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１．はじめに 

 19th International Technical Conference on the 

Enhanced Safety of Vehicles (以下ESVと記す)の国際会議の

中で行われた，学生安全技術コンペティションへの参加報告

をする．第 19 回目のESVは，米国ワシントンDCのHilton 

Washingtonにて開催された．大会主催者は，NHTSAというアメ

リカの組織で，Focal Pointとして，日本を始めとしてヨーロ

ッパを中心に数多くの国々が参加していた[1]．ESVでは，口頭

発表と展示が行われ，安全に関して数多くの自動車メーカー

や部品メーカー，またJASIC等の団体も参加していた．初日の

オープニングセッションでは，安全向上技術貢献に対する表

彰や各国の取り組み状況を発表していた(図１左参照)．日本

の取り組みについては，国土交通省の山崎氏がASVのプロジェ

クトを中心に発表していた．また，アワードの表彰も行って

おり，様々な分野において安全向上への貢献を行った研究者

が表彰されていた(図１右参照)．初日から多くの参加者があ

り，自動車における安全の意識の高さを感じた． 

  

Fig.1 19th ESV (Left: Opening ceremony, Right: Awarding 
ceremony) 

    
２．発表及びデモンストレーションについて 

 筆者らは，大会前日の日曜日の昼から会場入りし，日本チ

ームの展示ブースの設営を行った．展示ブースは，オースト

ラリア代表２チームと協議の結果，図 2 のように展示するこ

ととなった．また，デモンストレーション（以下デモと記す）

は場所を必要とするために，本番以外はデモを行うのではな

く展示物の前で説明を行うのみとなった．また，開場及び終

了時間が厳しく制限されてしまったため，現地での本番に向

けたデモンストレーションの練習を行うことができず，やや

不安を抱えつつも本番を迎えることになった． 
 本番は，学会 2 日目の火曜日であり，アジア・オセアニア，

ヨーロッパ，北米の順で行うため，日本チームの順番は最初

のはずであった．しかし，デモで広い場所を利用することか

ら最後の発表に変更になった．発表は 20 分で，Q＆A がある

と聞いていたが，大会主催者によるとなしということで，発

表を行うのみのやや一方的なものであった．PPT，パネル及

び実機を用いて発表を行い，デモは 3 人で行った(図 3 にチー

ムメンバーを記す)．デモでは，会場で利用している無線電波

との干渉のため，5 種類のうち 1 種類が思ったようにデモを

することができなった．しかしながら全体的には，ある程度

筆者らの提案するアイデアを伝えることができたと感じてい

る．後日，審査員の一人に伺ったところ，発表内容は伝わっ

ていたとの意見を頂くことができ，完璧ではないものの妥協

点であると感じている． 
 本番の最終発表以外は，筆者らは順番でブースに待機し，

学会参加者や他の展示者及び他チームに対する説明を行った．

この際，直接対話することで，様々な質問や助言等を受ける

ことができ，アイデアとしては非常におもしろいという感想

や，実機に搭載した時の大きさや見え方，太陽の光が強い時

や夜間時に対する対応も必要である等の助言を頂くことがで

き，非常に有意義な時間であったと感じている． 

  
Fig.2  Presentation (Left: Display, Right: Demonstration) 

 

 
Fig.3 Team member (Left: Takeki Ogitsu, Center: Naohisa 

Hashimoto, Right: Takahisa Kamikura)  

 
 
 



 

