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日
会
協

参加者募集
時：2017 年 3 月 1 日（水）
№場：工学院大学アーバンテックホール
19-15シンポジウム

賛：日本機械学会，日本自動車タイヤ協会，
日本自動車連盟
企
画：モータースポーツ部門委員会
定 参加者募集
員：200 名
№（消費税込・テキスト
20-15シンポジウム
参加費
1 冊込）：
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

公

募

参加申込方法：
シンポジウムページ【URL】http://www.jsae.or.jp/sympo/
2016/scdl.php よりお申込みください．
（請求書払いまたはクレジットカード決済より選択可）
参加申込締切日：2017
年 2 月 22 日（水）
名誉会員の紹介
参加申込キャンセルについて：
2 月22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
賛助会員紹介
ます．
下記の法人が2016年6月から入会されました．
2 月23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．開催終了後，
テキストを送付いたします．

お知らせ
参加のおすすめ
本年度は，モータースポーツにおける車両／エンジン等の開
発手法を中心とした最新技術のご紹介をさせていただきます．
また，昨年市販されましたホンダ NSX の開発モデルである
Concept GT の開発や，ここ数年恒例となった学生フォーミュ
ラの活動等，エンジニア以外の方々にも興味を持って聞いてい
ただける内容も組み込んであります．
モータースポーツに興味をお持ちの皆様の参加を心よりお待
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 ヤマハ発動機㈱ 橋本 芙美恵氏
10：00 開会挨拶
モータースポーツ部門委員会委員長
ヤマハ発動機㈱ 飯倉雅彦氏
10：05 SGT GT500 NSX Concept GT の開発
㈱本田技術研究所 徃西友宏氏
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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
上村昭一

幹事
福島淳一

幹事
山根 健

10：50 DEVELOPMENT OF A CRASH CALCULATION
METHOD FOR CFRP RACE VEHICLE
STRUCTURES
（英語講演）
トヨタ自動車㈱ 三浦知彦氏
11：35 昼食・交流会
司会 スズキ㈱ 寺田 覚氏
12：20 全日本 学生フォーミュラ大会参加チームの取り組み
（予定）
12：35 MotoGP 開発における完成車シミュレーション
㈱ホンダ・レーシング 西村正嗣氏
13：20 ドライビングシミュレータ技術の開発と活用最前線
㈱鷺宮製作所 田中健介氏
㈱日本ヴィアイグレイド 吉井 亨氏
14：05 休憩・交流会
司会 東京都立総合工科高等学校 小俣雅史氏
14：35 ドライバの集中と回復 〜栄養学と東洋医学からの
アプローチ〜
Fusion ㈱ 井原慶子氏
Love drive ㈱ 後藤瑞季氏・大平夢見氏
マツダ㈱ 上村昭一氏
15：20 自動車エンジン筒内解析ソフトウエア HINOCA の
開発
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 溝渕泰寛氏
16：05 モータースポーツ用直噴過給エンジンの燃焼に関
する考察 〜 Combustion Study of Gasoline Direct
Injection Turbo Engine for Motorsport 〜
ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル㈱
松村基宏氏
16：50 閉会の挨拶
モータースポーツ部門委員会幹事
マツダ㈱ 上村昭一氏
◆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．
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技術会通信

参加者募集
国内開催会議予定
№
15-16シンポジウム

日時

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
進化し続ける開発手法の最前線

2017年3月1日（水）

午前10時〜午後4時55分
会場

工学院大学（新宿キャンパス）３Ｆ
アーバンテックホール

Forefront of Development methods which keep on evolving.

（新宿区西新宿 1-24-2）

講演一覧

SGT GT500
NSX Concept GT の開発

MotoGP開発における
完成車シミュレーション

モータースポーツ用直噴過給
エンジンの燃焼に関する考察

徃西 友宏

西村 正嗣（株）ホンダ・レーシング

松村 基宏 ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル（株）

(株)本田技術研究所

DEVELOPMENT OF A CRASH CALCULATION
METHOD FOR CFRP RACE VEHICLE STRUCTURES

ドライビングシミュレータ技術の開発と活用最前線
田中 健介（株）鷺宮製作所 吉井 亨（株）日本ヴィアイグレイド

三浦 知彦 トヨタ自動車（株） 英語講演

講演・パネルディスカッション

自動車エンジン筒内解析
ソフトウエアHINOCAの開発
溝渕 泰寛

ドライバーの集中と回復
〜栄養学と東洋医学からのアプローチ〜

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構

井原 慶子

後藤 瑞季

大平 夢見

（レーシングドライバー）（Love drive 株式会社） （Love drive 株式会社）

上村 昭一

（マツダ株式会社）

■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
※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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