受付（総合受付 K2号館3階ロビー)

8:30～
9:30
～9:40

開会式（会場：Ｋ2棟1307）
Ａ室（1307）
A1
座長

Ｂ室（1304）

内燃機関（ＨＣＣＩ-1）
吉田博夫(神奈川工科大学)

B1
座長

Ｃ室（1303）
C1
座長

内燃機関（燃焼と熱効率）：
佐藤智明(神奈川工科大学)

1 急速圧縮装置を用いたHCCI燃焼過程に及
ガソリンエンジンの冷却系最適化による熱
ぼすEGR希釈の影響に関する研究：
アブストラクト講演論文 1 効率改善に関する研究：
アブストラクト講演論文 1
慶応義塾大学 小田島 亮 他2名
千葉大学 服部 潤 他2名
2 2サイクルエンジンにおける HCCI 燃焼の
小型ディーゼルエンジンを用いた低水温時
特性に関する研究：
アブストラクト講演論文 2 の燃焼改善：
アブストラクト講演論文 2
9:45～
日本大学理工学部 齋藤 健児 他4名
いすゞ中央研究所 大塚千尋 他4名
10：45
3
予混合気の圧縮速度がHCCI燃焼に及ぼ
ディーゼル機関の熱効率に関する考察：
アブストラクト講演論文 3
アブストラクト講演論文 3
す影響：
東海大学 脇川 真典 他2名
慶応義塾大学 金原 雅人 他2名
4
4

4

10：50
～
14：00

内燃機関（ 測定・ 解析）
石井光教先生(神奈川工科大学)

Ｆ室（1409）

Ｅ室（1403）

Ｄ室（1407）
D1
座長

車両（ドライバ特性1 ）
馬場雅之（ 株式会社本田技術研究所）

E1
座長

車両（操縦操舵1 ）
関根太郎(日本大学理工学部)

F1
座長

多点圧力測定による圧電型指圧計の絶対
高齢者のための夜間視認支援システムの
超小型電気自動車の運動アクティブ制御に
圧力補正：
アブストラクト講演論文 1 評価に関する研究：
アブストラクト講演論文 1 関する研究：
アブストラクト講演論文 1
上智大学 高井 創太 他3名
日本大学大学院 鴨川 亮平 他3名
神奈川工科大学 能丈 正之 他4名
高齢運転者の視覚機能計測に関する基礎
噴霧・燃焼観察用単発燃料噴射装置の試
ステアバイワイヤ用ステアリング反力発生装
的研究：
作：
アブストラクト講演論文 2
アブストラクト講演論文 2 置に関する研究：
アブストラクト講演論文 2
日本大学生産工学部 丹野 祥孝 他2
千葉工業大学 山口 航 他5名
神奈川工科大学 小船 達朗 他3名
名
ガソリンポートインジェクタによる壁面衝突
ニューラルネットワークによる制動支援シス
フォーミュラーカーのネガティブキャンバーコ
アブストラクト講演論文 3 テムの研究：
アブストラクト講演論文 3 ントロールの研究：
アブストラクト講演論文 3
噴霧の液膜厚さ計測：
千葉大学 山田 友洋 他2名
芝浦工業大学 高瀬 一樹 他5名
工学院大学 幸路 直也 他2名
ガソリン直噴エンジンの燃料噴霧解析：
千葉大学 飯島 政善 他1名

アブストラクト講演論文 4

制動動作の視覚情報に関する研究：
芝浦工業大学 山本 雄貴 他5名

アブストラクト講演論文 4

Ｇ室（1406）

車両（ 安全1 ）
富永茂(日本大学理工学部)

G1
座長

車両（ FSAE1）
岡部顕史(日本大学理工学部)

覚醒度低下時における聴覚刺激の効果に
FSAE車両へのスーパーチャージャの適用：
関する研究：
アブストラクト講演論文 1
アブストラクト講演論文
上智大学 安 彰柱 他4名
芝浦工業大学 岩瀬 卓也 他5名
非覚醒状態のブタを用いた頭部外傷メカニ
VI-GRADEによるFSAE車両の走行性能解
ズムに関する研究：
アブストラクト講演論文 2 析：
アブストラクト講演論文
日本大学大学院 饗場 広明 他4名
上智大学 増谷 亮 他2名
ﾌｫｰﾐｭﾗSAE 競技車両の設計・製作に関す
頚椎捻挫患者の頚部挙動解析：
る研究（特に、競技車両のﾊﾟﾜ-ﾄﾚｲﾝの性
アブストラクト講演論文 3
アブストラクト講演論文
日本大学工学部 宮袋 啓太 他3名
能向上について）：
国士舘大学 松本 祥 他3名

