お知らせ
出版案内
参加者募集
№16-14シンポジウム
技術会通信

公

モータースポーツ技術と文化―モータースポーツの新技術と未来―

募

問合せ先：育成・イベントグループ 福田・大津 Tel. 03─ 3262─ 8214 Fax. 0332612204
【URL】http://www.jsae.or.jp/sympo/2014/scdl.php E-mail: sympo@jsae.or.jp

日
会

時：2015 年 3 月 2 日（月）10：00 〜 17：05
場：工学院大学 3F アーバンテックホール
（新宿区西新宿 1‑24‑2）
新刊案内
協
賛：（一社）日本機械学会／（一社）日本自動車タイヤ協会
（一社）日本自動車連盟
参加者募集
企
画：モータースポーツ部門委員会
№ 16-14シンポジウム
定
員：200 名

参加者募集
参加費
（消費税込・テキスト 1 冊込）：
№
13-14講習会
正 会
員 16,200 円 学生会員 3,240 円
賛助会員 22,680 円 一般の方 32,400 円
協賛学協会の会員 22,680 円
参加者募集
№ 15-14シンポジウム

参加申込方法：次のいずれかの方法でお申込みください．
①オンライン参加登録：（クレジットカード決済対応可能で
す ）イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー（【URL】http://www.jsae.or.jp/
calendar/）ま た は シ ン ポ ジ ウ ム ペ ー ジ（【URL】http://
www.jsae.or.jp/sympo/2015/scdl.php）
②インターネットをご利用できない方：上記メールアドレス
にお名前・ご所属・ご連絡先を事前にお伝えいただき，当
日会場へお越しください．
参加申込締切日：2015 年 2 月 23 日
参加申込キャンセルについて：
2 月 23 日まで：キャンセル料は発生いたしません．ご入金済
の場合は，送金手数料を除き返金いたします．
2 月 24 日以降：ご出欠にかかわらずキャンセル料として，参
加費全額をお申し受けます．なお，開催終了
後，テキストは送付いたします．
参加のおすすめ
本年度のシンポジウムは，海外で独自に開催されているレー
スやイベントのご紹介をはじめ，レース結果を大きく左右する
気象情報の活用についても取り上げてご紹介致します．
また，モト GP に復帰するスズキ㈱による技術紹介，産学官に
よるパネルディスカッションも企画しておりますので，多くの
皆様のご参加をお待ちしております．
モータースポーツ部門委員会委員長 飯倉 雅彦
プログラム：
司会 横浜ゴム㈱ 秋山一郎氏
モータースポーツ部門委員会委員長
10：00 開会挨拶
ヤマハ発動機㈱ 飯倉雅彦氏

108

モータースポーツ部門委員会

委員長
飯倉雅彦

幹事
小俣雅史

幹事
田中尋真

幹事
寺尾健二

幹事
山根 健

10：05

レース車両空力開発と流体可視化技術
㈱豊田中央研究所 中川雅樹氏
10：50 オーストラリア SUPER V8 レースへの参戦
ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル㈱
高野 宏氏
11：35 昼食・交流会
司会

ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル㈱
石川裕造氏
12：30 講演 Good Wood Festival of Speed を語る
〜 Honda の参加秘話〜
㈱本田技術研究所 HRD Sakura 砂子直人氏
13：15 講演 モト GP 復帰に向けた直列４気筒 1000㏄
プロトタイプマシンの開発
スズキ㈱ 河内 健氏
14：00 講演 モータースポーツにおける気象の戦略的な
活用法
㈱ウェザーニューズ 武井弘樹氏
14：45 休憩・交流会

司会 富士重工業㈱ 嶋村 誠氏
15：15 パイクスピークに EV で臨んだ 3 年間
（S-AWC を含めた電動システムの紹介）
三菱自動車工業㈱ 田中泰男氏
16：00 【対談】 モータースポーツの新技術と未来
（進行）レーシングドライバ 井原慶子氏
トヨタ自動車㈱ 村田久武氏
経済産業省 安原清英氏
開成高等学校 3 年 芦田 陽一朗氏
駒場東邦高等学校 2 年 髙崎洪卓氏
17：00 閉会挨拶
モータースポーツ部門委員会幹事
㈱本田技術研究所 田中尋真氏
◆プログラムは講師，会場の都合などにより予告なく変更となる場合があります．

