
KAWANOE WEEKLY 
H，27. .5. 26 

NO.43 

プラハにて油彩谷晶子

ロータリーに輝きを

2014-2015年度国際ロータリー会長
ゲイリ-C.K ホアン

管業主/
E会 長佐々木敬史

・幹 事宮内哲 也

・会報委員長 三 木秀 二

・例 会 日 毎 週 火 曜 日

12: 10-13: 10 

・例会場四国中央商工会議所

電話 58-3530
FAX 58-6294 

・事務局四国中央商工会議所

電話 58-3530

先進予防安全技術の発展

谷 裕ニ

数年前の卓話で自動車の自動運転やプレーキアシスト等安全技術についてお話をさせて頂く機会

がありましたが、わずか数年でブレーキアシスト装着率は急増し、事故件数低減にも効果を発揮し

ており、その概要についてまとめた記事をご案内させて頂きます。

ミリ波レーダーや赤外線レーダ一、カメラからの情報を元に、前方の障害物や車両への衝突が避

けられないとECUが判断すると、自動ブレーキを作動させて車両を減速または停止させる「衝突被

害軽減プレーキ」。

車両前方に取り付けたミリ波レーダーやカメラ、先行車と走行レーンを認識・判断し、あらかじ

め設定した速度内で車間距離を保ちながら追従走行する「アダブティフ。ルクルーズコントローlレ」。

前方を監視する車載カメラで道路上の車線を分ける白線や黄線を認識し、走行中に車線から車両

が逸脱しないよう操舵を補助する「レーンキーピング」。

これらに代表される先進予防安全技術は、ほんの10年ほど前まで、極論すれは高級車のための"

快適装備"だった。比較的安価な 2リッタークラスや軽自動車の一部に設定されるケースはあった

ものの、装着するには非装着車に対して20万円前後の追加費用が必要となることが多く、手には届

みどりと自然を大切に
- ー園田島復、予



きにくい高嶺の花だったといえよう。

しかしそれも、 2009年を境に、完全停止可能なシステムが認可され、しかも安価に入手可能になっ

てからは、状況が一変する。先進予防安全技術を設定する車両での装着率が5~Jを超え、設定車両

の販売台数そのものも押し上げるようになったからだ。

この流れは、特に軽自動車やコンパクトカーでは機能を限定したより安価なシステムが開発・採

用されたことで瞬く聞に広まり、設定車種・グレードも急増。今や先進予防安全技術は、売れるク

ルマ作りの"十分条伶"ではなく"必要条件"となっている。

政府も先進予防安全技術の普及を協力に後押ししている。 1991年に iASV(先進安全自動車)推進

計画」が発足して以来、その技術開発・実用化・普及に産学官が連携して取り組んでいるが、 2014

年度からは自動車事故対策機様(NASVA)が「予防安全性能アセスメント」を開発し、衝突被害軽減

プレーキ及び車線逸脱警報の性能をテスト。その結果の公表を開始した。

また2015年までに事故後24時間以内の交通事故死亡者数を3000人以下、死傷者数を70万人以下に

減らすことを目標設定。さらに2020年までには、車両安全対策によって、事故後30日以内の交通事

故死者数を2010年に対して1000人削減することを目標に掲げている。こうしたことから、交通事故

発生件数は2004年の95万2709件をピークに減少を続け、 2014年には57万3465件と、 10年前に対して

約6割の水準にまで下がっている。(ガレージア2015年 4・5月号より)

人的要因(ヒューマンエラー)による交通事故が約9割と言われています。前方や周囲を良く見て

いなかった場合が約73%、判断のミスが約18%、運転技術や操作ミスは約 8%程度です。先進予防

安全技術の装着車が増えることで、さらに交通事故が減ることを期待したいですが、あくまでも運

転サポートであることを忘れてはいけません。

交通事雄発生紙況の纏穆
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出席報告

1.出席会員(54名中)

