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 集合場所  

(株)クボタ本社阪神事務所正門にお越しください。 

会場までご案内します。 

【アクセス】 

○JR 尼崎駅 徒歩約 10 分 

※お車でのご来場はご遠慮下さい。 

 定  員   ６０名 

（先着順に受付け、定員になり次第締め切ります。） 

 参 加 費    

自動車技術会と後援/協賛学会員３，０００円、学生（会員外の方も）無料、会員外５，０００円（賛助会員は会員外とな

ります） 

（資料代/懇親会費含む 昼食は用意しておりません） 

 申込み要領   

（１） 個人扱い会員の方・会員外は、以下の“申込み用紙”に必要事項を明記し、事務局宛 E-mail、FAX 又

は郵送して下さい。 

郵送される場合は、事前にお電話にて連絡して頂ければ仮申し込みが可能です。なお、E-mail にて申し

込みいただく場合は、申込用紙に記載されている必要事項をご連絡ください。書式は問いません。 

 （２）グループ扱い会員の方は、グループ事務局に一括送付してあります“参加申込者名簿”に必要事項を明記

して参加費を添え、ご担当の方に処理を依頼して下さい。 

 （３）先着順で定員になり次第締め切ります。 
 
○ 参加の可否に関わらず、申し込み受信の確認の連絡を差し上げます。 

 申込締切   ２０１９年９月２０日（金） 

 参加費の払込   

 （１）お送りしております“払込取扱票”に参加者氏名と参加行事名をご記入のうえ郵便局にて 9 月 20 日(金)

までに払込み手続きをして下さい。 

 （２）「個人扱い会員」ならびに「自動車技術会会員外」の方で領収書を必要とされる方は、郵便局で返却され

る半券の受領書を領収書としてご利用下さい。 

 （３）複数の方の参加費を一枚の“払込取扱票”で一括して払い込んで頂いても結構です。この場合は必ず通信

欄に参加者のお名前を列記して下さい。 

 （４）「自動車技術会会員外」の方は郵便局にあります「郵便振替払込取扱票」の通信欄に「講演会参加」と明記の

うえ、氏名、連絡先住所、勤務先を記入して［郵便振替口座 00100－4－196725 (公社)自動車技術会］宛、

上記の該当参加費を振り込んで下さい。 
 
○参加を申し込まれたうえで欠席される方は、事務局宛 9 月 20 日（金）までに、ご連絡をお願い致します。その後の

ご連絡と、ご連絡無しに欠席された場合は資料発送のみで参加費の返却は致しませんので予めご了承をお願いします。 

 連 絡 先  〒661-8567 兵庫県尼崎市浜 1丁目 1番 1号 (株)クボタ本社阪神事務所内 

      (公社)自動車技術会関西支部事務局  吉本和幸・河野昌博 

       ＴＥＬ：06-6470-5845 事務局携帯：090-3163-3354 ＦＡＸ：06-6470-5846 

       Ｅメール：jsaekansai@r4.dion.ne.jp 

 参加申込用紙 （E-mail の場合、下記の必要事項を記載して下さい。フォーマットは、自由です。） 
 
行事名：２０１９年度 講演会 2019 年 9 月 27 日実施 

申込者 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 会員

番号 （ 正会員 ・ 学生 ・ 会員外 ・ 後援/協賛会員） 
氏名 

所属（ 会社名 ・ 学校名 ） 部署（学校の場合は学部） 職位（役職） 

連絡先 

電話番号： FAX 番号：  

緊急連絡先： （できれば当日ご本人と連絡がとれる連絡先をご記入ください。） 

E-mail：  

その他 懇親会： 参加する 参加しない （どちらか○を付けて下さい） 

 

※事務局で記念撮影等、実施しますが、支障のある方は事前にお申し出ください。 

エディオン 

JR 尼崎 

(株)クボタ本社阪神事務所 

正門 

ホテル 
ヴィスキオ尼崎 

北口 

交番 

下りエスカレータ 

（裏面に続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 日  時   ２０１９年１０月１８日（金）８時２０分 ～ １８時００分 

 内  容   

●午前の部 

 (１)場所 株式会社エクセディ上野事業所 

      〒518-0825 三重県伊賀市小田町 2418 番地 

 

      

 (２)内容 

①会社紹介 

②講演：エクセディのトルコン技術 

     

講師：開発本部 第 2AT 技術部 設計 2チーム 

   チーム長 塩村 敦義 様 

    

③工場見学 ：AT トルクコンバータ製造ライン、 

教育道場（安全、品質教育施設） 

 

 

