
大会プログラム 

 

本プログラムは 2017 年 4 月 5 日現在のもので，今後変更される場合があります．また，日韓シンポジウムのプロ

グラムについては現在調整中です．ACED を含めた詳細および最新のものは大会ウェブサイトを参照下さい． 

 

特別講演 

 6 月 1 日（木） 

 特別講演（1） 16:30〜17:30 B 会場：39-601 

   講演者： 遠藤 照昌 （トヨタ自動車 車両技術開発部 主査） 

 

 6 月 2 日（金） 

ACED 特別セッション 9:30〜12:00 B 会場：39-601 

- New trend of ergonomics and design towards cd society - 

特別講演（2）   

講演者： 持丸 正明 （産業総合技術研究所） 

  パネルディスカッション 

モデレータ：  持丸 正明 （産業総合技術研究所） 

パネリスト：   Yan Luximon 氏 (The Hong Kong Polytechnic University) 

  山岡 俊樹 （京都女子大学） 

下村 芳樹 （首都大学東京）  

 

 特別講演（3） 13:00〜13:45 B 会場：39-601 

講演者： Andrew Todd 氏 （IEA International Development Committee Chair，南アフ

リカ） 

 

 特別講演（4） 13:45〜14:30 B 会場：39-601 

   講演者： Jose Orlando Gomes 氏 （IEA 副会長，ブラジル） 

 

 特別講演（5） 14:30〜15:15 B 会場：39-601 

   講演者： 小谷 賢太郎 （ACED 大会長，関西大学） 

 

 6 月 3 日（土） 

 特別講演（6） 13:00〜13:45 A 会場：37-101 

   講演者： 坂下 哲也 （JAXA） 

 

 特別講演（7） 13:45〜14:20 A 会場：37-101 

  Ergonomics in Advanced Imaging Technologies 



   講演者： 河合 隆史 （早稲田大学） 

 

 6 月 4 日（日） 

 特別講演（8） 13:00〜13:40 A 会場：37-101 

   講演者： Ganguli 氏 （インド） 

 

 特別講演（9） 13:40〜14:20 A 会場：37-101 

   講演者： 交渉中 （中国） 

 

 

ACED 企画 

6 月 1 日（木） 

 IEA の紹介と ACED への期待   13:00～13:30 B 会場：39-601 

   講演者： 藤田 祐志 （IEA 会長） 

 

 アジアの人間工学紹介    13:45～16:15 B 会場：39-601 

紹介者： 13～14 のアジア諸国・地域から参加予定 

 

 6 月 2 日（金） 

シンポジウム：人間工学の普及・教育（仮題） 15:30～17:30 B 会場：39-601 

   司会者： 藤田 祐志 （IEA 会長） 

 

6 月 3 日（土） 

 ACED2017 Design Award Session 17:00〜18:00 I 会場：39-504 

 

 

学会企画 

 6 月 4 日（日） 

 ACED/JES 共同シンポジウム     9:00〜11:10 B 会場：39-601 

  Cooperation in Asia on certification of professional ergonomists 

   オーガナイザ： 福住 伸一 （NEC） 

 

 学生・若手向けの教育講演シリーズ  12:00～12:50 A 会場：37-101 

人間工学研究を進めるにあたり知っておいてほしい７つのこと（ランチセッション） 

講演者： 榎原 毅 （名古屋市立大学） 

 

 



一般企画シンポジウム 

 6 月 3 日（土）  

  A1（S） 9:00〜10:00 A 会場：37-101   

  Service Design   

   オーガナイザ： 山岡 俊樹 （京都女子大学） 

 

 F1（S） 9:00〜10:00 F 会場：39-401  

  人間工学専門家認定機構企画シンポジウム 

  人間工学専門家が抱える課題と成長－準専門家から専門家へ 

   オーガナイザ： 吉武 良治 （芝浦工業大学） 

 

 G2（S） 10:10〜11:10 G 会場：39-402  

  Modeling of Subjective Muscular Fatigue for Pushing Tasks  

   オーガナイザ： Lu Peng 氏  （Hunan Institute of Technology） 

 

 H4（S） 15:50〜16:50 H 会場：39-408 

  安全人間工学部会企画シンポジウム  

疲労と安全 ～疲労リスク管理（FRMS）の有効性と実践～ 

   オーガナイザ： 酒井 一博 （労働科学研究所） 

 

 6 月 4 日（日）  

 A6（S） 9:00〜10:00 A 会場：37-101 

  海事人間工学研究部会企画シンポジウム 

  超小型センサが切り開く、将来の海事研究 

オーガナイザ： 才木 常正 （兵庫県立工業技術センター生産技術部） 

 

 E6 (S) 9:00〜10:00 E 会場：39-508 

  Psychophysiology in Ergonomics (PIE) 

   オーガナイザ： 大須賀 美恵子 （大阪工業大学），三宅 晋司 （産業医科大学） 

 

 A7（S） 10:10〜11:10 A 会場：37-101 

  多様化する人間工学 

   オーガナイザ： 山岡 俊樹 （京都女子大学） 

 

 A8（S） 14:40〜15:40 A 会場：37-101 

  業種別人間工学アクションチェックリスト活用による職場環境改善のすすめ方 

   オーガナイザ： 小木 和孝 （大原記念労働科学研究所） 



 

 

委員会企画シンポジウム 

 6 月 3 日（土）  

 A3（S） 14:40〜16:10 A 会場：37-101 

  学会改革・戦略委員会企画シンポジウム 

  学会活性化のためのアクションプランを皆で議論しよう！ 

   オーガナイザ： 榎原 毅 （名古屋市立大学），吉武 良治 （芝浦工業大学） 

 

 A5（S） 16:20〜18:00 A 会場：37-101 

  編集委員会企画シンポジウム 

  良い研究を生み出すための学会誌の役割 

   オーガナイザ： 人間工学誌編集委員会 