３．他チームの発表について 
 Student Competition では，日本チームの他，オーストラ

リア２チーム，ヨーロッパからスペイン，イギリス，そして

アメリカの２チームが出場していた． 
オーストラリアからは，Technology of University Sidney

から２チーム出ていた．同じ大学ではあるが，研究室や学科

等は全く違うということであった．１チーム目は，GPS を用

いた速度警告装置の提案であり，内容としては，GPS による

自車位置より，地図を参照し，その区域の制限速度を超えて

走行するとアクセルペダルに取り付けたバイブレーションが

作動し，アクセルペダルから足を上げることを促し，結果的

に速度の抑制を行うというものである．このシステムを構築

し，実際に実車にて評価を行っており，その結果とともに発

表を行っていた．デモでは，バイブレーションつきのアクセ

ルペダルと座席を用意し，実際に体感してもらってその反応

を得ていた．ISA など，速度を抑制する研究は数多く行われ

ているが，ペダルに直接取り付けるというアイデアは面白い

と感じた．２チーム目は，視界のデッドゾーンにおける安全

向上装置の提案である．内容としては，運転手において死角

となる場所にセンサを配置し，物体の検出を行うと同時に運

転手に注意を促し，衝突の危険がある場合，自動でブレーキ

を作動させるシステムの開発・提案と評価である．超音波セ

ンサを障害物検出用として利用し，速度制御では，マイコン

等は利用せず市販の速度警告装置とブレーキの油圧コントロ

ール装置を利用していた．約１ｍのスケールモデルを作成し，

障害物を検出すると自動的に停止するデモを行っていた．最

近，超音波センサを利用した警告装置が普及しており，あま

り目新しさを感じなかったが，完成度の高いスケールモデル

を作成し，コストにも留意している点はすばらしいと思った．

オーストラリアのチームは，ブースが隣ということもあり，

またブース設置の際の協力など非常に多くコミュニケーショ

ンをしたため，イベント時の手伝いや学会の情報の交換を行

うことができ，よい関係を築けた(図 4 参照)．２チームとも

働きながら，学生をしており，彼らからの研究・勉強に対す

る意欲の大きさを感じた． 
 ヨーロッパの１チームとしてイギリスから Loughborough
大学が来ていた．Loughborough のチームは，シートのヘッ

ドレストを可変にすることによって，首への負担を軽減する

システムの開発であった(図５参照)．自動車の事故の中で，最

も身近な症状として，むちうちがあり，その経済的損失に触

れながら，改善の重要性を主張していた．このシステムは，

やや低速の状況において，後ろから追突された場合すなわち

不意をつかれた場合において，ヘッドレストに取り付けられ

たセンサが人間の頭の動きを感知し，ヘッドレストを動かし

てむちうちを防ぐというものである．むちうちの現象や首の

筋肉などを実際に調査しながら，検討した結果のシステムで

あった．デモを見ると，若干ヘッドレストの動きが遅いよう

な気もしたが，評価結果としては首への負担軽減を実現して

いるということであった．実際のシートにシステムを構築し

ており，ヘッドレストが大きくなってしまうという欠点はあ

るが，コードや機器類はそれほど多くなく，システム化によ

って収めることが可能となっていた． 
 ヨーロッパのもう１チームは，スペインの Universidad de 
Valladolid であった．このチームは，チャイルドシートを対