講演のポイント 

1975 年の量産第 1 号トルコンに始まり、現在

までのエクセディ様のトルコン技術と、将来に 

向けた新しい技術を紹介いただきます。 

 

見学のポイント 

(株)エクセディ上野事業所様は、(株)エクセ

ディ様の主力工場で AT 車用のトルクコンバータ

製造工場としては世界最大規模です。 

当日は、トルクコンバータ製造ライン（プレ

ス、加工、組立）、教育道場（安全、品質教育施

設）を見学いただきます。 

 

●午後の部 

 (１)場所 DMG 森精機株式会社 伊賀事業所 

      〒519-1414 三重県伊賀市御代 201 番地 

             

 (２)内容 

①会社紹介、伊賀事業所紹介 

    

②工場見学：ソリューションセンタ 

      （ショールーム、デモ加工）、 

      精密加工工場、組立工場 

 

 

 

 

見学のポイント 

DMG 森精機(株)様は、切削型工作機械の総合

メーカーで、伊賀事業所様は敷地面積約

578,000m2 と工作機械業界では国内最大級の広さ

です。 

当日はソリューションセンタ（ショールー

ム、デモ加工）、精密加工工場、組立工場を見

学いただきます。 

   

 

 スケジュール   

8：20   JR 京都駅団体バスターミナル集合 

8：25 ～ 10：00  (株)エクセディ上野事業所様へ移動（貸切バス） 

10：00 ～ 12：00  (株)エクセディ上野事業所様にて講演、工場見学 

12：00 ～ 13：30  昼食、DMG 森精機(株) 伊賀事業所様へ移動（貸切バス） 

13：30 ～ 16：30  DMG 森精機(株) 伊賀事業所様にて講演、工場見学 

18：00    JR 京都駅付近で解散 

 

