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１．はじめに

ンなどのキーワードが共起するものに加え、ドライバ

自動車を取り巻く環境が大きく変化している。自動

ーや人とインターフェース、インタラクションやコミ

車が誕生したのは今から 200 年以上前の 1769 年とさ

ュニケーション、HMI、人間工学などが共起するもの

れており、最初は蒸気機関で動くものであった。その

とした。収集対象は 2001 年以降に発表された英語で

後、1800 年代終盤にガソリンエンジン車が発明され、

記載された Article および Conference Paper とした。

1900 年代になると自動車の量産化が進められた。
そし

該当する論文数は概ね 8000 件であった。

て近年ではハイブリッド自動車や燃料電池自動車、電
気自動車などといったパワートレインの多様化による

２．自動車内装に関するマクロ動向

環境負荷低減、さらには高度交通管制システム（ITS）

自動車内装に関する論文発表数の年次推移を Fig.1

や車車間通信、コネクテッドカーなど、外部との情報

に示す。本稿では 2001 年以降の学術文献を収集して

の授受に係る技術の高度化も進んでいる。また高度運

いるが、収集を開始した 2001 年時点で既に年間 200

転支援システム（ADAS）や自動運転技術によって、

件以上の論文が発表されている。その後論文数は増加

自動車の制御が人の手を離れようとしている。

傾向を示すが 2011 年頃から飽和する傾向にある。

このような自動車の変革は、ユーザーにとって特に
800

身近な自動車内装および自動車とドライバーのインタ
ーフェース（以下、内装とする）にも影響を与えるも

600

要素も多いが、技術的に進化すべき点も多いものと考
えられる。そこで、技術的な観点から自動車内装に対
し、どのような研究開発がなされており、それがどの

論文数

のと考えられる。自動車内装に関してはデザイン的な

400

200

ように変化してきたかを知るために、学術文献をリソ
ースとした分析を試みた。
自動車内装に係る学術文献の収集にはエルゼビア出
版の学術文献データベース Scopus を利用した。収集
対象としては、タイトル、要約あるいはキーワード中
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Fig,1 自動車内装関連論文数の推移

に自動車に係るキーワードを含み、かつ内装やキャビ
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国別に見た場合の研究論文数上位 10 か国を Fig. 2

無人飛行機の操作

運転タスク、注意力

に示す。図中、2001 年から 2012 年までの論文数を青
で、それ以降の論文数を赤で示した。また図中の括弧
内の数字は 2013 年以降の論文比率（％）である。
国別に見た場合、論文数が圧倒的に多いのは米国で
あり、次いでドイツ、中国、日本、イギリスとなって
いる。近年の論文比率でみると、中国がその数を急速
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に伸ばしていることが分かる。また韓国やイギリスな
ども比率が高くなっている。なお、Scopus の集計機能
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Fig. 3 自動車内装関連論文のクラスター解析結果

ルフロリダ大学（77 件）などとなっている。収集した
論文が自動車内装ということもあるが、民間企業が上

Fig.3 中、クラスターが密集している周囲を赤の破

位に多く登場するケースは珍しい。日本に関しては東

線で、また複数の密集領域を色つきの影で囲っている

京大学が 42 件で最も多い。

が、これはおおよその研究領域を識別するためのアイ
キャッチである。
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3 つの領域に分かれている。クラスター解析の中央よ
り上側にはヒューマン・マシン・インターフェース
（HMI）を中心とした研究が見られ、ジェスチャー認
識インターフェースやシミュレータを利用した脳パタ
ーンの視覚運動負荷分類などに関する研究が含まれて
いる。HMI と近接する研究領域としては、運転タスク
やドライバーの注意力に関連する研究、運転支援や衝
突防止、あるいはハンドル等の把持に係る研究などが
ある。