ドリフトコーナリング時の操縦特性の研究：
頭部外傷の定量評価に関する研究：
アブストラクト講演論文 4
工学院大学 神田 祥彰 他2名
日本大学大学院 吉田 諭史 他4名

アブストラクト講演論文 4

ポスタ－セッション （10：50～13：00：会場 K2号館3Fフロアー） / 技術展示会（10：50～14：00：会場 K2号館１F，3Fフロアー） / 神奈川工科大学研究設備見学ツア－（11：00～13：00：集合場所 1Fロビー）
A2
座長

内燃機関（ＨＣＣＩ-2）
渡部昭様(株式会社本田技術研究所)

B2
座長

内燃機関（排ｶﾞｽ・後処理・燃料）
陳之立（東海大学）

C2
座長

内燃機関（ ｼﾐｭﾚ- ｼｮﾝ）
佐々木洋士(千葉工大)

D2
座長

車両（ドライバ特性2 ）
玉井尚利（ 日信工業株式会社）

E2
座長

車両（操縦操舵2）
安部正人（ 神奈川工科大学）

F2
座長

車両（ 安全2 ）
西本哲也（ 日本大学工学部）

G2
座長

車両（ FSAE2）
清水祐子(日本発条株式会社)

F3
座長

車両（ 車両特性2 ）
上田政人（ 日本大学理工学部）

G3
座長

車両（ 車体構造）
遠藤順一（ 神奈川工科大学）

自動操縦車両の走行経路生成アルゴリズム
自動車乗員の乗車姿勢変化による安全性
FSAEスペースフレームシャシーの開発と性
SBW 車両の操舵反力特性に関する研究：
に関する研究：
アブストラクト講演論文 1
アブストラクト講演論文 1
アブストラクト講演論文 1 の研究：
アブストラクト講演論文 1 能評価：
アブストラク 講演論文
神奈川工科大学 酒井 優介 他2名
日本大学生産工学部 伊井島 優人 他2
東京都市大学 那須井 雅俊 他3名
上智大学 飯島 利恵子 他3名
名
縮尺模型を用いた歩行者保護に関する研
ﾌｫｰﾐｭﾗSAE 競技車両の設計・製作に関す
Study for DOC activity improvement：
キャピラリコイルを用いた冷凍サイクルの
ネットワークドライビングシミュレータを用い
自動車の直進性に与える操舵系の剛性に
究：
る研究（特に、競技車両のｲﾝﾊﾟｸﾄｱｯﾃﾈ-ﾀ
アブストラクト講演論文 2 数値解析：
アブストラクト講演論文 2 た交通事故分析：
アブストラクト講演論文 2 関する研究：
アブストラクト講演論文 2
アブストラクト講演論文 2
アブストラク 講演論文
2 Johnson Matthey Japan INC. Lifeng
東京都市大学大学院 小河 陽介 他4
について）：
Wang 他2名
上智大学 川上 隆浩 他3名
神奈川工科大学 吉原 壮登 他4名
日本大学生産工学部 黒木 亨 他2名
名
国士舘大学 金平 潔 他3名
Modeling of an HCCI engine with blow自動車後面衝突時における頚部傷害に関
前方衝突回避自動ブレーキシステムの使
自動操縦車両の障害物回避アルゴリズム構
ﾌｫｰﾐｭﾗSAE 競技車両の設計・製作に関す
超臨界DMEの噴射系に関する基礎研究：
down super charging system for control
する研究（衝突波形の変化に対する頚部
3
アブストラクト講演論文 3
アブストラクト講演論文 3 用におけるドライバの行動変容について： アブストラクト講演論文 3 築に関する：
アブストラクト講演論文 3
アブストラクト講演論文 3 る研究（特に、競技車両のｼｬｼ-について）： アブストラク 講演論文
工学院大学 熊澤 友博 他3名
analysis：
傷害への影響）：
筑波大学 藤原 祐介 他2名
日本大学生産工学部 小林 賢知 他2名
国士舘大学 小宮 和茂 他3名
千葉大学：Michael Jagsch 他4名
東京都市大学 橋本 紘樹 他4名
小型競技用車両における動的運動特性の
不均一混合気の自着火モデルによるガソリ
歩行者飛び出し時におけるドライバの操舵
走行シチュエーションに応じた微分操舵アシ
ラミー繊維強化ポリ乳酸複合材の連続圧
解析に関する研究：
4
4 ンHCCI燃焼の解析：
アブストラクト講演論文 4 回避とその特徴：
アブストラクト講演論文 4 スト制御（ステアリングギア比の研究）：
アブストラクト講演論文 4 縮破壊におけるエネルギー吸収特性：
アブストラクト講演論文 4
アブストラク 講演論文
湘南工科大学大学院 松下 幸裕 他2
千葉大学：堀 司 他4名
筑波大学 田中 啓人 他2名
工学院大学 増川 努 他2名
日本大学理工学部 富澤 雅 他2名
名
VOF法を用いたキャビテーションの数値解
燃費情報の視覚提示が自動車運転に及ぼ
模型車両を用いた操舵方式制御の研究（緊
ILIA層によるCFRP積層板の層間強度向
小型競技車両の運動解析と特性改善：
アブストラクト講演論文 5 す影響について：
アブストラクト講演論文 5 急回避 / コーナリング時における検討）： アブストラクト講演論文 5 上：
アブストラクト講演論文 5 日本大学生産工学部 海野 直弘 他1 アブストラク 講演論文
5
5 析：
千葉大学 藤田 恭平 他2名
筑波大学 田ノ上 明宏 他2名
工学院大学 清田 圭太郎 他2名
日本大学大学院 大槻 祐輝 他2名
名

