）
Nuwong Chollacoop（NSTDA）
Hidenori Kosaka（Tokyo Institute of Technology）

Estimation the Effect of Internal Exhaust Residual Gases
Re-Circulation on Effective Release Energy and Engine
Emission Characteristics of a V-Twin Engine
Khoa Nguyen Xuan・Lim Ocktaec

A Study of Residual Gas, Effective Release Energy and
Engine Emissions of a Small Si-Engine with Variable
Ignition Timing at Full Load

Y Nhu Quach・Khoa Xuan Nguyen・Ock-Taeck Lim
（University of Ulsan）

【13:45〜15:50】
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ITS

Xavier Sellart Ortega・Yamnia Yamnia Rodriguez・
Sergi Sergi Pujol（IDIADA）

G401+G402（4F）
【9:30〜12:10】
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自動車の運動と制御 III
Vehicle Dynamics and Control III

<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）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 7 と同じ

電気モータを用いたEV用G-Vectoring制御の開発

梅津 大輔・加藤 史律・小川 大策・塚野 孝俊（マツダ）
山門 誠（神奈川工科大学）

旋回駆動力制御システムの構築と乗員乗り心地評価手法の検
討
-1Mot FF車両への適用-

前田 恵里・加茂 俊二・堀 昌克・木村 真弘・
山田 幸子（本田技術研究所）

前後輪の横剛性差がヨー応答特性改善に及ぼす効果

大下 宰一郎（神奈川工科大学）

非線形モデル予測制御を用いたレーンチェンジにおける軌道計
画・制御の同時実行

本田 康平・奥田 裕之・鈴木 達也（名古屋大学）

車体姿勢の最適化による自動運転時の軌道追従性向上

丹羽 雄哉・宮下 直樹・関 健一・髙田 健司（日産自動車）

モデル予測制御による大型商業車両の特性を考慮した走行安
定化制御

中原 涼太・関口 和真（東京都市大学）
上山 慶一（ナブテスコオートモーティブ）
野中 謙一郎（東京都市大学）

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

座長：大前

学（慶應義塾大学）

【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，
自動運転システムなど 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
【オーガナイザー】加藤 晋（産業技術総合研究所），大前 学（慶應
義塾大学）

電子トークンを用いた交差点交通流制御方法

勝田 敬一・牧 健太郎・緒方 健人・長谷島 範安・
酒寄 剛・髙橋 絢也（日立製作所）
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5月21日（木）
【13:10〜16:15】

55

DAHLIAデータベースによる高齢ドライバの視覚特性と認知特
性の関係
-運転寿命延伸を目指したドライバ運転特性研究（24）-

ドライバの行動分析・教育，ドライバモデル
Driver Behavior, Education, and Model

<OS>

座長：鈴木

青木 宏文・稲上 誠（名古屋大学）
岩瀬 愛子（たじみ岩瀬眼科）
寺崎 浩子・伊藤 逸毅・島崎 敢・粕谷 真紀子・
武田 夏佳・山内 さつき・小嶋 理江（名古屋大学）

桂輔（香川大学）

高齢ドライバのメタ認知能力の測定と人間特性との関係
-運転寿命延伸を目指したドライバ運転特性研究（21）-

【OS 企画趣旨】ドライバの行動（自然な運転行動，ヒヤリハット・危険
行動，意図等）やその背景にある心理的特性，運転者教育，ドライバ
モデル，運転能力等の行動特性とその応用にフォーカスを当てるととも
に，それらの研究手法であるドライブレコーダや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．ペダル，ハンドル，シフト等の運転
操作系や運転姿勢を含む．
【企画委員会】アクティブセイフティ部門委員会，ドライバ評価手法検
討部門委員会，映像情報活用部門委員会，ヒューマンファクター部門
委員会，車両特性デザイン部門委員会
【オーガナイザー】鈴木桂輔（香川大学），佐藤稔久（産業技術総合研
究所），永井正夫（日本自動車研究所），鈴木宏典（日本工業大学），
山川淳也（防衛大学）

視覚刺激に対するペダリングの反応
-年齢に関連した低下-

湯田 恵美（東北大学大学院）
吉田 豊・早野 順一郎（名古屋市立大学大学院）

ドライブレコーダを用いた緊急制動の頻度と高齢ドライバの認
知身体特性及び運転意識の関係
-運転寿命延伸を目指したドライバ運転特性研究（22）-

米川 隆・青木 宏文・島崎 敢・田中 貴紘・藤掛 和広・
稲上 誠・金森 等・青木 邦友・平野 昭夫・
武田 夏佳（名古屋大学）

予測-車線維持を考慮したポテンシャルによるドライバの注視行
動の理解

岡藤 勇希・和田 隆広（立命館大学）

Convolutional Neural Networkを用いたドライバ操舵に影響
する視覚情報の理解

杉浦 敏仁・岡藤 勇希・和田 隆広（立命館大学）

高齢ドライバの運転行動におけるペダル操作の研究
-運転寿命延伸を目指したドライバ運転特性研究（23）-

青木 邦友・平野 昭夫・武田 夏佳・稲上 誠・米川 隆・
島崎 敢・青木 宏文（名古屋大学）

島崎 敢・青木 宏文・小嶋 理江・稲上 誠・
武田 夏佳・山内 さつき（名古屋大学）

運転行動計測によるリスクポテンシャルパラメータ推定手法に
関する研究

北澤 章平（大阪産業大学）

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
状態と反応時間の比較

阿部 晃大・伊東 敏夫（芝浦工業大学）
Andrew Morris（Loughborough University）

G404（4F）
【13:10 〜 15:15】
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先進ガソリン機関のための燃料と燃焼技術 I
Fuel Technologies and Combustion Technologies for
Advanced Gasoline Engine Systems I

<OS>

座長：山口

卓也（久留米工業大学）

【OS 企画趣旨】熱効率向上と排出ガス低減を目指して超希薄燃焼や
SPCCI のような革新的燃焼コンセプトが出てきています．そのような
新燃焼コンセプトに基づく先進ガソリン機関のため燃焼技術や燃焼メ
カニズム解析，また革新的燃焼に対応した燃料技術や燃焼反応に関す
る講演を広く募集します．
【企画委員会】燃料潤滑油部門委員会，ガソリン機関部門委員会
【オーガナイザー】伊東明美（東京都市大学），渡邊 学（JXTG エネル
ギー），中條智哉（日本自動車研究所），吉田潤平（本田技術研究所），
津江光洋（東京大学大学院），今村 宰（日本大学），田中大二郎
（ヤマハ発動機），近藤 卓（本田技術研究所），寺地 淳（日産自動車）

ドライバの成長を促す安全運転コーチングシステムの開発

村山 雄輝・西岡 崇（本田技術研究所）

カーナビゲーションシステムを用いた交差点右折時における運
転行動指標の算出手法の検討

河口 暁大・河村 宙・村田 一夫・相馬 貴之（パイオニア）
吉武 宏・小竹 元基（東京大学）

G403（4F）
ドライバの知覚・認知，感性・快適性，安全 II
Perceptual/Cognitive Characteristics, KANSEI and Comfort
of Driver, and Safety Issues II
<OS>

座長：道辻

洋平（茨城大学）

【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

車の満足度アンケートに基づく提供価値受容度分析

田子 紗佑里・Christophe Tea・荒井 邦晴
（ネオリウム・テクノロジー）
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飯田 訓正・横森 剛（慶應義塾大学）

炭化水素系燃料によるスーパーリーンバーンエンジンのリーン
限界拡大に関する研究

小畠 健・内木 武虎・渡邊 学（JXTG エネルギー）

HO2ラジカル生成制御による自着火抑制の可能性に関する検
討

【9:30〜11:35】
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ガソリンエンジンの熱効率50%を実現するスーパーリーンバー
ン
-SIP「革新的燃焼技術」
におけるガソリン燃焼の研究開発-

三好 明（広島大学）

NO2添加の低温酸化・着火遅れに与える影響についての化学
反応論的研究

葛 晰遥・三好 明（広島大学）
大野 諒平・原田 雄司（マツダ）

誘電体バリア放電によるノッキング強度緩和機構に関する研究

高橋 栄一（産業技術総合研究所）
永野 幸秀・北川 敏明（九州大学）
中村 大造・西岡 牧人（筑波大学）
中野 道王（日本工業大学）

5月21日（木）
【15:35〜17:40】
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自動運転に適用するGNSS/IMUに関する研究
-都市部環境下における相対位置と絶対位置の評価-

先進ガソリン機関のための燃料と燃焼技術 II

高野瀬 碧輝・渥美 善規・滝川 叶夢・目黒 淳一
（名城大学）

Fuel Technologies and Combustion Technologies for
Advanced Gasoline Engine Systems II
<OS>

座長：榎本

Interior Cross Domain Architecture Concepts and
Solutions

啓士（金沢大学）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 57 と同じ

筒内直噴ガソリン機関における燃料噴霧の分裂モデルに関す
る研究（第2報）

Stefan Wagener・Menzenbach Christof・Yuanrun Teng
（Continental Automotive）

【13:35〜16:15】
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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-