象にしたラテラルエアバッグの開発と評価である(図6 参照)．
チャイルドシートは，日本でも義務化されるなど子供に対す

る安全向上が求められる中，チャイルドシートを利用する際

のラテラル方向の負傷が非常に多い背景に着目していた．ま

ず，シミュレーションで解析し，HIC と呼ばれる条件におい

て 59％の改善を行うことを可能としていた．実際にチャイル

ドシートを作成し，ダミーを利用して実験を行っていた．結

局このチームが１st プライズを勝ち取った． 
アメリカからは，Auburn と University of Virginia の２チ

ームが出場していた．Auburn チームは，ESC の設定の最適

化を目指すシステムの提案である．ESC による安全の向上の

効果は，非常に高いと実証されているが，自動車は，どこに

人が乗るか，また人や荷物による車体の重量の増減によって，

その特性が大きく変わってしまう．さらには，ESC の設定の

閾値もあらかじめ決められた設定のままである．そこで，こ

のチームは，車両の前後重量のバランスをスケールモデルで

変化させて，最適な ESC に向けての調整を可能とするモデル

の構築を行った．実際の車両で行う場合は，非常に手間がか

かるために，スケールモデルで行うことの優位性を見出して

いた．スケールモデルであるラジコンを改造し，重量を変更

できるよう工夫し実際にデモを行っている映像を見ることが

できた．スケールモデルは，非常に丁寧に作成してあり，実

験結果を無線の通信を利用することによってその結果を評価

していた． 
もう１チームの University of Virginia は，シートベルトの

システムであったが，われわれの直前の発表だったため，事

前準備の時間と重なってしまい見ることができなかった．さ

らに，発表後にすべてを片付けて帰ってしまったため，資料

等も手に入れることができなかった．このチームが特別賞を

もらっていた． 
 全体的に，Student Competition という初の試みではあっ

たが，非常に活気があり会場内でも盛り上がっていると感じ

た．研究室全体で行っている研究もあり， Student 
competition としてチームのみによる成果で行うのか研究室

全体として全員で行うのかやや明確ではないと感じた．しか

し，いろんな人と接する機会を持てたことは，筆者だけでな

く，他大学の学生にとっても非常によい経験になったと感じ

た．学生らしいアイデアだねといわれることも多く，アイデ

アの創出という意味でも非常に有意義な大会であると感じた． 

 
 
 



 

  
Fig.4 Members (Australia and Japan teams) 

 

    
Fig.5 Loughborough team (England) 

 

 
Fig.6 Universidad de Valladolid team (Spain) 

 
４．他展示及び口頭発表について 

 展示では，大きくカーメーカーと部品メーカーそして，規

格等の団体が出展していた．カーメーカーとしては，日本か

らトヨタ，本田が出展していた．海外のカーメーカーからは，

フォードやアウディが出展していた．アウディのブースでは

クラッシュ試験で利用した実際の試験車両が展示されており，

側突試験に対する安全性の高さをアピールしていた．衝突試

験は，映像や写真では見たことがあるものの，試験車両を間

近で見ることは，初めてであり，貴重な経験であった． 
 部品メーカーでは，ダミーを扱っている会社やボッシュや

ビジョン関係の会社が展示を行っていた．ダミーは，側面衝

突や前面衝突それぞれに対応する専用のものがあるらしく，

すべてのセンサを取り付けた販売価格はおよそ 1000 万とい

うことであった．衝突試験の際の非常に細かいキャプチャリ

ングをするための高速度カメラに関する会社が数多く展示し

ていた．また，衝突試験場を持っている試験機関も施設や装

備の内容をアピールしていた．この学会の特徴でもあるが，

部品メーカーのほとんどが，クラッシュや衝突試験に関する

ものであった． 
Exhibition と平行して，オーラルのプレゼンテーションの

セッションも行われていた．セッションは，16 のセッション

がありすべてが安全に関するものであり，安全の中でもパッ

シブセーフティ側に関する発表が主であった．Exhibition 会

場の筆者らのブースにて説明を行っていたため，ほとんどの

セッションに行けなかった．最終日の３つのセッションを聴

講したが，衝突安全のセッションが非常に人気であり満席で

立ち見が出るほどだった(図７参照)．  

 
Fig.7 Oral presentation 

 

５．おわりに 

 自動車技術会，ESVとしてもStudent Competitionは，初め

ての試みということで，準備や本番においての情報がやや少

なく，また突然の変更等，苦労した点も多少あった．しかし，

アドバイザーの元，学生として自ら企画し，アイデアから部

品の構成，コンペティションという発表など様々な経験を１

から積めたこと，また，世界の同じ分野同じ目標を持って同

じ経験をしてきた他の大学のチームとの交流，自動車メーカ

ーや部品メーカー，官公庁など自動車の研究に携わる方々と

接することができたことなど，本当に貴重な経験をすること

ができました．このような貴重な経験をすることができたの

も，様々な方々の協力があったからと思っています．日産自

動車の山ノ井様，国土交通省の山崎様，自動車技術会の岩田

様には様々な点において非常にお世話になりました．これか

らも，このようなイベントが開催されることで，学生の研究

意欲向上を目指し，自動車研究，自動車産業の活性化につな

がることを期待しています．残念ながら，私が学生として参

加することはありませんが，このようなイベントに関して，

機会があれば違う形での参加及び協力してきたいと思ってい

ます．次回，参加するチームの皆様は是非優勝を狙ってくだ

さい．応援しています． 
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