ブローダウン過給システムを用いたガソリ
実路走行貨物自動車の沿道NOx排出量推
吸気バルブにおける非定常熱伝達の解
アブストラクト講演論文 1 析：
1 ンHCCI機関の筒内燃焼過程の可視化： アブストラクト講演論文 1 計モデル：
千葉大学 近藤千尋 他4名
慶応義塾大学 石関 俊英 他3名
上智大学 中川 太郎 他3名

13：00
～
14：15

ブローダウン過給と燃料筒内直噴による
2 HCCI ガソリン機関の運転領域拡大：
千葉大学 後藤 俊介 他2名

アブストラクト講演論文

気体燃料と過給を用いた予混合圧縮着火
3 （ＨＣＣＩ）機関の研究：
アブストラクト講演論文
日本大学理工学部 稲葉 州亮 他5名
二種燃料を用いたHCCI燃焼に関する研
4 究：
アブストラクト講演論文
日本大学理工学部 小田切 康博 他5名
多段噴射を用いたディーゼルエンジンの
5 PCI燃焼改善：
東海大学大学院 丁 鼎 他3名
A3
座長

アブストラクト講演論文

内燃機関（ＨＣＣＩ-3）
塩崎智夫(株式会社本田技術研究所)

B3
座長

内燃機関（燃焼制御）
飯島晃良(日本大学理工学部)

C3
座長

多気筒ディーゼルエンジンにおけるPCI燃
低温プラズマ繰り返し放電点火システムに
焼と通常燃焼の過渡運転時切換制御の検 アブストラクト講演論文
アブストラクト講演論文
1
1 よる燃焼安定限界の拡大：
討：
千葉大学 松本 脩 他2名
三菱ふそうﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｽ 小松 文隆 他2名
変速ピストン・クランク機構を用いてノッキン
単気筒可視化エンジンを用いた化学発光
グを回避する高圧縮比ガソリンエンジンの アブストラクト講演論文
アブストラクト講演論文 2
2 計測：
研究：
14：30
慶応義塾大学 八木 拓也 他2名
千葉大学 松浦 健太 他2名
～
15：45
含水燃料を使用する予混合圧縮着火機関
急速圧縮装置を用いたノッキング現象の解
3 の燃焼：
アブストラクト講演論文 3 析：
アブストラクト講演論文
千葉工業大学 岩下 知也 他4名
千葉大学 本地 雄貴 他1名
HCCI機関の水分添加による燃焼改善に関
エンジン制御による燃焼変動低減のため
4 する研究：
アブストラクト講演論文 4 の基礎研究：
アブストラクト講演論文
法政大学 塚原 雄一 他2名
上智大学 門倉 章太 他3名
油圧駆動可変バルブタイミング機構を用い
副室式予混合圧縮着火燃焼機関：
5
アブストラクト講演論文 5 たディーゼル機関の燃焼制御：
アブストラクト講演論文
千葉工業大学 関谷 哲平 他3名
東海大学 山崎 雄士 他2名
16：00
～
17：00
17：10
～
17：45