藤嶋 玄・岡田 雄太郎（同志社大学大学院）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）

燃料噴霧が壁面に衝突した際に形成される液膜の挙動
-壁面の表面粗さや熱伝導率の影響-

小室 佳生（東京電機大学大学院）
粕谷 祐太朗・小林 佳弘・新井 雅隆（東京電機大学）

噴射燃料の流動帯電と帯電液滴の燃焼（1）

斎藤 文修・池田 時広（ドリームトキ）

噴射燃料の流動帯電と帯電液滴の燃焼（2）

斎藤 文修・池田 時広（ドリームトキ）

Study of Combustion Stability Improvement with Sonic
Wave Projection

<OS>

二輪車の簡易モデルによるステア特性の再考

平澤 順治（茨城工業高等専門学校）

ライダの運転操作に基づく自動二輪車運転時の生理指標推定
の基礎検討

G414+G415（4F）

吉田 壮吾・木谷 友哉（静岡大学）

【9:30〜12:35】

自動二輪車におけるライダーと車体の運動解析装置の開発

本多 将和・片山 優・藤岡 美博・福島 志斗・泉 大樹・
池田 総一郎・小吹 健志・齊藤 陽平・高見 昭康
（松江工業高等専門学校）

自動運転の時代におけるマルチメディア技術
Multimedia Technologies in the Era of Automated Driving

<OS>

座長：海野

一（本田技研工業）

【OS 企画趣旨】各種二輪車等の運動特性，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
【オーガナイザー】内山一（本田技研工業），宇田真（ブリヂストン），竹
原昭一郎（上智大学），平澤順治（茨城工業高等専門学校）

Sunki Min（Ajou Motor College）
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座長：内山

Tire Wear Affecting Motorcycle Dynamic

正英（いすゞ自動車）

Marco ezio Pezzola・Elisabetta Leo・Niccolo Taroni・
Davide Vivenzi（Soluzioni Ingegneria）

内傾機構を有するパーソナルモビリティビークル（PMV）
の操舵
トルク特性

【OS 企画趣旨】自動運転技術の進化・自動車の一層の知能化を見据え，
「安心」
「安全」を意識した HMI/VR 技術，高度情報通信・認識技術，
セキュリティなど，マルチメディアおよびコネクティッド関連技術と提供
価値を幅広く議論する．
【企画委員会】マルチメディア部門委員会
【オーガナイザー】海野正英（いすゞ自動車），藤田健二（マツダ）
，門田
聡（デンソー），奥出真理子（日立製作所）

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

二輪車極低速走行時運動特性に関する研究
-第2報：ライダの身体による影響-

景山 一郎・栗谷川 幸代・小林 ゆき（日本大学）

Natural 3D Displays - a New Dimension of Full Digital
Cluster and Infotainment System

Yuanrun Teng・Kai Hohmann・Christof Menzenbach・
Heinz Abel（Continental Automotive）

Waveguide Based HUD Technology and Challenges of
Industrialization Solution

Bjoern Pablo Richter・Takaya Sakaki（Continental Automotive）

Virtual Realityを用いたAugmented Realityによる合流行動
支援のための情報提示に関する研究

丸山 凌平・高橋 翔・萩原 亨（北海道大学大学院）
寺倉 嘉宏（キクテック）

外界センサとGNSSを融合したMoving Horizon Estimationに
よる地図上の車両位置補正

藤間 隆生（東京都市大学）
高橋 直樹・高浜 琢（日立オートモティブシステムズ）
野中 謙一郎・石川 恭匡（東京都市大学）

New Cockpit Design Solutions Supporting Future
Networked Mobility

Dr. Heinz Bernhard Abel・Stephan Wetzel
（Continental Automotive）

G416+G417（4F）
【9:30〜11:10】
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動力伝達系の要素と検証
Drivetrain Elements and Validation
座長：中澤

智一（シェフラージャパン）

Advanced Model-Based HCU Calibration on Virtual
Testbeds for Trucks

Guenther Peritsch・Christoph Schoerghuber
（AVL Commercial Driveline & Tractor Engineering）

Advanced Validation Strategy for Electrified Drivelines
Operating NVH Maps

Andreas Volk（AVL List）

Owen Harris（Smart Manufacturing Technology）

Study of Tribological Performance of Wet Clutch in
Disengaging Process

Xiang Li・Masatoshi Miyagawa・Shintaro Yagi・Keiji Hirai
（F.C.C.）

33

5月21日（木）
【13:10〜15:15】
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ピッチ差付ナットの緩み止め性能と疲労強度の両立

野田 尚昭・王 彪・佐野 義一・劉 溪・立石 孝介・
乾 湧人・Beifen Siew・高瀬 康（九州工業大学）

耐久・強度・信頼性

鉄鋼／ Al合金のスポット溶接における電流波形の影響

Durability, Strengh and Dependability

椎名 健・村田 拓弥・西野 創一郎（茨城大学大学院）
古川 一敏・吉川 誠也（ART-HIKARI）

座長：依頼中

塑性流動結合における接合強度の評価

回転運動する駆動部品のシステマティック荷重定義による疲労
解析手法の提案

加藤 一正・沼田 史雄・山川 雅敏・村松 憲幸
（マグナ・インターナショナル・ジャパン）
Wolfgang Huebsch・Markus Baumann・Helmut Dannbauer・
Johann Traunbauer（Magna Powertrain）

薄肉角筒部材の最大曲げモーメントに及ぼす稜線部半径の影
響

阿部 雅彦・相藤 孝博・菅野 良一（日本製鉄）

ステンレス薄板コーナー部の曲げ疲労強度および平均応力の
影響

王 暁光（東京濾器）

【15:35〜16:50】

65

金属材料 II
Metal Material II
座長：小池

正俊（SUBARU）

Material Model Development of Magnesium Alloy and its
Strength Evaluation

装飾用3価クロムめっきの腐食防食メカニズムの検討

G418+G419（4F）
【9:30〜12:10】

高分子材料 I
Polymer Material I
座長：依頼中
異種材接合の複合解析

伊藤 孝憲（日産アーク）

c-FRTPの引抜射出ハイブリッド成形における接合界面の特性
に及ぼす成形条件の影響

中島 広貴（京都工芸繊維大学）
大石 正樹（佐藤鉄工所）
大谷 章夫（京都工芸繊維大学）

超音波溶着技術を用いたc-FRTPハイブリッドリベット接合にお
ける溶着条件が破壊進展挙動および力学的特性に及ぼす影
響

中筋 沙恵・大谷 章夫（京都工芸繊維大学）

トポロジー手法と異種材接合技術を用いた熱可塑性CFRP車
体骨格部品の軽量化

小山 将樹・竹本 真一郎・小田 崇・丹羽 勇介
（日産自動車）

CFRTPパイプの吸水状態におけるエネルギー吸収特性

仲井 朝美・長村 匠悟・三輪 幸正（岐阜大学）

樹脂ハイブリッド化が組物CFRPパイプの軸圧縮破壊形態に及
ぼす影響

三輪 幸正・仲井 朝美（岐阜大学）

【13:10〜15:15】

金属材料 I
Metal Material I
座長：樽井

大志（日産自動車）

Laser Brazing of Aluminum to Galvannealed Steel at
High Laser Moving Speed

Sang Cheon Park・Jun Yong Jung・Taeheun Jin・
Min Soo Kim（Hyundai Motor）

34

福田 賢太・岡 啓太・時田 健太郎（本田技研工業）

自動車の使用環境を想定した応力腐食割れ試験法の検討

Wenjia Huang（Osaka University）
Toshirou Amaishi（JSOL）
Kenji Takada（Honda R&D）
Yunwu Ma・Ninshu Ma（Osaka University）

64

アルミダイカスト部品のレーザー溶接技術の研究

高強度薄板構造体の座屈崩壊時応力状態

窪田 紘明・三浦 希・吉田 一也（東海大学）

63

中村 一陽・西野 創一郎（茨城大学大学院）
石井 尚憲・富永 亮（青山製作所茨城工場）

佐藤 彩・香取 法章・佐々木 豊（日野自動車）
菅原 宗一郎（日産自動車）

塗膜劣化を考慮した腐食寿命予測技術の開発

小野 裕司・大河内 智・浅井 幹雄・池尾 正弘
（トヨタ自動車）

5月22日（金）
希薄燃焼SIエンジンにおける筒内水噴射位置が燃焼特性に与
える影響

G1（1F）

長澤 剛・神戸 聡一・木村 岳・佐藤 進・小酒 英範
（東京工業大学）

【9:30〜12:10】
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Water Injection & Hybridisation: Competing Technologies
or a Perfect Match?

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

<OS>

座長：田中

Joel Op De Beeck
（Plastic Omnium Advanced Innovation & Research）
Clement Durand・Haruhisa Taguchi（Plastic Omnium）

大二郎（ヤマハ発動機）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 1 と同じ

電動車両向け高効率エンジンを実現するための流動ばらつき低
減技術の開発

鈴木 琢磨（日産自動車）
結城 光雄（日産オートモーティブテクノロジー）
葛西 理晴・吉村 太・白石 泰介（日産自動車）

サイクル変動を与えた燃焼計算に利用するトレースノックの評
価法の研究

【16:10〜18:15】
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先進ガソリン機関技術 V
Advanced Gasoline Engine Systems and Technologies V

<OS>

座長：近藤

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 1 と同じ

飯塚 捷・北田 泰造・菊池 開・城田 貴之・岸本 和輝・
中田 安彦・田中 大（三菱自動車工業）

The Combustion Engine in Hybrid Powertrains in
a Systems Approach Towards Cost and Efficiency
Optimization

圧力の輸送方程式に基づくノック抑制手法の検討（第1報）
-音響ダムケラー数とノック現象の相似性-

Wolfgang Johann Schoeffmann・Helfried Sorger・
Michael Howlett・Alois Fuerhapter・Paul Kapus・
Gerald Teuschl・Christoph Sams（AVL List）

林 伸治・久保 雅彦・口田 征人（三菱自動車工業）

リーン限界性能向上のための燃焼変動率の予測に関する基礎
検討
-燃焼圧センサーを用いたIMEP変動率の予測-

Lowest Real Driving Emissions for Electrified Gasoline
Engines
-Low Temperature After-Treatment Activation, Gpf
Regeneration and Canister Purge Optimisation-

