
路面 / 車両に対する衝撃レベル
　路面に対する衝撃レベル，車両の高剛性部位に対する衝撃レベル
を調査する。日本の技術基準および自動車アセスメント（J-NCAP）
歩行者頭部保護試験で採用されている質量 4.5 kg の大人歩行者頭部
インパクタを使用して，路面への衝撃実験，そして車両の高剛性部
位 2 箇所に対する衝撃実験をそれぞれ行った。
　路面への衝撃実験では，大人頭部インパクタを路面へ自由落下さ
せ計測を行った（最大速度 19.5 km/h に相当）。その際の落下高さは
150 cm に設定した。落下高さの選定については，生産労働人口とな
る 13 歳以上の日本人の平均眼高は 153 cm（人間生活工学研究センタ
ー）であり，頭部重心位置は眼高より数センチ低いことによる。なお，
落下高さが 150 cm と高いため，従来のケーブル付属のインパクタを
使用した場合，ケーブルが頭部インパクタの落下軌跡に影響を与え，
結果として加速度波形もその影響を受ける可能性が考えられる。そ
こで，図 2 に示すケーブルがないデータ収録装置（KYOWA DIS－
503A）を大人頭部インパクタに取付け，本実験に使用することとした。
頭部インパクタ重心位置には，3 軸方向の加速度計が装着されている。
加速度計については，現在，技術基準において使用されている小型
のオイル式減衰型加速度計（Kyowa ASE－A－500）を装着した。

　車両に対する衝撃実験では，軽貨物車両を供試車両とし，打撃位
置は図 3 に示すように高剛性部位 2 箇所（(a)A ピラー，(b) カウルト
ップ）とした。車両に対する頭部インパクタの衝突速度は 40 km/h と
した。頭部インパクタの衝突角度に関して，(a)A ピラーについては実
験当時の日本の技術基準 * において定められている 1 Box に対する衝
突角度に則し水平面から 50 度，(b) カウルトップでは水平とした。車
両衝撃実験では (c) 大人頭部インパクタを使用するが，データ収録装
置は定置型を使用した。加速度計については，J-NCAP において使
用されているオイル式減衰型加速度計 (Kyowa AS－ 500HA) を装着し
た。

　近年，日本における交通事故死亡者のうち歩行者の占める割合は最
も高く，その対策が急務とされている。対策を講じるためには，車両
と歩行者の衝突状況を把握する必要がある。そこで，交通事故調査，
車両衝撃実験，路面衝撃実験を実施し，歩行者の衝撃レベルの解明を
試みた。

交通事故調査
　日本の歩行者交通事故において，60 歳以上の歩行者の占める割合
は約 7 割（2012 年）となっている。そこで，60 歳以上の死亡歩行者
について頭部を損傷主部位とした場合の加害部位を調査したところ，
車両走行速度が 31 km/h 以上では，主に車両との衝突が原因となっ
ている。他方，30 km/h 以下の低速度衝突では，路面との衝突が原因
で亡くなっているケースが約 5 ～ 6 割を占めている（図 1）。このよ
うに，歩行者頭部に対する加害部位として車両ならびに路面が挙げら
れることから，頭部が車両・路面と衝突する時の衝撃レベルをそれぞ
れ把握する必要がある。

　　　
　　ケーブルがないデータ収録装置を使った歩行者頭部衝撃レベルの計測
	 	 	 	 	 	 	 	 	

　図 1 損傷主部位が頭部で 60 歳以上死亡歩行者の加害部

　　　 （車両／路面）分布（（公財）交通事故分析センター 2009）
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　図 2 落下実験の状況ならびに大人頭部インパクタ（ケーブルなしデータ収録装置使用）
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　ケーブルのない小型データ収録装置を使用した本計測装置では，
実験現場においてケーブルの取り回しの必要がないため実験準備に
かかる時間の短縮が可能であった。一方，センサーと計測器を結ぶ
ケーブル付きの計測システムについては，相当数の実験を繰り返す
とケーブル自体が損傷し，データが計測不能となるケースも過去経
験した。また，ケーブルが車体と衝突する際にノイズが生じること
もあった。ケーブルがない計測システムを使用した場合，そのよう
な事象が発生する可能性も低いことが推察される。
　データ収録装置そのものを移動体に組み込むシステムは，従来不
可能とされた実験形態を含む多種多様な実験計測を可能とし，知の
創造と共に世の中へ広く貢献できることが期待される。

　路面および車両に対し衝撃を行った際の衝撃力と変位の関係を HIC
（Head Injury Criteria：頭部傷害基準）と共に図 4 に示す。衝撃力は，
頭部インパクタの質量に頭部インパクタに作用した 3 軸合成加速度を
乗じて算出した。変位は，同 3 軸合成加速度を 2 回積分して求めた。
HIC は，3 軸合成加速度を積分し求められる。路面への衝撃では，
変位量が小さく（6 mm），衝撃力が高く（29 kN），HIC は 6525 とな
った。一方，車両の高剛性部位については，路面衝撃の結果に対し
て変位量が大きく（37 ～ 43 mm），衝撃力が低く（9 ～ 13 kN），HIC
は 2660 ～ 4032 となった。尚，車両安全に関する世界の基準認証分
野では，一般的に安全基準の閾値として HIC1000（重篤以上の頭部
傷害が発生する可能性 16 % に相当）が採用されている（一部例外を
除く）。本実験結果から，頭部が路面へ衝突する場合，車両の高剛性
部位に衝突する場合に比べ，頭部への衝撃状況はより厳しくなること
が推察される。

　図 3 高剛性部位に対する車両衝撃実験
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　図 4 路面／車両衝撃時の衝撃力，変位量，HIC
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※本文中の敬称は省略させていただきました。
※掲載の図，写真などは 独立行政法人 交通安全環境研究所 自動車安全研究領域　主席研究員　松井 靖浩 様にご提供いただきました。
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