要素技術と測定
笹岡茂史(株式会社小野測器)

D3
座長

車両（ ハイブリッド）
藤澤徹（ 神奈川工科大学）

E3
座長

車両（ 車両特性1 ）
吉田秀久(防衛大学校)

走行中の前方路面摩擦係数推定手法に関
ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝﾎﾞｽ部及びｺﾝﾛｯﾄﾞ小端部ﾌﾞｯｼｭの
ハイブリッド商用車の更なる燃費改善可能
アクティブ制御による車両旋回性能向上に
する研究：
アブストラクト講演論文 1 性の検討：
アブストラクト講演論文 1 関する研究：
アブストラクト講演論文 1
アブストラクト講演論文
1 油膜圧力分布計測法の開発：
日本大学生産工学部 金澤 孝則 他2
東京都市大学 近藤 亘 他2名
日産ディーゼル工業㈱ 小早川 隆朗
神奈川工科大学 青木 康浩 他4名
名
ニューラルネットワークを用いた結合剛性
後二軸大型車両の横すべり角状態推定に
歯車歯面の接触圧力分布計測の研究：
商用車用DMEハイブリッドシステムの研究：
推定法（スポット溶接された結合部材への アブストラクト講演論文
アブストラクト講演論文 2
アブストラクト講演論文 2 関する研究：
アブストラクト講演論文 2
2
東京都市大学 國村 祐太 他2名
工学院大学 平野 貴之 他2名
適用）：
日本大学生産工学部 大川 義弘 他1名
日本大学理工学部 裘 旭華 他4名
二円筒摺動試験におけるクラック発生およ
ハイブリッドカーのモデリング及び発進時に
二輪車の運動特性に与えるライダの影響に
シャシダイナモ上での車両拘束が走行抵抗
3 び進展現象のその場測定： 東京大学 アブストラクト講演論文 3 おける協調制御：
アブストラクト講演論文 3 関する研究：
アブストラクト講演論文 3 に及ぼす影響：
アブストラクト講演論文
中島 亮 他7名（東京大学5名、ｺﾏﾂ2名）
上智大学 岡野 貴広 他3名
日本大学生産工学部 椎野 恭平 他1名
㈱小野測器 真庭 浩子 他2名
ハイブリッド車両用ﾃ ｨ-ｾ ﾙｴﾝｼ ﾝのｼﾘﾝﾀ
乗り心地と操縦性の両立を目的とした懸架
無段変速機による燃費改善
二輪車の横すべり角計測に関する研究：
ﾌﾞﾛｯｸに関する一検討（特に振動特性につ
システムの提案（イナーターの適用に関す
4
アブストラクト講演論文 4
アブストラクト講演論文 4
アブストラクト講演論文 4
アブストラクト講演論文
ｼﾞﾔﾄｺ株式会社 和田恭平
日本大学生産工学部 富元 久雄 他1名
いて）：
る考察）：
国士舘大学 久木元 新太郎 他4名
芝浦工大 植村 卓範 他2名
自動車用自動変速機の遊星歯車及び多板
プラグインハイブリッド車両の走行シミュ
３軸大型車のタイヤ特性推定と運動モデル
トランスミッションケースの軽量化への取組
5 クラッチの構造成立性判定に関する研究 アブストラクト講演論文 5 レーションに関する一検討：
アブストラクト講演論文 5 構築に関する研究：
アブストラクト講演論文 5 み：
アブストラクト講演論文
ｼﾞﾔﾄｺ株式会社 奥田隆之
国士舘大学 小林 慶三 他4名
日本大学生産工学部 劉 毅 他3名
ジャトコ㈱ 安納 義治 他2名

特別講演会 日産自動車株式会社 総合研究所燃料電池研究室 青山尚志 主任研究員

「最新の燃料電池自動車開発」 (16:00-17:00

超高速回転体による微粒化特性（第3報 回
転体周縁における液膜および液糸の特
アブストラクト講演論文
1
性）：
八戸工業大学大学院 小笠原 慎 他9
自動車用電界放出型ランプ（FEL: Field
2 Emission Lamp）の開発：
富士重工業㈱ 荒川 俊也 他2名