阿部 己和・梶谷 満信（愛知工科大学）
瀧山 武（大阪市立大学）

リーン運転時のガソリンエンジンにおけるHC発生挙動

Erwin Achleitner・Laetitia Passilly・Florian Kleiner・
Paul Rodatz・Rolf Brueck（Vitesco Technologies）

坂井 洋志・森 幸生・能川 真一郎（トヨタ自動車）

ガソリン直噴過給エンジンにおける触媒暖機時のHC排出低減
手段の開発

高出力・低排出ガスガソリンエンジンコンセプトの開発

堀場 剛士・上田 直治・中村 竹士・三沢 昌宏
（エフ・イー・ヴイ・ジャパン）
Johannes Scharf・Alexander Tolga Uhlmann・
Matthias Thewes・Philipp Adomeit（FEV Europe）

唐 強・李 樹会・高 定偉・屈 偉・冀 暁棟・
王 勇杰・張 陽・角田 宏（長城汽車）

【13:10〜15:50】
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新型3気筒1.5L TNGAガソリンエンジンシステム開発

篠原 由継・高橋 毅・田島 一親・近藤 哲生・竹内 淳・
佐々木 俊武・大町 孝之・山元 亮治（トヨタ自動車）

先進ガソリン機関技術 IV

TNGAシリーズ新型直列3気筒1.5Lガソリンエンジン

Advanced Gasoline Engine Systems and Technologies IV
<OS>

座長：岡田

卓（本田技術研究所）

金田 亮・北谷 裕紀・溝口 賢（トヨタ自動車）

吉弘（トヨタ自動車）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 1 と同じ

超高過給ダウンサイジングコンセプトによる運転可能負荷領域
と低燃費率領域の拡大について

森川 弘二・沈 富超（千葉大学大学院）
山田 敏生（サステナブル・エンジン・リサーチセンター）
森吉 泰生・窪山 達也（千葉大学大学院）

超高過給域でのポンプ仕事回収を狙った2段過給システムの
検討

山田 敏生（サステナブル・エンジン・リサーチセンター）
森川 弘二・沈 富超・森吉 泰生・窪山 達也・
滝澤 勇太（千葉大学大学院）

超高負荷運転におけるオイル添加剤がLSPI発生に与える影響

沈 富超（千葉大学院）
森川 弘二・森吉 泰生
（千葉大学院，サステナブル・エンジン・リサーチセンター）
窪山 達也（千葉大学院）

直噴ガソリンエンジン用ホールノズルの圧縮行程噴射に関する
研究

松田 大・加藤 宏和（同志社大学大学院）
松村 恵理子・千田 二郎（同志社大学）

G2（1F）
【9:30〜12:10】

69

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

<OS>

座長：三山

栄仁（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 4 と同じ

実験SEAによるタイヤ単体の振動放射音推定法

若森 正悟（神奈川大学大学院）
澤田 克人（新川電機）
北原 篤（ブリヂストン）
山崎 徹（神奈川大学）

実験SEAによる微小振動用制振器の特性評価

村上 和希・鵜嶋 涼・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）

振動インテンシティによる車体振動伝達コントロール手法

木村 拓人・河合 英樹・柳瀬 純一・塩崎 弘隆
（三菱自動車工業）

35

5月22日（金）
統計的エネルギー手法を用いたFlat Sample間の比較を室内
音で評価する手法の確立

1Dシミュレーション活用によるエンジン吸気系騒音予測技術開
発と背反性能両立に関する検討

統計的エネルギー手法を用いた穴あきヒートバッフルを車輌に
適用した際の室内音低減の検討手法の確立

車両モデル（Functional Digital Vehicle）
と実機パワートレイ
ンベンチとの融合による多性能開発

Development of an Automated Method to Determine
Vehicle NV Performance Requirements with Statistical
Energy Analysis

タイヤトレッド放射音の評価手法について

水野 三四郎（K and A JPN）

佐口 武彌・稲垣 孝洋・石崎 啓祐（トヨタ自動車）

水野 三四郎（K and A JPN）

古賀 俊行・金子 弘隆（日産自動車）
小松 英隆（日産自動車）

佐々木 達矢・堀内 俊（住友ゴム工業）

Sanshiro Mizuno（K and A JPN）

【13:10〜15:50】
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【9:30〜12:10】

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

<OS>

座長：近藤

G301+G302（3F）

隆（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 4 と同じ

バイクフレーム構造の解析SEAモデリング

磯野 オクト・山崎 徹・中村 弘毅（神奈川大学）
澤田 雅人・櫻井 一弥（ヤマハ発動）
松村 雄一（岐阜大学）

Effect of Background Noise on Speech Intelligibility
Indexes in an Electrified Vehicle using Sea and Ray
Tracing Technique

72

動力伝達系の最新技術 I
The New Technology for the Drivetrain Systems I

<OS>

AVL Hybrid and Two E-Machine Dht Solutions

Muammer Yolga（AVL List）

高出力ハイブリッド車用新型モータの開発

解析SEAによるマフラーの消音構造の適正化

土屋 侑生・相原 浩・竹原 明秀・大河内 利典
（トヨタ自動車）

厳 鵬程（神奈川大学大学院）
山崎 徹（神奈川大学）

ミッドサイズSUV向け新型ハイブリッドトランスアクスルの開発

構造変更（HSEAモーフィング）
をSUVのHSEAに応用してピッ
クアップトラックHSEAモデルの作成

吉河 泰輝・西ヶ谷 雅文・岩田 茂嗣・伊藤 雅俊・
萩野 芳輝（トヨタ自動車）

水野 三四郎（K and A JPN）

金属Vベルト式CVTの挟圧力最適化による効率向上

水野 三四郎（K and A JPN）

Gear Noise and Vibration Simulation at the Transient
Condition

音響HSEAピックアップトラックモデルと構造変更で作成したピッ
クアップトラックモデルの比較

坂上 恭平（本田技術研究所）

車内音・車外音に対するモデル化と最適な防音設計

Jae Hyuk Choi・Si Woo Lee・Hyun Ku Lee・Hyun Seung Suh
（Hyundai Motor）
Josip Hozme

水野 三四郎（K and A JPN）

【16:10〜18:50】

磁歪式トルクセンサを活用したフィードバック制御によるEV用2
速変速の実証

最新の振動騒音技術 V

金子 祥平・山田 翔太・山本 明弘・岸田 寛孝・浦上 正剛
（日本精工）
小川 和樹（法政大学大学院）
相原 建人（法政大学）

The Latest Noise and Vibration Technologies V
<OS>

座長：山崎

徹（神奈川大学）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 4 と同じ

実車のECUパルスを活用した解析的信号法による効率的なエ
ンジン回転変動解析

中島 隆（エー・アンド・デイ）
清水 達也・松村 晋介・中嶋 一博

自動車HVACシステムの振動特性予測手法の開発

嶋崎 雄朗・劉 軍・小野寺 淳・北川 稔（ケーヒン）
川北 雄一朗（シーメンス）
Bart Dendas・Dirk von Werne（Siemens Industry Software）
長幡 大介（シーメンス）

エンジン騒音パワーのサイクル内減衰過程に着目した燃焼騒音
発生機構に関する研究

小口 瞳史・三上 真人（山口大学大学院）

36

建（東海大学）

【OS 企画趣旨】基礎解析や要素技術から，ユニット，システムに至る
最新の駆動系技術を結集し，技術者の集いの場，技術論議の場とする．
【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
【オーガナイザー】増山知也（小山工業高等専門学校），山本 健（東海
大学），時谷典央（日野自動車），篠塚 浩（マツダ），中澤輝彦（豊田
中央研究所），中澤智一（シェフラージャパン）

Massimiliano Calloni・Arnaud Caillet・Joseph Venor・
Simon Martin・Oussama Fatmi・Taiki Tsukada・
Abderrazak Mejdi（ESI）

71

座長：山本

【13:10〜15:50】

73

動力伝達系の最新技術 II
The New Technology for the Drivetrain Systems II

<OS>

座長：増山

知也（小山工業高等専門学校）

【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

金属ベルト変速機モジュールによる電動パワートレーンの動力
性能向上

Gert-Jan Van Spijk・Ingmar Hupkes・Luc Romers
（ボッシュトランスミッションテクノロジーズ）
牧野 秀樹（ボッシュ）

5月22日（金）
リッターカー及び軽自動車用 新CVTの開発

大越 直樹・伊藤 正泰・西澤 泰樹・新堂 啓太・藤堂 穂
（アイシン・エィ・ダブリュ）
坂本 貴紀（トヨタ自動車）

アプリケーション性能の最適化
-超低フリクション円すいころ軸受の実現-

Reinhard Rumpel・Thomas Stahl・Kivanc Kavzan・
Franz Voelkel（シェフラーテクノロジー）
細田 昌宏（シェフラージャパン）

G303（3F）
【9:30〜11:35】

75

潤滑油・潤滑技術およびトライボロジー I
Lubricants, Lubrication Technology and Tribology I

<OS>

座長：中條

智哉（日本自動車研究所）

スプリング姿勢を考慮したロックアップダンパの応力解析

勝田 周樹（エクセディ）

Asymmetric Cylindrical Gears in Automotive
Transmissions

Paul Langlois（Smart Manufacturing Technology）

コンパクト車両向け 新型ハイブリッドトランスアクスルの開発

冨田 誠・小畑 達郎・西川 幸延・石浦 一昭・伊藤 雅俊・
長谷川 隆一・酒井 一憲（トヨタ自動車）

【OS 企画趣旨】エンジンの燃費向上のための設計は，直接的，間接的
に潤滑油，潤滑技術およびトライボロジーに影響を及ぼす．最新のエ
ンジンを支える潤滑油，潤滑技術およびトライボロジーについて広く講
演を募集し，今後の在り方についての討論の場とする．
【企画委員会】燃料潤滑油部門委員会
【オーガナイザー】伊東明美（東京都市大学），渡邊 学（JXTG エネル
ギー），中條智哉（日本自動車研究所），吉田潤平（本田技術研究所）

