
開場（9:00 -9:30）司会：

11:05 -11:20  休憩（ホワイエにコーヒー等のお飲物を用意しております）

14:50 -15:20  休憩（ホワイエにコーヒー等のお飲物を用意しております）

イータスグループ  アジアパシフィック統括ヴァイスプレジデント　Dr. Wolfgang Sienel

ETAS GmbH 代表取締役社長　Friedhelm Pickhard

Automated Driving ‒ Impacts on the vehicle E/E architecture and tomorrow’s development tools.

これからのエンジンモデリングとモデルベースト制御に求められるもの
内閣府 SIP「革新的燃焼技術」制御チームで行われているエンジンモデリングとモデルベースト制御の進捗状況について紹介する。
併せて、今後のエンジンモデリングとモデルベースト制御の向かう方向性について考察する。

金子成彦
東京大学 大学院工学系研究科 教授

ASAMコミュニティの標準化活動：現状と将来像
ASAMは、エンジニアリング、シミュレーション、開発、テスト、および製造に関する非競争領域のユースケースを理解し、標準化を行う国際的なコミュニティである。
本稿では、当該コミュニティによる標準化活動の成り立ちから現状および将来像を中心に紹介する。

庄井美章
ASAM Japan 代表

開会の辞
9:30 - 9:35

主催社 ご挨拶
9:35 - 9:45

基調講演 1
9:45 -10:25

午前
9:00 -12:00

午後
13:30-17:20

基調講演 2
10:25 -11:05

基調講演 3
11:20 -12:00

昼食（立食形式）、製品展示会

17:30 -19:30  懇親会

分科会 A（5セッション） 分科会 B（5セッション） 分科会 C（5セッション）

法規制対応、産学連携、ASAM標準の現状と課題、
ビッグデータ、MBCの応用と制御開発への導入セッション名

技術講演 1
13:30 -14:10

技術講演 2
14:10 -14:50

技術講演 3
15:20 -16:00

技術講演 4
16:00 -16:40

産学連携を狙ったパワートレーン制御に
関するベンチマーク問題

モデルベースシステム設計 (MBSE)
シミュレーション技術の最新動向と課題 自動運転とセキュリテイの現状と課題

自動車への燃費・環境・安全などへの要求が強まる中、
パワートレーンシステムはその複雑度を次第に増しており、
学術界の最新制御研究への期待が高まっている。学術界に
産業界の最新技術と制御課題を理解していただくことと、
それを最新制御技術で解決いただくことを狙って、2006年
より4回のパワートレーン制御課題を公開している。
これらは Simulink で記述されたエンジン・パワートレー
ンモデルを使用するため、挑戦者は実機、及び実験設備を
利用することなく、本課題の問題に取り組むことを可能と
した。産学連携に非常に有効である。

加古 純一
トヨタ自動車株式会社
先行プロジェクト推進室 グループ長

日産自動車におけるMBSEの取り組み

近年、MBSEの手法を取り入れる企業が多い。弊社におい
ても、要求の明確化、モデルやシミュレーションを使った
V&V を行う取り組みを始めている。
本講演ではこのMBSE に関し、その目指すべき方向や課題
について言及する。

久保 賢明
日産自動車株式会社
パワートレイン計画部 主管

自動運転に関わる取り組み概要

今後5か年にわたる、交通安全に関する国の大綱をまとめた
「第10次交通安全基本計画案」において、車両の自動走行技
術の開発・促進が重要項目の1つとして挙げられている。
講演では国内外の自動車技術基準の動向などを交えながら、
自動走行及びその周辺技術に関する（独）自動車技術総合機
構交通安全環境研究所の取り組みについて紹介する。

河合 英直
独立行政法人 自動車技術総合機構
交通安全環境研究所
自動車研究部 部長

エミッション規制の変化に対応するための最適な
適合手法について

エミッション規制の変化に即して IAVではエンジンの適合
手法を適応させてきました。本発表では、エミッション規
制の動向と、その規制に対応しつつ、工数を大幅に削減可
能なIAV独自の適合方法について報告致します。

青木 仁孝
IAV株式会社
エンジニアリング部 プロジェクトマネジャー

The value of Systems Engineering for Smart,
Safe & Connected Vehicles

The soul of tomorrow’s vehicle innovation originates from an 
intelligent core of embedded systems and electronics. But 
while advancing smart, safe, connected vehicles, innovators 
must also manage complexity, optimize performance, and 
ensure safety.
To address those challenges, Systems Engineering is gradually 
adopted. It accelerates product innovation to market, fortify 
ability to manage complex systems, and provide an integrated 
and opened platform for mechanical, electronics, software, 
and simulation. By assuring industry standards for safety and 
embedded systems, customers can re-focus their team on 
strategic innovation.
In this session, the industry trends on systems engineering 
with several cases will be presented.

Michel  Hagège
Dassault Systèmes
Systèmes Catia Brand Worldwide

Mastering the Art of Function Development

Whenever there is the need for controlling complex physical 
systems like a turbo-engine-air-system, a hybrid-engine or an 
electric-powertrain, there is a multitude of engineers 
performing different types of tasks which are expected to result 
in maintainable high-quality embedded-code running on ECUs.
Currently used tools/processes are challenged by constraints 
like functional-safety, environmental demands and legal 
obligations.
The automatic verification of models and designs as well as the 
automatic generation of simulation-experiments, test-cases 
and ECU-code make it possible to reduce the often seen “test & 
fix” culture. Many of the well-known topics like frontloading, 
“correct-by-design”, open platforms, interworking Toolchains 
will be addressed.