自動車技術

自動車技術会 シンポジウム

モータースポーツ技術と文化
モータースポーツの新技術と未来

日時

New Technologies for motorsports and their future
講演一覧

2015年3月2日（月）

午前10時〜午後5時5分

レース車両空力開発と流体可視化技術

会場

工学院大学
３Ｆ
アーバンテックホール

中川雅樹（株）豊田中央研究所

（新宿キャンパス）

（新宿区西新宿 1-24-2）

【展示予定】第1期F1エンジン組立式クランクシャフト
（1965）

Good wood Festival of speed を語る
〜Hondaの参加秘話〜
砂子直人（株）本田技術研究所

オーストラリア
SUPER V8レースへの参戦

HRD Sakura

モトGP復帰に向けた直列４気筒1000cc
プロトタイプマシンの開発

高野 宏 ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル（株）

河内 健 スズキ（株）

【展示予定】モトGP参戦車両 GSX-RR

パイクスピークにEVで臨んだ３年間
（S-AWCを含めた電動システムの紹介）
田中泰男

【展示予定】WITHレーダー模型
（実物大）

三菱自動車工業
（株）

【展示予定】MiEV Evolution Ⅱ 1/5展示モデル

対談 モータースポーツの新技術と未来
進行：井原慶子

村田久武

（レーシングドライバー） （トヨタ自動車）

安原清英

（経済産業省）

芦田陽一朗
（開成高校）

髙崎洪卓

（駒場東邦高校）

モータースポーツにおける
気象の戦略的な活用方法
武井弘樹（株）ウェザーニューズ

■協賛：
（一社）
日本機械学会／
（一社）
日本自動車タイヤ協会／
（一社）
日本自動車連盟
■企画：モータースポーツ部門委員会
■問合せ先：育成・イベントグループ 福田
※参加申込、参加費等詳細は公式ホームページをご覧ください ▶▶▶

☎03-3262-8214

http://www.jsae.or.jp/sympo/
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自動車技術会 モータースポ―ツシンポジウム - 報道関係者 各位
公益社団法人自動車技術会

本シンポジウムのご取材にあたり下記事項の遵守をお願い申し上げます。
■当日受付にてご提出のお願い
1. お名刺 1 枚ご提出(または報道関係者であることが証明できるものをご提出)ください
2. 下記要項をかならずご確認いただきますようお願いいたします
■ご取材要項
1.参加者、展示関係者の妨げになるような取材、撮影はご遠慮願います。
2. 貸出した「報道 PRESS」腕章はその日のうちに本窓口にかならずご返却願います。
3. 写真・ビデオ撮影について
<<ⅰ.ご講演・対談につきまして≫
・すべての講演および対談において会場内の録画・録音・写真撮影は禁止となります。
・記事化に際して写真素材（会場内の雰囲気を撮影したもの）が必要な場合は、弊会 企
画委員会(関係者)が撮影したものをご利用ください.
【写真素材掲載専用 URL：http://jsae.jp/ms2014press/】
<<ⅱ.学生フォーミュラチームプレゼンテーションにつきまして>>
・撮影可能です.
<<ⅲ.展示物（ホワイエ）につきまして>>
・撮影可能です.
※ⅱ、ⅲともに会場内で撮影した写真及びビデオを営利目的で利用することはできません。
（報道、記事、社内広報誌への掲載を除きます)
4.掲載記事についてご提出のお願い
(1) 掲載記事には「主催：公益社団法人 自動車技術会」または「取材協力：公益社団
法人 自動車技術会」の文言を入れてください。
（2）シンポジウムテキスト（著作物）内容の転載・翻訳をされる場合は別途許諾が必
要となります。許諾に関しては直接本会へご連絡ください。
（※複写を希望される方へ 本誌に掲載された著作物を複写したい方は、（一社）学術著作権協
会より許諾を受けてください。但し、（社）日本複写権センターと包括複写許諾契約を締結され
ている企業等法人はその必要はございません。/（一社）学術著作権協会 TEL：03-3475-5618）

(3）掲載された記事および成果物は、1 部下記宛てにご郵送ください。
公益社団法人自動車技術会 育成・イベントチーム 広報担当宛
Tel: 03-3262-8214

Fax: 03-3261-2204

E-mail: event@jsae.or.jp

ご署名いただきましたら本状を受付にてご提出ください.
■個人情報の取扱いに関して
1. 本会は、個人情報について以下の目的に利用いたします。
・自動車技術会主催行事、プレスリリースのご案内
2. 第三者へ無断で提供することはありません。
3. ご提出（登録）いただいた個人情報の開示、訂正を希望する場合には下記事務局
担当まで連絡下さい。
■「取材要項」についての承諾：
下記申請者は、本シンポジウムに関して事前に配布を受けた「取材要項」を熟読し
たものであって、「取材要項」に記載された取材についての条件条項に従うことをこ
こに承諾いたします。
申請者署名:
ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
公益社団法人自動車技術会 育成・イベントチーム
Tel: 03-3262-8214

Fax: 03-3261-2204

E-mail: event@jsae.or.jp