【16:10〜18:50】

74

動力伝達系の最新技術 III

オイル消費機構におけるオイル移送モデルの構築（第2報）

三田 修三（東京都市大学）
一杉 英司・仲田 文浩・中 良介（日本ピストンリング）

The New Technology for the Drivetrain Systems III
<OS>

座長：相原

建人（法政大学）

ピストンリング周辺のオイル消費機構に対するlevel set法に基
づく混相流解析の応用

川本 裕樹・蔵本 結樹・高橋 俊・落合 成行・
畔津 昭彦・山本 憲司（東海大学）

【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

エンジンオイルの超高粘度指数化による燃費向上の検討

植松 裕太・山守 一雄・平野 聡伺・宮田 斎・中嶋 恵裕・
森 駿介（トヨタ自動車）

Mahle Modular Hybrid Powertrain, Scalable, Low Cost
Plug-In Hybrid Solution

Theoretical Analysis of Bubble Generation Caused by
Oil Drops Falling on Oil Pool Surface

Mike Bassett・Ian Reynolds・Adrian Cooper・Simon Reader・
Martin Berger（Mahle Powertrain）

Masao Ishihama・Hiroki Nakamura（Kanagawa University）
Ukio Yoshida・Takamitsu Shimazu・Koji Utsubo
（ISID Engineering）

FF1モータハイブリッドトランスミッションの開発

杉坂 繁・関 祐一（アイシン・エィ・ダブリュ）

Transmission Actuation Modules for Hybrid & Electric
Vehicles

Impact of Biodiesel and Soot Contamination in CI-4
Engine Oil on Metallic Wear by Four-Ball Wear Tester

Andreas Kelm・Eduardo Quintero・Seyoun Park・
Mario Saborio・Oscar Sarmiento（Vitesco Technologies）

High Efficiency Electric Transmission Oil Pump Transmission Hydraulic Efficiency Increase through
Hybridization

Oscar Sarmiento・Alexander Schalja・Christian Boehm・
Kentaro Harada（Vitesco Technologies）

3気筒ハイブリッド車用高機能ダンパの開発

関根 務・釼内 直樹・夏目 充・稲垣 徹・栗田 信明
（アイシン精機）

Pitchaporn Oungpakornkaew・Preechar Karin（KMITL）
Ruangdaj Tongsi（MTEC）
Katsunori Hanamura（Tokyo Institute of Technology）

【14:15〜15:55】

76

潤滑油・潤滑技術およびトライボロジー II
Lubricants, Lubrication Technology and Tribology II

<OS>

座長：吉田

潤平（本田技術研究所）

CVT用 独自ベルトプーリによる動力伝達効率向上

隅田 聡一朗（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 75 と同じ

エンジン実働時のピストンオイルリング挙動計測技術

石川 雅教・岩出 純（SOKEN）
佐久間 亨（トヨタ自動車）

オイル消費へ及ぼすオイルリング形状の影響

佐久間 亨・倉内 孝・西浦 博之（トヨタ自動車）
石川 雅教・岩出 純（SOKEN）

3ピースオイルリングを持つガソリン用リングセットに対する ボア
用ディンプル処理の摩擦低減効果
-摩擦低減原理の確認とネガに対する対応策-

浦辺 満・村田 泰一（日本ピストンリング）

なじみによるピストンリングの摺動面形状（プロフィル）
が摩擦
損失低減に及ぼす影響
-燃焼時におけるディンプル付きライナとの相乗効果-

五味 雄理（東京都市大学大学院）
及川 昌訓（東京都市大学）
浦辺 満（日本ピストンリング）
三原 雄司・三田 修三（東京都市大学）
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5月22日（金）
【16:15〜17:55】

77

【13:35〜15:15】

潤滑油・潤滑技術およびトライボロジー III

79

先進のディーゼル機関計測・制御技術

Lubricants, Lubrication Technology and Tribology III
<OS>

座長：伊東

明美（東京都市大学）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 75 と同じ

耐疲労性に優れたエンジン用軸受の開発

児玉 勇人・杉谷 浩規・須賀 茂幸・神谷 周（大豊工業）

耐異物焼付き性に優れた樹脂コーティング付きエンジン軸受の
開発

壁谷 泰典・神谷 周（大豊工業）

なじみ過程解析のための最小二乗法を用いたプラトー表面粗さ
評価法の研究

Advanced Diesel Engine Measurement and Control
Technologies
<OS>

Comparative Flame Temperature Calculations of Highly
Sooting Operating Points using Two-Color and Ratio
Pyrometry in an Optically Accessible Combustion
Chamber of a Single Cylinder Diesel Engine

ピストンTOPリング溝上面摩耗予測技術の開発

Jonathan Schneider（VKA Aachen）
Andre Brunn・Tobias Zimmermann・
Dominik Lueckmann（FEV Europe）
Stefan Pischinger（VKA Aachen）

川村 知史・佐藤 謙次・高橋 勝行・若林 亮・中澤 史和・
吉井 健太・高岡 伸明・高橋 伸一（本田技術研究所）

G304（3F）

高速度赤外線カメラを用いたエンジン筒内熱損失低減に関す
る研究

【9:30〜12:35】

宮下 和也・鈴木 浩高・松本 淳志・山下 健一
（いすゞ中央研究所）

統合安全／知能化自動車

企画段階で検討に用いるRDE走行パターン生成ツールの開発

Integrated Safety/Intelligent Vehicle
座長：関根

大久保 泰宏・石川 直也・瀬戸 洋紀（いすゞ中央研究所）

康史（福山大学）

Multi-Domain Real-Time Engine Modeling for Transient
Emissions Prediction using Hil

Mario Picerno・Sung-Yong Lee・Jakob Andert
（RWTH Aachen University）
Joschka Schaub・Markus Ehrly（FEV Europe）

Ensemble Project: Member States Requirements and
Procedures for Platooning in Open Road Tests

Marta Tobar・Carlos Lujan・Guillermo Gonzalez
（Applus+ IDIADA）

MBSEによるADAS技術開発効率化への取り組み

堀田 勇（エフ・イー・ヴイ・ジャパン）

遠距離物体検知に適したネットワークアーキテクチャ探索手法

平川 翼・山下 隆義・藤吉 弘亘（中部大学）

路面のすべりと道路線形がACC動作時のドライバの危険回避
行動に与える影響に関する研究

白石 直之・萩原 亨・高橋 翔（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）

Validating the Safety of Automated Vehicles: a
Necessary Convergence between Virtual and Physical
Testing

Stephane Barbier（Transpolis）

新しい規格・ガイドラインから見る自動運転車開発・運用プロ
セスの必須要素

伊藤 昌夫（ニルソフトウェア）

安全分析におけるHAZOPによる想定外の洗い出し

小川 清（名古屋市工業研究所）
柏原 一雄（デンソークリエイト）
田中 伸明（ガイオ・テクノロジー）

豊（本田技術研究所）

【OS 企画趣旨】様々な運転条件で最適な熱効率とエミッションを実現
するための各種制御技術と，それらの最適化を支える各種計測技術に
ついて議論する．
【企画委員会】ディーゼル機関部門委員会
【オーガナイザー】内田 登
（新エィシーイー），桜井 翔
（豊田自動織機），
村田 豊
（本田技術研究所），渡邊 学
（JXTG エネルギー），川島一仁
（三
菱自動車工業）

榊原 僚・吉田 一朗・近藤 雄基（法政大学）
沼田 宗敏（中京大学）
山下 健一（いすゞ中央研究所）
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座長：村田

【15:35〜17:40】

80

エレクトロニクス・制御 II
Electronics and Control II
座長：依頼中
Model Predictive Steering Control with Flexible Lane
Crossing Considering Surrounding Vehicles

Ryuichi Maki（Tokyo City University）
Isao Okawa（DENSO）
Kenichiro Nonaka（Tokyo City University）

深層学習を用いた道路の車線数と自車速度の推定

向井 信彦・堀 駿介・張 英夏（東京都市大学）
荒木 健友（dSPACE Japan）

Combined Model-Based and Machine Learning Driven
Autonomous Vehicle Control for Safe and Comfortable
Driving

Son Tong・Wouter Vandermeulen・Ajinkya Bhave・
Theo Geluk・Herman Van Der Auweraer
（Siemens Digital Industries Software）

Development of Predictive Cruise Control System in
Hybrid Electric Vehicles

Sangjoon Kim・Leehyung Cho・Dong-Ho Yang・
Sungdeok Kim・Yeongjin Cho（Hyundai Motor）

深層学習による車種分類に基づく車間距離推定法の開発

林 政喜・隅田 康明・合志 和晃（九州産業大学）
松永 勝也（九州大学）
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5月22日（金）
サイドミラー風切り音の音源寄与に関する一考察

G314+G315（3F）

高阪 文彦（ダッソー・システムズ）
山本 晃平・川北 正寿（マツダ）

【9:30〜12:10】

81

分離解法を用いたAピラー，サイドミラー周りの自動車空力騒音
の数値解析

多様化する Mobility を支える最新熱流体技術 IV

前田 裕樹・安藤 裕啓・熊野 宜弘（スズキ）
高阪 文彦（ダッソー・システムズ）

- 自動車開発を支える最新の空力技術 Thermal Management and Fluid Dynamics which Support
Mobility Diversity IV
-Technology of Aerodynamics and Aeroacoustics
Supporting the Development of Automobile<OS>