2019 年度関西支部第 4 回見学会のご案内 

(株)エクセディ上野事業所様および DMG 森精機(株)伊賀事業所様を訪問します。 

・(株)エクセディ上野事業所様では、AT トルクコンバータ製造ラインの見学、(株)エクセディ様のトルコ

ン技術に関するご講演。 

・DMG 森精機(株)伊賀事業所様ではソリューションセンタ（ショールーム、デモ加工）、精密加工工場、 

組立工場の見学。 

講演会
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 集合場所   

JR 京都駅団体バスターミナルに８：２０に集合下さい。 

【注意】 

① 自家用車による参加はご遠慮下さい。 

② 当日の欠席や、集合時刻に遅れる場合は０９０－３１６３－３３５４に 

連絡下さい。 

③ ハイヒールはご遠慮下さい。 

 定  員  ４０名 

 参 加 費   

      一般会員：３，０００円、学生会員：１，０００円、会員外：５，０００円（賛助会員の方は「会員

外」となります） 

 申込締切  ２０１９年９月２０日（金） 

 申込み要領   

 （１）個人扱い会員の方は、以下の“申込み用紙”に必要事項を明記し、事務局宛 E-mail、FAX 又は郵送して下

さい。 

    郵送される場合は、事前にお電話にて連絡して頂ければ仮申し込みが可能です。なお、E-mail にて申し

込みいただく場合は、申込用紙に記載されている必要事項をご連絡ください。書式は問いません。 

 （２）グループ扱い会員の方は、グループ事務局に一括送付してあります“参加申込者名簿”に必要事項を明記

して参加費を添え、ご担当の方に処理を依頼して下さい。 

 （３）参加申し込みが多い場合は抽選（ただし会員優先）とします。抽選結果は開催日の 10 日～2 週間前頃に

連絡します。     

 参加費の払込 （参加可の連絡後に払込みして下さい）  

 （１）お送りしております“払込取扱票”に参加者氏名と通信欄下端に「第 4回見学会」とご記入のうえ、郵便

局にて１０月１１日（金）までに払込み手続きを行って下さい。 

 （２）個人扱い会員の方で領収証を必要とされる方は、郵便局で返却される半券の受領証を領収証としてご利用

下さい。 

 （３）複数の方の参加費を一枚の“払込取扱票”により、一括で払い込んで頂いて結構です。この場合は必ず通

信欄に参加者のお名前を列記して下さい。 
 

○一旦払い込まれた参加費は、参加をお断りした場合以外は返金を致しませんので、ご了承をお願い致します。 

 連 絡 先  〒661-8567 兵庫県尼崎市浜 1-1-1 (株)クボタ本社阪神事務所内 

       (公社)自動車技術会関西支部事務局  吉本和幸・河野昌博 

      ＴＥＬ：06-6470-5845 事務局携帯：090-3163-3354 ＦＡＸ：06-6470-5846 

       Ｅメール：jsaekansai@r4.dion.ne.jp 

 参加条件など  同業の方のご参加はご遠慮いただく場合がございますので、予めご了承ください。 

撮影・録音、ホームページやブログへの公開、講演中のキーボード操作は、ご遠慮下さい。 

当日の記念写真をホームページなどに掲載しますが、支障のある方は事前にお申し出下さい。 

 参加申込用紙 （E-mail の場合、下記の必要事項を記載して下さい。フォーマットは、自由です。） 

行事名：  ２０１９年度  第４回 見学会 2019 年 10 月 18 日実施  

申込者 

（ふりがな） 

会員番号 

（ 正会員 ・ 学生会員 ・ 会員外 ） 
氏名 

所属（ 会社名  ・学校名 ） 
※OB の方は前職を記載して下さい 

部署（学校の場合は学部） 職位（役職） 

連絡先 

電話番号： FAX 番号：   

緊急連絡先：  （できれば当日ご本人とご連絡がとれる連絡先をご記入ください） 

E-mail：    

その他  

 

集合場所 

JR 京都駅 

烏丸中央口

八条口 八条東口 

観光バス乗り場 

AVANTI ホテル 
京阪京都 

八条通り 

 

趣   旨 

自動車のＣＯ２排出量規制は今後もますます厳し

くなることが予想され、その対応策としてパワー

トレインの電動化が進められていますが、同時に

エンジンの高効率化も強く求められています。 

今回は「エンジン技術 －ガソリン、ディーゼ

ル、電動化－」について最新の技術を開発者か

ら紹介いただき、将来のエンジン技術について

考えてみたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 後  援  (一社)日本電気計測器工業会 

 

協  賛    (一社)日本機械学会関西支部 

 

 日  時   ２０１９年９月２７日（金） 

１０時００分～１８時３０分 

 

 会  場  (株)クボタ本社阪神事務所 

        兵庫県尼崎市浜 1丁目 1番 1号 

 

 テ ― マ   『エンジン技術  

－ガソリン、ディーゼル、電動化－』 

 

 スケジュール・内容・講師   
 

時  間 内 容(テーマ名) 講    師 

10:00 ～ 10:10 開会のご挨拶 関西支部 支部長 (株)クボタ 岡本 宗治 氏 

10:10 ～ 11:00 
【基調講演】 

ディーゼルエンジンの熱効率向上にむけて 

京都大学 エネルギー科学研究科 

     川那辺 洋 氏  

11:00 ～ 11:50 
【講演 1】 

モーターサイクルにおける実用域トルク
と燃費の改善 

川崎重工業(株) 技術開発本部 技術研究所 

熱システム研究部 研究一課 

中尾 祥典 氏 

11:50 ～ 13:00 昼  食 

13:00 ～ 13:50 
【講演 2】 

エンジン筒内の非定常温度予測 

マツダ(株) パワートレイン開発本部 

ＭＢＤ革新部 第１解析グループ 

                 山本  亮 氏 

13:50 ～ 14:40 

【講演 3】 

ポート噴射を併用した 4B40 型直噴過給
ガソリンエンジン 

三菱自動車工業(株) EV・パワートレイン技術開

発本部 EV・パワートレイン先行開発部  

エンジンシステム先行開発グループ 

  柳川 健介 氏 

14:40 ～ 14:50 休  憩 

14:50 ～ 15:40 
【講演 4】 

詳細化学反応での複数サイクル計算を活
用したノック予測 

ダイハツ工業(株)  パワートレーン先行開発室 

廣邊 嗣人 氏  

15:40 ～ 16:30 
【講演 5】 

高耐熱リチウムイオンキャパシタの開発 

(株)ジェイテクト 

トップ直轄 BR 蓄電デバイス事業室 

三尾 巧美 氏 

16:30 ～ 16:40 休  憩 

16:40 ～ 17:00 全体質疑 司会 マツダ(株) 今村 直樹 氏 

17:00 ～ 17:10 閉会のご挨拶 関西支部 支部長 (株)クボタ 岡本 宗治 氏 

17:30 ～ 18:30 懇親・交流会 司会 (株)クボタ 河野 昌博 氏 
   

2019 年度 講演会のご案内 

 
 

エンジン技術  
－ガソリン、ディーゼル、電動化－ 

今年度も講師の方々や参加者同士の交流を深める

ことを目的に、懇親・交流会を実施します。お気軽

に参加ください。 

■ 全体司会 川崎重工業(株) 中原 浩 氏 

見学会