アブストラクト講演論文

スポット溶接構造の公称構造応力算出法
3 （殻構造への適用）：
アブストラクト講演論文
日本大学理工学部 半田 武弘 他2名
スポット溶接構造の公称構造応力算出法
4 （境界変位のみによる方法）：
アブストラクト講演論文
日本大学理工学部 稲生 博紀 他3名
アーク溶接構造の公称構造応力算出法
5 （アーク溶接部FEモデルの検討）：
アブストラクト講演論文
日本大学理工学部 中野 大輝 他3名

場所 ：K1号館12Fメディアホール )

閉会式・表彰式 会場：Ｋ2棟1307 （表彰対象：功労賞，ﾍﾞｽﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ賞)， 懇親会18：00～ 会場K1号館12Fメディアホール (表彰：ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ賞とﾍﾞｽﾄﾎﾟｽﾀｰ賞の表彰あり 懇親会参加費用 学生・院生は無料、教員・一般は￥1,000円）

ポスターセッション
1 EDLCを用いた電動バイクの回生ブレーキ協調
制御 神奈川工科大学 小関 徹弥 他1名
2 MATLAB/Simlinkを用いたSPMSMの速度ｾﾝｻ
ﾚｽ制御 神奈川工科大学 市川 崇行他1
名
3 2009年度学生自動車研究会活動報告-MOT
で考える自動車産業の将来-東京農工大 磯
谷 十蔵
4

2009年度学生自動車研究会活動報告 日本
大学大学院 中村 篤郎

2009年度学生自動車研究会活動報告-ﾚｰｼﾝ
5 ｸﾞｶ-の車両ﾃﾞｰﾀ計測とその使い道を学ぼう！
- 日本大学大学院 吉川 典孝
2009年度学生自動車研究会活動報告-ﾌﾟﾛﾄﾞﾗ
6 ｲﾊﾞ-から安全運転を学ぶ- 関東学院大学大
学院 西峯 翔平

(10:50-13:00 場所：Ｋ2号館3階 フロア-)

薄膜ｾﾝｻを用いたｴﾝｼﾞﾝﾄﾗｲﾎﾞﾛｼﾞ-の計測技

7 術 東京都市大学 古川卓義 他5名

技術展示（10：30～16：00）:神奈川県産業技術ｾﾝﾀ-協賛 会場：屋外，屋内
13

工学院ﾚｰｼﾝｸﾞﾁ-ﾑの改善：ﾁｰﾑ建て直しの軌
跡 工学院大学 鈴木健太、浜野友紀

14

東京大学における第7回学生フォーミュラ大会
への取り組み 東京大学 安江秀夫

ﾊ ｲｵﾏｽ燃料自動車の開発 工学院大学 尾

屋内展示（ 会場 1 F，3 Fフロアー）

屋外展示（ 場所 K2 号館前）

神奈川工科大学研究設備見学ツア－
（1） 11:00～11：40

日産自動車株式会社
：燃料電池自動車(試乗あり)

1F 株式会社日本レースプロモーション
：レース用エンジン

（2） 11:15～11：55

株式会社オーテックジャパン
：セレナ アンシャンテ（セカンドスライドアップシート）

3F 株式会社ACR
：後処理装置

（3） 11:30～12：10

湘南工科大学F-SAE車両開発におけるCAE
10 解析によるｱﾌﾟﾛ-ﾁ 湘南工科大学 畑野行紀
他7名

株式会社本田技術研究所
：ハイブリッドカー CR-Z

3F 株式会社本田技術研究所
：高膨張比エンジンカットモデル
スーパーカブ110 PGM-FI搭載エンジンカットモデル

（4） 11:45～12：25

学生フォーミュラ車両の運動性能評価 埼玉
11
工業大学 川嶋悠 他1名

株式会社IHI
：過給機

8 嶋 桂、小屋敏行(ｴｺ・ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ株式会社)
他4名
学生ﾌｫ-ﾐｭﾗ- ものつくり大学 酒本大地 他4

9名

12

上智大学 2009 フォーミュラSAE車両
学 利谷洸貴 他6名

上智大

他車両展示あり

3F ジヤトコ株式会社
：無段自動変速機(CVT)、
有段自動変速機(AT)、可動モデル
3F 日本発条株式会社
：＜自動車分野＞中空ｺｲﾙバネ，Lばね，中空スタビライザー
＜情報分野＞微細ばね，HDDサスペンション＜産業分野＞とつばね

（5） 12:00～12：40

（6） 12:15～12：55