座長：谷口

圭一（日産自動車）

変動風音に対する定量評価手法と低減技術の検討

大園 尚・大島 宗彦・若松 純一・山中 高章（日産自動車）

【15:10〜16:50】

83

多様化する Mobility を支える最新熱流体技術 VI
- 流れに起因する音と振動 -

【OS 企画趣旨】次世代自動車に貢献する熱流体技術の最新研究開発
の発表と議論を通じてグローバルに技術者の交流を図り相互の技術力
向上に繋げる．
【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
【オーガナイザー】
谷口圭一
（日産自動車），飯田明由
（豊橋技術科学大学），
藤原慎太郎（日野自動車），星野元亮（本田技術研究所），吉村幸祐
（三菱自動車工業）

Thermal Management and Fluid Dynamics which Support
Mobility Diversity VI
-Flow Induced Noise and Vibration<OS>

座長：高阪

文彦（ダッソー・システムズ）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 82 と同じ

順風道路での超高速巡航時の空気抵抗減少の研究

波数-周波数空間における自動車空力騒音の分析

Ahmed Body周りの流れにおける低Re 領域での遷移過程

バサバサ音に及ぼす変動風の影響

奥津 泰彦・大城 勇二・鵜ノ口 孝雄・濱本 直樹
（三菱自動車工業）

井手 靖雄（元久留米工大）
東 大輔・山口 卓也（久留米工大）

瀧本 裕仁（豊橋技術科学大学）

三笠 雅捷・白鳥 英・郡 逸平・永野 秀明・島野 健仁郎
（東京都市大学）

波数・周波数解析を用いた自動車車体周りの圧力場解析

王 喜峰（豊橋技術科学大学）

Ahmedモデル後部面の形状変化による空気抵抗値への影響
（第3報）
-プラズマアクチュエータOn/Off発振による効果-

音響摂動方程式とLighillh方程式の比較

飯田 明由（豊橋技術科学大学）

石原 裕二・肥田 大斗（愛知工科大学）

トラック荷室上部へのウィンドディフレクタ装着による空気抵抗
低減
-実車走行試験の試み-

牛山 友博（東京電機大学大学院）
小林 佳弘・高橋 易資・新井 雅隆（東京電機大学）

Hyundai Open Cooling Drivaer Model: the First Results
for a Correlation of Windtunnels

Yongsu Shin・Seunghwan Kim・Gisu Bang・Hyungil Kwon・
Jinhyuck Jang（Hyundai Motor）

Aerodynamic Study of an Adaptive Spoiler

Chaichana Klinkaesron

【13:10〜14:50】

82

多様化する Mobility を支える最新熱流体技術 V
- 流れに起因する音と振動 Thermal Management and Fluid Dynamics which Support
Mobility Diversity V
-Flow Induced Noise and Vibration-

<OS>

飯田

明由（豊橋技術科学大学）

【OS 企画趣旨】自動車の解析性を向上させるためには，車両周りの空
力騒音を低減する必要がある．自動車周りの空力音を予測し，より快
適な車両を開発するための技術について，自動車メーカーの技術者，
大学の研究者間で意見交換を行うことを目的とする．
【企画委員会】流体技術部門委員会
【オーガナイザー】飯田明由（豊橋技術科学大学），高阪文彦（ダッソー・
システムズ），谷口圭一（日産自動車）

G316+G317（3F）
【9:30〜11:10】

84

自動車の大気環境影響と対策技術 I
Effect of Automobile Emission on Atmospheric Environment I

<OS>

座長：山田

裕之（東京電機大学）

【OS 企画趣旨】本セッションでは，自動車排気が大気中の PM2.5 及び
対流圏オゾンの生成に及ぼす影響について議論する．さらに，PM2.5
や対流圏オゾンの生成を抑制する手法についても考える．それらの対
策に重要な情報となる PM2.5 や対流圏オゾン，その前駆物質の高精
度計測手法の開発なども重要なトピックとして含まれる．
【企画委員会】大気環境技術・評価部門委員会
【オーガナイザー】山田裕之（東京電機大学），岡山紳一郎（日産自動車），
田中光太郎（茨城大学）

Development of an Analytical Method for the Detection
of NOx and O3 and an Application at a Mountain Road

Ryuichi Wada（Teikyo University of Science）
Yutaka Matsumi（Nagoya University）
Hiroyuki Yamada（Tokyo Denki University）
Hisakazu Suzuki（NALTEC）
Yasuyuki Itano
（Osaka City Research Center of Environmental Science）
Seiichiro Yonemura
（National Agriculture and Food Research Organization）
Yasuo Moriyoshi（Chiba University）
Kenichi Tonokura（The University of Tokyo）

風切り音を数値計算するための音場モデルの比較

加藤 由博（豊田中央研究所）

39

5月22日（金）
Morphology and Elemental Composition of Particulate
Matters Emitted from Engine and Biomass Combustion
using Electron Microscopy

Hay Mon Oo・Preechar Karin（KMITL）
Nuwong Chollacoop（NSTDA）
Katsunori Hanamura（Tokyo Institute of Technology）

Optimisation of Transient Particulate Emissions from a
Turbocharged, Direct Injection Gasoline Engine, for Real
Driving Emissions

Matthew Grove・Loic Roussi・James Taylor・
Simon Williams・James Miller・Dave Pates・David Beecroft
（Mahle Powertrain）

【15:35〜17:15】
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<OS>

光太郎（茨城大学）

RDE Plus - a Road to Rig Development Methodology
for Whole Vehicle Rde Compliance: Engine-In-The-Loop
and Virtual Tools Perspective

Phil Roberts・Kunio Tabata・Alex Mason・Yosuke Kondo・
Tatsuki Kumagai・Steve Whelan（Horiba Mira）

Kazuki Nakamura・Izumi Fukano（AVL Japan）
Seiichi Hosogai（Honda R&D）
Christos Dardiotis・Christoph Kandlhofer（AVL List）

PEMSを用いた実路排出ガス（Real Driving Emission:
RDE）
試験結果の確からしさ

水谷 尚登（堀場製作所）

車両の実路排ガス試験の台上評価計測システムに関わる研究

【13:10〜15:15】

近藤 洋輔・田畑 邦夫・熊谷 樹・Alex Mason・
Philip John Roberts・Steve Whelan（Horiba Mira）

自動車の大気環境影響と対策技術 II

発電時の大気汚染物質を考慮した電気自動車の環境影響評
価

Effect of Automobile Emission on Atmospheric Environment II
<OS>

座長：田中

【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

Comparison of Solid Particle Number Emission of
Gasoline Direct Injection Vehicles between CVS and
Tailpipe Samplings

85

自動車の大気環境影響と対策技術 III
Effect of Automobile Emission on Atmospheric Environment III

座長：岡山

紳一郎（日産自動車）

齋藤 元・朝日 弘美（日産自動車）
秋山 雄・平山 智樹・佐々木 佑真（みずほ情報総研）

【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

PAH成長にセクショナル法を適用したガソリンサロゲート燃料
用すす生成モデル（第2報）
-イソオクタン/トルエン/エタノール混合燃料のすす生成特性-

橋本 淳（大分大学）
甲斐 健太朗・後藤 大輝・渡邊 竜之介（大分大学大学院）
田上 公俊（大分大学）
石井 一洋（横浜国立大学大学院）
秋濱 一弘（日本大学）

フローリアクターを使用した酸化過程における含酸素多環芳香
族炭化水素の生成量評価

鈴木 俊介（産業技術総合研究所）
木内 祥太（茨城大学）
木下 幸一・武田 好央（産業技術総合研究所）
田中 光太郎（茨城大学）
小熊 光晴（産業技術総合研究所）

給油キャップ開放時に放出される燃料蒸発ガスの発生動態に
関する調査

田中 竣也（東京大学）
白井 康之（東京電機大学）
秦 寛夫（東京都環境科学研究所）
山田 裕之（東京電機大学）
戸野倉 賢一（東京大学）

1DCAEを用いたカーボンキャニスタの吸脱着解析モデルの開
発

川口 昌紀・牧野 勝彦・伊藤 彰紀・山内 俊彦（愛三工業）

ステッピングモータを用いた密閉タンク封鎖弁の開発

村井 真司・岩田 伸二・都築 康洋・牧野 勝彦（愛三工業）

G318+G319（3F）
【9:30〜12:10】

87

高分子材料 II
Polymer Material II
座長：水谷

篤（日産自動車）

Development of HNBR Materials for Ultra Low
Temperature Region

Jong Min Park・Jae Wook Kang（Hyundai Motor）
Dong Hyun Kim・Dong Gug Kang
（Pyunghwa Oil Seal industry company）
Akira Tsukada（ZEON corporation）

A Study on Discoloration of Polypropylene Interior Part
and its Improvement

Hye Jin Jang・Oh Deok Kwon・Han Ki Lee（Hyundai Motor）

高フィブリル化アラミド繊維を用いたジョイントシートガスケットの
開発

長井 利泰・望月 信介（本田技研工業）
濱田 義明・山下 健太朗・秋吉 浩二（日本リークレス工業）

樹脂成形品の溶着部解析

小林 健一・Anton Myalitsin・向井 絵美（日産アーク）

3Dプリンタによるモデル材を用いた木材の曲げ剛性と強度評
価

諸留 進吾・田中 碩人（茨城大学大学院）
相田 能輝（相田歯科クリニック）
西野 創一郎（茨城大学大学院）

異種材接着における被着体変形の考察

山田 留美・太田 英雄（日野自動車）

40

5月22日（金）
【13:10〜14:50】
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G401+G402（4F）