2. 出席免除

3. 当日出席率

4.前々回補足修正率

(メイクアップ会員)

山内会員

(5/8 伊予三島RC) 

会長の時間

33名

l名

62. 26 % 
96. 23 % 

・宇和島RC創立 75周年記念式典について

委員長の時間

・ 「ロータリーの友~ 5月号要点紹介

雑誌委員長 三谷 進一会員

・出席報告 石川 豊和 会員

会務報告

1.観音寺東ロータリークラブ

①5月26日(刈 18:30 ~ 夜間例会

*観音寺グランドホテルにてメーキャップ

受付 (10: 00 ~ 14 : 00頃)
②6月 23日制 18:30 ~ 夜間例会

*観音寺グランドホテルにてメーキャップ

受付(10: 00 ~ 14 : 00頃)

③ 6月初日(刈休会(定款第 6条より)

*メーキャップ受付なし

2.ハイライトよねやま 182 

3. 2015年5月・ 6月近隣クラブ例会のお知

らせ(出席委員会)

ニコニコニュース

佐々木…①5月 16日凶字和島RC創立 75
周年記含ぷ棋に、宮内幹事、高畠会

員と共に参加させて頂きました。僅

か23名で運営され、和気藷々とし

た中にも歴史を感じさせられる式典

でした。

②記念講演講師、 宇和島出身のリ

ハビリ医酒向正春(さこうまさは

る)先生 (NHKrプロフェッショ

ナル仕事の流儀』第200回にも登場)

の著書『あきらめない力』にサイン

を戴きましたので。

宮内哲… 5月 16日宇和島ロータリー 75周

年に会長と高畠さんと行ってきま

した。高畠さんのお話しの時間も

あり、大変格調高い周年でした。

それと、 5月 15日に川之江紙商

組合の総会が無事行えました。

石川隆…野球同好会よりです。

今日火曜日は、野球の練習の日で

す。 18: 00より丸住様テニスコー

トにて行います。参加者のメンバー

が固定ぎみですので、そろそろ皆

さん練習参加お願いします。

石川豊… 5月 14日闘に、AEDの講習会

を消防の救急救命士 2名の方に弊

社に来ていただいて行いました。

コスモステレビの取材もあり、 A

EDの普及活動にひと役かえまし

た。コスモスチャンネル初出演で

す。

石原…大遅刻。慌てるとロクなことあり

ません。申し訳ありません。

高畠… 5月 16自国会長、幹事さんと共

に宇 和島ロータリークラブ創立

75周年記念式典に参加し、お祝

辞を述べて来ました。字和島クラ

ブは四国で 6番目に古い(昭和

15年創立)戦前創立クラブで、

字和島を故郷に持つ私としては感

激の一日でした。会長、幹事さん

には、その折、足の具合の悪い私

を気遣って自宅までの往復を文字

通りドアからドアへの 「特別運送」

を実行して頂き、お蔭で道中 「燃

料切れの事故もなく J無事帰宅で

き、大いに助かりました。

本当に有難うございました。

= 谷…前回ゴルフで背中が痛いのは地面

を削って打ったのが原因と思って

いましたが、胆石の痛みと分かり

ました!時代と景気が変わると胆

石も動くことが分かりました?

矢野…種をまいていたら、ひとり芽が出

たようであります。石川澄会員様、

ありがとうございます。



卓話 (国際奉仕委員会担当)

「瀬戸内海の今」

三好 重忠会員

近隣RCの例会日

5月 28日同観音寺RC
(観音寺商工会議所)

5月28日同新居浜RC
(リーガ新居浜)

5月 29日陰)伊予三島RC
(三島商工会館 4F) 

6月2日(刈観音寺東RC
(観音寺グラン ドホテル)

6月2日(刈新居浜南RC
(リーガ新居浜)

例会プログラム

6月2日仰

(親睦活動委員会担当)

出席表彰・誕生祝

新旧ガパナー補佐来訪
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