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FISITA 2010 Student Congress に参加して 

 

皆木 亮 （東京大学 工学系研究科 電気系工学専攻 堀 洋一研究室） 

 

研究分野： 電気自動車、制御工学、モーションコントロール、パワーエレクトロニクス 

 

 

 

 

 

1．FISITA Student Congress とは 

FISITA Automotive Congressは1947年にフランス・パリで開催

されて以来、2 年に 1 回開かれる自動車技術の国際会議である。

参加者は自動車メーカー、部品供給メーカー、研究機関、設計者、

政府機関と幅広い。Student Congress は Automotive Congress

と同時開催されるアカデミック中心の国際会議である。もちろん、

学生が Automotive Congress に参加するも可能であり、熟練した

研究者や技術者と交流を深め、研究ディスカッションできることが

大きなメリットである。今年は、ハンガリー・プダペストで開催され

た。 

2．学会会場と大まかなスケジュール 

学会会場はドナウ川沿いにある ELTE University Congress 

Center (UCC)にて開催された。（図 1） 参加者はプダペスト市内

の地下鉄やトラム（図 2）を利用して、会場を目指す。学会の大ま

かなスケジュールを表 1 に示す。 

 

図 1. 学会会場(UCC) 

 

図 2． プダペスト市内のトラム 

表 1. 学会スケジュール 

5 月 30 日 ウェルカムレセプション 

5 月 31 日 開会セレモニー、プレナリーレクチャーズ 

          テクニカルセッション、学会コンサート 

6 月 1 日 プレナリーセッション、テクニカルセッション 

6 月 2 日 プレナリーセッション、テクニカルセッション 

          バンケット 

6 月 3 日 テクニカルセッション、閉会セレモニー 

プダペスト工科経済大学へ訪問 

 

3．学会風景 

3.1. テクニカルセッション 

テクニカルセッションは、以下の８部門から構成されていた。学

会参加者は各セッションに分かれて、研究発表を聞き、質疑応答

形式でディスカッションする。発表件数において、企業は A 部門

の環境に優しい自動車、大学は C 部門の車両テストシミュレーシ

ョン解析が一番多かった。私は D 部門の安全技術セッションに参

加し、研究発表した。 

A. Environmentally friendly vehicles 

B. Vehicle design and Development 

C. Test, simulation and calculation methods of vehicles 

D. Safe on roads 

E. Intelligent systems in road traffic 

F. Buses, trucks and heavy vehicles 

G. Vehicle standards, regulations, legislation 

H. Efficient production and operation of vehicles and components 

 

図 3. 学会風景 

顔写真 
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3.2. 技術展示 

学会会場を出て、図 1 の左側に写っている白いテントにおいて、

技術展示があった。企業は車両や車両部品等の製品を展示し、

大学は車両展示とポスターによる研究紹介があった。各社とも環

境問題に対する意識が強いと感じた。今後益々、技術の差別化

や新しい付加価値を付けた製品開発が予想される。図 4 は BMW

社の Efficient Dynamics をキーワードとした車両である。コンセプト

は環境に優しい車両技術と快適な運転をサポートする技術を搭

載した車である。軽量ボディ、エアロダイナミクス、エンジン設計に

加え、回生ブレーキや走行状態に応じたインテリジェントなエンジ

ンのON/OFF制御により、低燃費でCO2排出量の少ない車両技

術。また、リアタイヤの左右トルク差、電動パワーステアリングやサ

スペンションをアクティブに制御し、車両運動を安定化させること

により、快適な運転を支援するシステムが搭載されていた。 

 

図 4. BMW 社の展示車(Efficient Dynamics) 

 

一方、大学ブースにおいては、プダペスト工科経済大学

(BUTE)のハイブリット車両を紹介する。（図 5） 車両は水素エンジ

ンとリチウムイオンバッテリー、キャパシタを搭載したハイブリットで

ある。リア側に水素エンジン、フロント側にリチウムイオンバッテリ

ー（白箱）、キャパシタ（青色の筒束）がマウントされている。また、

後輪にそれぞれ、インホイールモータを搭載している。キャパシタ

はバッテリーに比べて、高出力であるため、停止時から発進時へ

の駆動トルクに利用している。 

 
図 5. BUTE のハイブリット車 

 

図 6. リア側にマウントされた水素エンジン 

 

図 7. リチウムイオンバッテリー、キャパシタ 

 

4．プダペスト工科経済大学(BUTE)訪問 

 BUTE は、ヨーロッパの中で最も大きな技術教育機関の１つであ

る。企業との人事交流が盛んで、大学の研究資金は企業が大半

を負担しているとのこと。自動車技術分野では、ITS、車両間通信、

車両制御、インテリジェントアクチュエータ、車両テスト装置等、幅

広く研究されていた。大学内は、Zsolf Szalay さん(図 10)に案内し

て頂きました。図8 は車両内のECU 間通信に用いる CAN 通信試

験機である。試験機のフロントパネルにあるスイッチやレバーがア

クセルやブレーキ等を模擬し、PCモニタは自動車のインパネを模

擬している。図 9 はインホイールモータの研究風景である。BUTE

は日本の大学に比べて、企業の研究に近いテーマが多い。もう

少し、学生主体のテーマがあった方が良いと思いました。 

 

図 8. CAN 通信試験機 
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図 9. インホイールモータの実験風景 

 

図 10. プダペスト工科経済大学訪問 

（左 : 皆木 , 右 ： Zsolf Szalay 氏） 

 

5．ドナウの真珠 

 学会は朝 8 時から始まり、18 時くらいに終了する。6 月のプダペ

ストは、夜 21 時くらいまで明るい。学会終了後、3 時間は観光でき

る。プダペストは２つの世界遺産を擁し、その美しさからドナウの

真珠と称されている。１つは国会議事堂（図 11）、英雄広場（図

12）、市民公園を結ぶアンドラーシ通り(2002年に世界遺産登録)。

英雄広場の中央にそびえる高さ35mの建国記念碑の頂上には大

天使ガブリエル像、弧を描いて広場を囲うように列柱が造られ、歴

代王や英雄の像 14 体が収められている。もう１つはプダペストの

象徴となる、くさり橋～王宮の丘である。図 13-(a)は王宮の丘にあ

るブダ王宮、(b)のくさり橋はヨーロッパを縦横するドナウ川に架か

る橋の中で最も美しいと言われている。ドナウ川はナイトクルーズ

で夜景を楽しむことができる。1 日の疲れが癒されました。 

 

図 11. プダペストの国会議事堂 

 
図 12. 英雄広場 

 

(a). ドナウ川とブダ王宮 

 

(b). くさり橋 

図 13. プダペストの夜景 

 

6．おわりに 

 国際学会を通して、様々な国の方々と時間を過ごしました。学会

セッションのみならず、Coffee Brake や Lunch においても、お互い

研究や国の話をしました。本学会は自動車技術のテーマを幅広く

網羅しているので、新しい研究展開を求めている学生達にとって、

有意義となるはずである。この体験を活かして、今後の研究活動

を発展させていきたい。 
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