安全／ブレーキ

【9:30〜11:35】

Safety/Brake
座長：松井

靖浩（自動車技術総合機構）

Regulatory Framework State of the Art Regarding
Braking Systems for Highly Automated Vehicles in
Europe

Carlos Lujan・Cesar Elpuente・Marta Tobar
（Applus+ IDIADA）
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xEV 技術 III
xEV Technology III

<OS>

座長：藤本

博志（東京大学）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 46 と同じ

ドラム一体式電動パーキングブレーキ

山田 仁・森田 慎一・甲斐 秀幸・山内 一広・深見 昌伸・
中野 啓太・近藤 千真（アドヴィックス）

国際標準言語を用いたEV車キャビン熱モデルの開発（第3報）
-日射取得熱量シミュレーション-

自動車のペダル配置の違いが高齢運転者のペダル操作に与え
る影響
-アクセルとブレーキのペダル段差が高齢運転者の足の動かし
方に与える影響-

齊藤 恒洋（AGC）
田中 寛之（三菱自動車工業）
辻 公壽（デジタルツインズ）
米津 豊作（AGC）
平島 重敏（AGC アメニテック）

関根 康史・関戸 崇・岡本 脩（福山大学）

左右につい立を設置したペダルセットにおけるペダル踏み間違
い修正可能性の検討

国際標準言語を用いたEV車キャビン熱モデルの開発（第4報）
-冷房使用時の日射取得熱量を考慮したキャビン熱モデルの構
築-

隅田 康明・林 政喜・合志 和晃（九州産業大学）
松永 勝也（九州大学）

田中 寛之（三菱自動車工業）
齊藤 恒洋（AGC）
辻 公壽（デジタルツインズ）
米津 豊作（AGC）
有本 志峰（ケーヒン）

【15:10〜16:50】
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生産技術
Production Technology
座長：槇

電気自動車を対象とした空調使用時の電力消費量推定式の検
討

徹雄（東京都市大学）

小林 貴・柴崎 勇一・奥井 伸宜・鈴木 央一
（交通安全環境研究所）

A Study of Optimization on Al Flake Problem of Metalic
Non-Painting Part

最新の熱マネージメントと廃熱回収技術による電気自動車の航
続距離向上の取り組み

Hanki Sung・Min Jin Choi・Kyoung Sil Lee・Guo Dong Jeong・
Jun Sik Choi（Hyundai Motor）

金 榮旭・村松 憲幸
（マグナ・インターナショナル・ジャパン）
Christian Rathberger（Magna Powertrain）

A Study of Engineering Design Methodology by Global
Apqp Analysis
-A New Work Frame between Customer and Suppliers in
Engineering Side-

シリーズハイブリッド車両モデルを用いたモード走行燃費改善
に関する研究

Jay Yon Jo（Hyundai Motor）

金 尚明・高木 智也・稲葉 裕太・森吉 泰生・窪山 達也
（千葉大学）
水嶋 教文（産業技術総合研究所）

クリヤー塗装時におけるアイトラッキングを用いた視線推移の解
明

池元 茂（ボデーガレージイケモト）
高井 由佳（大阪産業大学）

逐次差分方式による鋳肌の状態を比較する傷の気付き処理を
用いたアルミ鋳物製品の自働外観検査

【12:35〜15:15】
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蓄電システム技術の新展開

武藤 功樹・宮永 裕介・市川 幸男（アイシン精機）
青木 公也・輿水 大和（中京大学）

New Development of The Energy Storage System
Technology
<OS>

座長：今村

大地（日本自動車研究所）

【OS 企画趣旨】蓄電システムは省エネルギー，高機能化，高性能化の
観点から，移動体，特に次世代自動車にとって大変重要な要素となっ
ている．本オーガナイズドセッションでは，この蓄電システム技術に関
して，電動車両への最新応用技術から蓄電システムの評価，解析技術
に至るまで，最新の技術動向を報告し，次世代自動車の進化に寄与す
ることを目的とする．
【企画委員会】蓄電システム技術部門委員会
【オーガナイザー】吉澤徳子（産業技術総合研究所），名取賢二（千葉大
学大学院），今村大地（日本自動車研究所）

Sonic Power（回生蓄電ユニット）
の開発

谷山 晃一・土屋 信明・菊地 義行・長村 謙介・
島崎 正直・本橋 季之（マレリ）

41

5月22日（金）
リチウムイオン電池の健全性評価

G403（4F）

高橋 哲哉・半田 信久・森 匠・竹迫 知博（日置電機）

車載蓄電池の健全度のオンライン推定手法

丸地 康平・山本 幸洋・波田野 寿昭・小岩 馨・
高澤 孝次・舘林 義直（東芝）

全固体電池の開発を加速する解析技術その2

本田 善岳・荒尾 正純・荻生 秀作・齋藤 憲男・
島貫 純一・跡部 啓吾・松本 匡史・穐場 亨・今井 英人
（日産アーク）

量子化学計算による全固体電池高電位化にむけたコート材探
索

森下 哲典・齋藤 信・進藤 洋平・高橋 伸彬・松岡 克弥
（トヨタ自動車）

グラフェンキャパシタの最新研究開発動向

唐 捷（マテリアルイノベーションつくば）

【15:35〜18:15】

92

【9:30〜12:35】
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<OS>

千代美（大同大学）

ミリ波レーダによる深層学習を用いた駐車場環境の復元

秋田 時彦・三田 誠一（豊田工業大学）

xEV Technology IV
座長：黒田

宮島

【OS 企画趣旨】事故被害の低減や事故発生件数の削減，更にはヒヤリ
ハットの減少を目指し，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
【オーガナイザー】鈴木桂輔（香川大学），清水 司（豊田中央研究所），
瀬川雅也（ジェイテクト），丸茂喜高（日本大学），宮島千代美（大同大学）

xEV 技術 IV

<OS>

予防安全と運転支援システム I
Active Safety and Advanced Driver Assistance Systems I

画像認識と距離推定のマルチタスク深層学習を用いた自動運
転と運転支援装置のための周辺環境認識

英二（日本自動車研究所）

原 英之・林田 宣浩（いすゞ中央研究所）

車線センサの不検出に対して頑強なレーンキープ制御のための
センサフュージョンによるレーン推定

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 46 と同じ

高橋 直樹・高浜 琢（日立オートモティブシステムズ）
野中 謙一郎（東京都市大学）

電気駆動ユニットの前後輪駆動車への適用時における効率及
びコスト最適化の考察

全方位カメラを用いた走行環境認識のための信号機検出に関
する研究

Model Based Hybrid Calibration, Benefits and
Limitations

Modified Iterative Closest Point Matching for Simulated
Localization and Mapping

2モータEVシステム技術の検討（第2報）
-システム制御法の提案-

リーンなセンサを用いた走路境界抽出による生活道路での横
方向自己位置推定手法

2モータEVシステム技術の検討（第3報）
-システム制御法の車両検討-

Development of Blind-Spot View Monitor System

石田 泰之・伊東 敏夫・B
in Mohammad Sofian Mohd Hafiz Hilman（芝浦工業大学）

百瀬 友昭（エフ・イー・ヴイ・ジャパン）
Peter Janssen（エフ・イー・ヴイ・ヨーロッパ）

Linh Ngoc Tao・Tam Ngoc Bui
（Shibaura Institute of Technology）
Toshio Ito（Shibaura Institute of Technology）

Gerald Teuschl・Marco Decker・Wolfgang Greil・
Richard Schneider（AVL List）
David Barbe（AVL List Technical Center）

古瀬 航・伊藤 太久磨（東京大学）
通山 恭一（トヨタ自動車）
鎌田 実（東京大学）

中澤 輝彦・日下部 誠・長田 育充・日比野 良一
（豊田中央研究所）
鳥居 靖広（トヨタ自動車）

鈴木 博光・大石 航志・中澤 輝彦・日比野 良一
（豊田中央研究所）

Solar Roof System for Eco-Friendly Vehicles

Sunggeun Park・Hae-Yoon Jung・Seung Bae Kim
（Hyundai Motor）

コンパクト車向け新開発1.5Lハイブリッドシステム

北川 隆英・上原 隆史・濱谷 尚志・林 強・北谷 裕紀・
青木 孝典・山中 賢史・西川 幸延・大河内 利典・
金原 雅人（トヨタ自動車）

Junhyung Kim・Junsik An・Jaeseob Choi・Joong Ryoul Lee
（Hyundai Motor）

【13:35〜15:40】
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予防安全と運転支援システム II
Active Safety and Advanced Driver Assistance Systems II

<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 93 と同じ

公道走行試験におけるエージェントからの運転支援に対するドラ
イバの行動分析
-運転寿命延伸を目指したドライバ運転特性研究（19）-

田中 貴紘・藤掛 和広・吉原 佑器・Nihan Karatas・
青木 宏文・金森 等（名古屋大学）

高齢ドライバの認知特性とエージェントの受容性評価の関連性
の検討
-運転寿命延伸を目指したドライバ運転特性研究（20）-

藤掛 和広・田中 貴紘・吉原 佑器・Nihan Karatas・
青木 宏文・金森 等（名古屋大学）

42

5月22日（金）
ドライバモニタカメラを用いた公道における安全確認行動評価
手法の検討

吉原 佑器・田中 貴紘（名古屋大学）
大須賀 晋（アイシン精機）
藤掛 和弘・金森 等（名古屋大学）

リスクフィールド技術：一般ドライバ実走行データを用いた潜在
危険場面のリスク定量化分析（第2報）
-シーンに応じた適切な潜在リスク定量化手法の検討-

菅谷 文男（トヨタ自動車）
清水 司（豊田中央研究所）
齊藤 裕一・山崎 彬人・今井 将博・久米 伸一・
吉見 竜馬・Pongsathorn Raksincharoensak（東京農工大学）
伊藤 太久磨（東京大学）
井上 慎太郎（トヨタ自動車）
井上 秀雄（神奈川工科大学）