Friedhelm Pickhard
ETAS GmbH
代表取締役社長

RedbendソリューションとEscrypt KMS の連携に
よる Secure OTAアップデート

Redbend OTA (Overt The Air) アップデート技術による車載
ソフトウェア管理 E2E ソリューション概要と、 Escrypt KMS
とのインテグレーションによるセキュリティ対応強化を、
実際の導入事例をベースに解説します。

竹内 玲太
Redbend　(Harman Connected Services)
エンジニアリングディレクター

技術講演 5
16:40 -17:20

・              は英語による講演になります。
・ご休憩中、セッションの合間にはホワイエでの展示をぜひご覧ください。多様な展示企業様による、車載制御からその他自動車に関わる様々な最新テクノロジーをご紹介しています。

September 30th 2016

HONDAにおけるASAMの取組みと、産業の構造化

エンジニアの力量で進められてきた個別最適の弊害を、
標準規格（ASAM）を使って、DATAが繋がる取組みの紹介。
ASAM規格を通じて、自動車開発産業の空洞化の問題
（ビジネスモデル）

鮫澤 博
株式会社本田技術研究所
第３技術開発室 第2ブロック 研究員

システムズエンジニアリングと MBSE 実践のポイント 自動車のセキュリティにおける技術開発力

欧米では現在までに10年以上も自動車のセキュリティの研
究開発活動が進められており、今後、日本国内でも欧米の
知見を生かした技術開発が必要とされる。本講演では、
欧米と協調あるいは競争するべきポイントを整理した上で、
自動車のセキュリティの技術開発力について議論する。

倉地  亮
名古屋大学
大学院情報科学研究科
附属組込みシステム研究センター 特任准教授

システムズエンジニアリングや MBSE に取り組みながらも、
結果がでなくて困っている企業が多い。
本講演では、システムズエンジニアリングや MBSE を実践
するときに陥りやすいミスや、実践のポイントを紹介する。

白坂  成功
慶應義塾大学大学院
システムデザイン・マネジメント研究科 准教授

外部のネットワークと繋がるコネクテッドカーの時代には、
自動車へのサイバ ー攻撃が重大な問題となる。
本講演では、車載制御システムの現状を踏まえ、
今後必要となるセキュリティ技術を紹介する。

芳賀 智之
パナソニック株式会社
先端研究本部
知能化モビリティプロジ ェクト室 セキュリティ技術研究課
主任研究員

車載制御システムを保護するセキュリティ技術

Applying Big Data Technology to Automotive 
Measurements
Due to the continuous increase in complexity in automotive 
technology driven by assistant systems and autonomous 
driving and the need to dramatically increase efficiency in the 
calibration and validation of these systems become more and 
more challenging. With new hardware interfaces the resulting 
flood of data is about 10 ‒ 100times of the amount we are used 
to. For being able to manage and gaining further value out of 
the data it is necessary to use Big Data technology. 
The measurement data has to be enriched with context 
information to receive new insights by applying data analytics

Robert Schmitt
ETAS GmbH
ENA

SpreadEnG  -- スプレッドシートによるMbSE と展開

MbSE を現実に開発業務に導入・適用する際にはモデリ
ングという大きな困難があり、この解決は MbSE を
展開・推進する上でも大きな課題です。
今回はその解決に向け、皆様がお使いである Excel と
いうユーザフレンドリーな環境から SysML などでの
モデリングを可能にする SpreadEnG について発表いた
します。

宮下 尚 
サイバネットシステム株式会社 / Maplesoft
Director, MbSE

自動車システムへのメッセージ認証導入
における課題と対策
AUTOSAR より公開されている Secure On-board 
Communicationモジュールを利用してメッセージ認証を実
現する際の課題（Freshness Value の管理方法、暗号鍵の
管理方法、セキュリティ強度の妥当性検証など）と、それ
らの課題への対策方法を紹介します。

杉山 歩
株式会社ヴィッツ
組込セキュリティPF 開発部
組込セキュリティPF 開発室 室長

Robert Bosch GmbH, Dr. Michael Fausten

Automated driving is on the rise all araound the word. Not only traditional OEM are investigating this technology. Moreover many new players are entering the scene.
AD technology considerably will change the architecture of vehicles. However, the impacts of AD technology are not limited to the vehicle itself.
New powerfull fail operational electronic architectures will be applied to handle a hughe amount of data, new technologies as artificial integlligence and deep learning are being investigated 
in order make vehicles behave reasonably and safely under all circumstances. Connected data will be used to enhance the vehicles horizon of knowhow or to remotely update the vehicle software in case needed. 
Model based development and simulation are required to handle complexity and road release.
Development tools and methods for embedded systems need to keep pace with these technical trends in order to enable the market introduction of Automated Driving. 
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FEV で最近開発 された、RDE の排出ガス量評価をモデルで
行う手法を紹介 します。
1D車両シミ ュレーションと実 験計画手法を活用して、
エンジン・車両 に対して最も厳い走行パターンを机上で
評価可能となりました。

熊谷 知久
エフ・イー・ ヴイ・ジャパン株式会社
プロジェクトマネージャ

RDE 規制に対応する車両排気の仮想開発