前後状態の特徴量を用いた逆強化学習による停止行動を含む
運転行動モデリング

立花 香太郎（東京工業大学）
吉竹 宏・小竹 元基（東京大学）
須ヶ﨑 聖人・細馬 慎平・下坂 正倫（東京工業大学）

【16:00〜18:05】
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予防安全と運転支援システム III
Active Safety and Advanced Driver Assistance Systems III

<OS>

座長：清水

司（豊田中央研究所）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 93 と同じ

G404（4F）
【9:30〜12:10】

96

自動運転のヒューマンファクタ・HMI
Human Factors and HMI in Driver Support and Automated
Driving

<OS>

座長：堺

浩之（豊田中央研究所）

【OS 企画趣旨】運転支援や自動運転を対象に，情報（視覚・聴覚・触
覚的な呈示等）の認知や理解，コントロール類や入力デバイスの操作性，
ユーザビリティ等，HMI（Human-Machine Interface）開発応用のた
めの人間工学研究について議論する．また，支援の考え方，ドライバ
側からのシステム評価の考え方，人間機械系の関係の在り方（信頼感，
過信・依存，役割分担と権限移譲等），自動運転車との混在交通の在
り方等について議論する．さらに次世代の運転支援システムを対象とし
て，サービス工学の視点も含める．HMI 〜支援・自動化について，ヒュー
マンファクタの面から横断的な議論を期待している．
【企画委員会】アクティブセイフティ部門委員会，ドライバ評価手法検
討部門委員会，映像情報活用部門委員会，ヒューマンファクター部門
委員会，車両特性デザイン部門委員会
【オーガナイザー】鈴木桂輔（香川大学），佐藤稔久（産業技術総合研究
所），永井正夫（日本自動車研究所），鈴木宏典（日本工業大学），山
川淳也（防衛大学）

自動および手動運転車との相互作用時における歩行者の視行
動と心理状態の分析

劉 海龍・平山 高嗣・村瀬 洋（名古屋大学）

使い勝手と支援範囲を向上した高度駐車支援システムの開発

酒井 裕一・大森 御幸・水瀬 雄樹（トヨタ自動車）
高辻 誠也・小林 敦・重村 宗作（デンソー）
稲垣 博紀・清川 裕介・乾 陽司（アイシン精機）
山下 善嗣（デンソーテン）

異なるシステムによる最高速度認識にみる自動運転の運行設
計領域の定義に関する考察

中川 正夫・小林 摂・新国 哲也（交通安全環境研究所）

Use-Case Generation and Analysis for Autonomous
Driving in Urban Areas

Takuya Nanri・Fang Fang・Abdelaziz Khiat（Nissan Motor）

画像ー振動の学習による路面画像からの路面特性の推定

阿曽 敏行・竹内 栄二朗・武田 一哉（名古屋大学）

状態等高線法による非線形車両特性の解析

小山 陸・毛利 宏・菅沢 深（東京農工大学）

双対制御機構を備えるシステム安全制御
-ハンズオンを要求する部分的運転自動化の文脈における車両
安全確保とドライバ状態推定の有効性評価-

齊藤 裕一・伊藤 誠・稲垣 敏之（筑波大学）

Occupant Safety Use Cases in Highly Automated
Vehicles

Genis Mensa Vendrell・Maria De Odriozola Martinez
（Applus+ IDIADA）

自動運転車両における車線変更のための入力デバイスに関す
る研究

栗谷川 幸代・蓮野 拓己・森薗 隼斗（日本大学）
星 敏行・橋本 佳拡・後藤 厚志（アルプスアルパイン）

SBWにおけるImpedance制御によるHapticを組込んだ
Sharing Controllerに関する研究

太田 利夫・安栖 杏香・楊 剣鳴（名城大学）
髙畑 健二（広島工業大学）
楊 孫東（名城大学）

自動車の遠隔操縦者の運転特性とインタフェースに関する研究
（第2報）
-ドライビングシミュレータを用いた遠隔操縦者の運転行動解析-

杉町 敏之（東京都市大学）
郭 鐘聲・須田 義大（東京大学）
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5月22日（金）
【13:10〜14:50】

97

G414+G415（4F）

自動車のサイバーセキュリティ技術と取組み I
Activity and Technology for Automotive Cybersecurity I

<OS>

座長：松並

勝（DNV GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン）

【OS 企画趣旨】この 10 年の間に自動車の電子制御システムをのっとる
などの脅威事例が多数報告されており，自動車の制御システムのセキュ
リティ強化が進められている．特に，今後はコネクテッドカーや自動走
行に対するニーズの高まりにより，ますます自動車のサイバーセキュリ
ティが重要になる．そこで本セッションでは，自動車のサイバーセキュ
リティに対する対策技術や活動等を議論する．
【企画委員会】サイバーセキュリティ講座企画委員会
【オーガナイザー】須田義大（東京大学），倉地 亮（名古屋大学大学院）
【基調講演】

最新のサイバーセキュリティ国際動向とその対応

川名 茂之（日本自動車工業会）

自動車技術会におけるサイバーセキュリティ人材育成の取り組
み

倉地 亮（名古屋大学）

車載システム向けログ統合型侵入検知システムの提案と評価

粕谷 桃伽・森田 伸義・山崎 裕紀・安藤 英里子・
萱島 信（日立製作所）

アプリケーションレベル文法ベースFuzzingテスト

藤倉 俊幸（dSPACE Japan）
倉地 亮（名古屋大学）
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車体構造の安全・信頼性設計・評価 I
Advanced Design and Evaluation Technologies on Safety
and Reliability of Automotive Body Structure I

<OS>

座長：植松

【OS 企画趣旨】車体構造の剛性・衝突・疲労強度の評価・設計と軽量
化を高度なレベルで両立させるための設計・評価の最新技術を論議す
る．
【企画委員会】疲労信頼性部門委員会，構造形成技術部門委員会，構
造強度部門委員会
【オーガナイザー】
井口博行
（トヨタ自動車），城 靖章
（本田技術研究所），
日下部雅幸（トヨタ自動車）

射出成形時の異方性を考慮した短繊維GFRP部品のクリープ
変形予測解析

大塚 紀子・小西 祐介・志村 剛（トヨタ自動車）

超ハイテン材の引張疲労特性

金子 文平・西村 仁孝・箱嶋 一平（プレス工業）

アーク溶接継手の疲労強度を向上させるマイクロニードルピー
ニング技術

山口 尚記・塩崎 毅・玉井 良清（JFE スチール）

汎用波形作成手法に関する一考察
-入力に及ぼすサスペンション特性と路面波形の影響の検討-

自動車のサイバーセキュリティ技術と取組み II

汎用波形作成手法に関する一考察
-②車両ダメージ評価に向けた入力波形作成手法の検討-

谷岡 晃憲（本田技術研究所）
進 祐一郎（トヨタ自動車）
中村 明史（三菱ふそうトラック・バス）
成瀬 和幸（トヨタ車体）
大森 規雄（SUBARU）
橋爪 俊幸（エムティエスジャパン）
井口 博行（トヨタ自動車）
大石 久己（工学院大学）

Activity and Technology for Automotive Cybersecurity II
<OS>

美彦（岐阜大学）

稲垣 成浩（三菱自動車工業）

【15:10〜17:15】

98

【9:30〜11:35】

座長：倉地

亮（名古屋大学）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 97 と同じ

多数車載器が接続する車載ネットワークにおける不正機器接続
検知方式の実装評価

跡部 悠太・岡南 佑紀・大森 康宏・泉 幸雄（三菱電機）

想定攻撃パス法 - 事前に特定された攻撃パスに基く攻撃分析
手法

松並 勝・竹森 敬祐・溝口 誠一郎
（DNV GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン）

Road to Type Approval - Lessons Learned for Successful
CSMS Implementations

Moritz Minzlaff・Thomas Irmscher・Lena Steden・
Christopher Kusch（Escrypt）

Challenges on Cyber Security: Market Requirements and
Solutions

Victor Andrei Marginean（Continental Automotive）

The Transition to HPC-Based Vehicle Architectures:
Cyber Security Implications

Simiao Wang（Argus Cyber Security）

【12:35〜15:15】

100 車体構造の安全・信頼性設計・評価 II
Advanced Design and Evaluation Technologies on Safety
and Reliability of Automotive Body Structure II
<OS>

座長：橋村

真治（芝浦工業大学）

【OS 企画趣旨】
【企画委員会】
【オーガナイザー】
セッション 99 と同じ

摩擦セルフピアスリベット（F-SPR）
プロセスによるアルミニウ
ム合金の機械結合・固相接合技術の開発

馬 運五（大阪大学）
李 永兵（上海交通大学）
麻 寧緒（大阪大学）

鋼線メッシュを援用したCFRP ／ Al合金異材FSSW継手の作
製と疲労特性評価

佐藤 太亮（岐阜大学大学院）
柿内 利文（岐阜大学）
廣岡 伸樹（フドー）
大谷 章夫（京都工芸繊維大学）
水谷 予志生（岐阜県産業技術総合センター）
植松 美彦（岐阜大学）
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5月22日（金）
Investigation of Strength, Failure Modes and Interface
Temperature due to Laser Assisted Lap Joining CFRP to
Steel

Hongbo Xia・Yoko Okawa・Yunwu Ma・Ninshu Ma
（Osaka University）

接着接合強度に対する被着体及び接着層の影響調査
（第1報）
-接着層応力分布の解析による考察 -

清水 寛文（トヨタ自動車東日本）
河村 拓昌（トヨタ自動車）
小熊 博幸（物質・材料研究機構）
平出 隆志（JFE スチール）
小林 敏雄（サンスター技研）
巽 明彦（神戸製鋼所）

接着接合強度に対する被着体及び接着層の影響調査
（第2報）
-静的強度と疲労強度の実験による考察 -

小熊 博幸（物質・材料研究機構）
平出 隆志（JFE スチール）
小林 敏雄（サンスター技研）
河村 拓昌（トヨタ自動車）
清水 寛文（トヨタ自動車東日本）
巽 明彦（神戸製鋼所）

接着接合強度に対する被着体及び接着層の影響調査
（第3報）
-数値解析を用いた疲労試験結果の分析-

河村 拓昌（トヨタ自動車）
清水 寛文（トヨタ自動車東日本）
平出 隆志（JFE スチール）
小熊 博幸（物質・材料研究機構）
小林 敏雄（サンスター技研）
巽 明彦（神戸製鋼所）

【9:30〜11:35】

102 モデル流通と MBD の新展開 I
New Development of Model Distribution and Model Based
Design I
<OS>

座長：平野

豊（トヨタ自動車）

【OS 企画趣旨】近年，モデルベース開発（MBD）の重要性が増し，そ
のためのモデル流通の一つの手段として，異種シミュレーションツール
間のモデル接続の統一インターフェイスとして欧州より提唱された FMI
（Functional Mockup Interface）の利用が活発化している．
「自動車
制御とモデル部門委員会」
「FMI 活用・展開検討ワーキンググループ」
では，経産省 MBD ワーキンググループとも連携し，FMI によるモデル
接続・流通を促進するため，FMI 活用ガイドの執筆・展開や，サンプ
ルモデルによる検証と，その配布などを行ってきた．本セッションでは，
FMI による 3D-CAE モデルとの連携事例や，モデル流通による MBD
への活用事例の紹介などを行い，モデル流通と MBD の新展開につい
て展望する．
【企画委員会】自動車制御とモデル部門委員会
【オーガナイザー】平野豊（トヨタ自動車），川邊武俊（九州大学），於保
茂（日本工業大学）

自動車開発におけるプラントモデルI/Fガイドラインver2.0の紹
介

市原 純一（AZAPA）

Plant Model Interface Guideline Proposal for Automotive

Tomohiko Adachi（MAZDA）

広島地域におけるMBDの展開について ～ひろ自連での取り
組みの概要～

【16:10〜17:50】

村岡 正・足立 智彦（マツダ）

101 金属材料 IV

広島地域におけるMBDの展開について ～詳細設計段階で
の取り組み事例～

Metal Material IV
座長：櫻井

G416+G417（4F）

俊明（元いわき明星大学）

引抜き加工された快削鋼丸棒の水素脆化

磯本 桜花・岡 勇希（茨城大学大学院）
西田 智（秋山精鋼）
西野 創一郎（茨城大学大学院）

ホットスタンピングにおけるコーティング金型の耐久性評価

小田中 明文・西野 創一郎（茨城大学大学院）
川名 淳雄・稲垣 真吾（日本コーティングセンター）
幸田 稔（山野井精機）
安達 智宏（第一機電）

貨物用大型トレーラの使用年数と耐久性に関する考察
（第2報）

竹下 敏保（竹下技術コンサルタント）

軸圧壊特性（EA）
に及ぼす材料特性の影響

吉岡 典恭・濱田 和幸（神戸製鋼所）

横畑 英明・村岡 正・足立 智彦（マツダ）

モデル分散シミュレーションプラットフォームVenetDCPのご紹
介

島田 太郎（東芝）

【13:10〜14:50】

103 モデル流通と MBD の新展開 II
New Development of Model Distribution and Model Based
Design II
<OS>

座長：向井

正和（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 102 と同じ

VHDL-AMSによる空調負荷を考慮したEV車両のMETIモデル
-モデル再利用性を保証する国際標準によるモデリング-

辻 公壽（デジタルツインズ）

モデル流通によるモデルベース開発（MBD）
の効率化

森井 義人・後藤 幹生（トヨタ自動車）

FMIを用いた3D CAE連携の活用と適用事例

関末 崇行（アンシス・ジャパン）
猿木 恭文（エムエスシーソフトウエァ）
Guillaume Viry（ダッソー・システムズ）
内田 裕美（ISID エンジニアリング）
小池 理（dSPACE Japan）

制御検証を実験レスする国際標準の過渡熱モデル技術

篠田 タクヤ（デンソー）
安井 龍太・中溝 裕己（東京工業大学）
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5月22日（金）
【13:10〜14:50】

【15:10〜17:50】

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

座長：服部

守悦（静岡文化芸術大学）

【OS 企画趣旨】自動車産業構造を大きく変革させる CASE・MaaS 等
に加え，様々な問題解決に向けた未来像を描くことはデザインの得意
分野である．そしてデザインの可能性を広げるためにも，将来に向かっ
てデザインにできる事は何か？を問うきっかけとするため，あらためてデ
ザインと技術の接点について考えたい．
【企画委員会】デザイン部門委員会
【オーガナイザー】田中昭彦（ヤマハ発動機），谷隅英樹（ダイハツ工業），
藤井昌人（いすゞ自動車）

モアスペース系・軽自動車のデザイン開発について

上畑 顕雄（ダイハツ工業）

自動車樹脂製品におけるシボ加工の役割

青田 久男（棚澤八光社）

次世代モビリティに向けたランプデザイン開発

延原 賢治（小糸製作所）

テクノロージーとデザインの新たな共創『パラアスリートサポート/
車椅子テニス』

坂田 功・青木 省吾（GK ダイナミックス）

自動車産業のDX（デジタルトランスフォーメーション）
に関する
考察
-CASEからDXへ小型本格四輪駆動車のデザイン開発

青山 幹雄（南山大学）

中安 基幸・砂走 和人・辻村 隆光・小池 俊行・佐藤 翔・
高羽 則明・日向 隆・福井 拓・林田 崇・長田 和洋
（スズキ）

G418+G419（4F）
【9:30〜11:10】

座長：依頼中
Study of Steel-Based Body-In-White with Dissimilar
Metal Laser-Brazing Welded Aluminum Roof Panel

Min Soo Kim・Moon Seop Lee・Sang Cheon Park・
Jun Yeong Jeong・Sung Chul Shin・Ga Hyun Joo・
Soo Yong Ko・Jun Ho Jang（Hyundai Motor）
In Hyeok Lee・Hyung Hwan Jun（ESI Korea）

A Development of the Lightweight Modular Door
Concept

Dongmin Jeon・Kyeongkuk Cho・Daejun Song・Jongsu Im・
Hajong Song・Hanki Lee（Hyundai Motor）
Seohun Oh（Duckyang）

Study on Design Robustness for Preventing Door Glass
Tilting

Seokhyun Hong（Hyundai Motor）

The Study on Influence of Hood Deformation with
Affecting Factors

Soyeon Park・Kiwon Kim・Byungju Lee・Yoongyum Kim
（Hyundai Motor）

【15:10〜16:25】

107 ホワイトボデー設計手法 II
White Body/Development II
座長：依頼中
片ハット部材の複数性能に対する軽量材料の軽量化効果の調
査

末村 紘志（広島県立総合技術研究所）
杉原 毅（ひろしま産業振興機構）

Research about Effect of Strain Rate for Reversible
Plasticity Shape Memory Polymer for Bumper System
A Research on the Improvement Measure in Vehicle
Crash Considering Human Behavior

Metal Material III
隆（SUBARU）

Sunghun Chang・Seokho Hong・Sungsoo Kim
（Hyundai Motor）

抵抗スポット溶接における液体金属脆化
-割れ発生形態とその要因について-

第一報

抵抗スポット溶接における液体金属脆化
接LMEの素過程

第二報 スポット溶

若林 千智・児玉 真二・上西 朗弘・古迫 誠司・
嶋田 直明・宮﨑 康信（日本製鉄）

光延 卓哉・竹林 浩史・若林 千智・古迫 誠司・
上西 朗弘（日本製鉄）

抵抗スポット溶接における液体金属脆化 第三報
-抵抗スポット溶接により生じる残留応力分布状態の数理モデ
ルでの予測-

広瀬 智史・岡田 徹（日本製鉄）

抵抗スポット溶接における液体金属脆化 第四報
-抵抗スポット溶接シミュレーションによる液体金属脆化の評価-

上田 秀樹・古迫 誠司・岡田 徹（日本製鉄）
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White Body/Development I

Dong Eun Cha・Hyun Hyung Kim・Jin Young Yun・
Ki Hong Lee・Seung Sik Han（Hyundai Motor）

105 金属材料 III
座長：飯塚

106 ホワイトボデー設計手法 I

MEMO

MEMO

音響振動のスペシャリスト

BEYOND MEASURE

ブリュエル･ケアーは業界をリードする専門知識、
スペシャリ
ストによるサービス、そして世界でも類を見ない正確な技術

を通じて、70年以上お客様の音響振動の課題を解決する手

助けをしてきました。製品の品質保証や、性能強化、そして環

境保全など、目的を問わず、お客様のビジネスの成長を加速

させるために、私たちは音と振動を測り、分析して、最適化し

ます。
ワンストッププロバイダであることは、私たちが計測を
超えた価値を提供することを意味しています。

www.bksv.jp

FIND OUT
WHO WE ARE
出展します。小間番号
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