2001～2012年発表
2013年以降年発表

中央より下側には車内環境に係る研究が集積してお
り、とくに車内のノイズ・音質と空調に関連する研究

Fig. 2 自動車内装関連研究における主要国

が多いことが分かる。そのほか、車内における有機性
揮発物質（VOC）やパティキュレートなどに係る研究
や振動に係る研究、快適性のデザインに関する研究な

３．自動車内装関連論文のクラスター解析

どが見られる。

自動車内装に関連する研究の全体像を俯瞰するため、

解析結果右下には内装に係る材料研究が見られ、例

収集した学術文献のクラスター解析を行った。クラス

えば機械的強度向上を目的とした複合材料や織物・編

ター解析では解析対象とする文書情報の特徴量を評価

物、熱硬化性樹脂などがある。また、関連して衝突に

し、文書相互の類似度に基づき可視化している。類似

よる障害に係る研究も見られる。

度評価には論文のタイトルおよび要約を用いた。クラ
スター解析結果を Fig. 3 に示す。

自動車内装に係る研究開発トレンドを、クラスター
解析結果を用いて可視化した結果を Fig.4 に示す。な
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お、
Fig.4では学術文献の密度が高い領域を赤で示し、

同様に空調領域についてキーワードの変化を確認す

順次黄色、緑、青の順に低くなっている。また各年次

ると、fuel consumption や electric vehicle、solar

区間の比較を行いやすくするため、最大値を統一して

radiation などのキーワードが順位を上げており、
パワ

いる。

ートレインの変化への対応に加え、空調によるエネル

自動車内装に関連する研究推移をみると、
2000 年代
前半では車内のノイズや音響に関する研究が多く行わ

ギー消費の抑制に係る研究が行われていることが分か
った。

れていたことが分かる。その後 2000 年代後半になる

HMI 領域におけるキーワード変化に着目すると、
近

と、
HMI を中心としたインターフェース関連研究も活

年では gesture recognition や mobile device、graph-

発になってくる。さらに 2009 年以降では ADAS やス

ical user interface などが上昇している。スマートフォ

テアリングに関連した研究も多くなっている。なお、

ンの普及などにより、自動車の HMI にも変化が訪れ

ノイズや空調といった車内環境の研究については継続

るものと考えられる。

して論文発表がなされており、快適性とインターフェ
ースの両面で研究が進められていることになる。
４．主要な自動車メーカの研究領域
自動車内装に関連する論文を発表している主要な自

2001～2004

動車メーカを Fig.5 に、またその研究領域を Fig.6 に

2005～2008

示す。
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Fig. 5 自動車内装論文における主要な自動車メーカ
全体

Fig. 4 クラスター解析による研究トレンドの可視化
自動車内装に係る研究領域中、継続的な研究がなさ
れているノイズや音響領域での年次による質的な違い

自動車メーカ
interface

assembly

を明らかにするため、
2012 年までとそれ以降のキーワ

steering

ードの出現頻度の違いを確認した。その結果、当該領
域では electric vehicle や NVH（Noise, Vibration,

EV,HEV
noise

temperature

Harshness）
、ANC（Active Noise Control）などのキ
ーワードが 2013 年以降順位を急激に上げており、パ
ワートレインの多様化や快適な車内空間のための研究
が行われていることが分かった。

Fig.6 自動車メーカによる研究領域
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学術文献数で見た場合の主要な自動車メーカでは
Ford、GM と米国の企業が上位 2 社を占めており、こ

今回収集した論文中、各キーワードと共起する論文
数推移を Fig 7 に示す。

れに続くのは Volvo、Fiat、Renault などの欧州系メー
カである。
アジア勢では現代自動車が日産や本田技研、

50

トヨタなど日本企業より上位に登場している。
40

材料系の研究（クラスター解析結果右下）が少なく、
ノイズや空調などの快適性に関する研究が多くなって

論文数

自動車メーカによる研究領域で特徴的であるのは、

EV
Info/Entertainment
AR/VR
Autonomous Vehicle

30
20

いることである。またマシンインターフェースに関す
る研究も盛んである。上位３社の研究領域について以
下に概説する。

10
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（１） Ford Motor
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出版年

自動車メーカ中、最も論文数が多いのが Ford であ
る。Ford の研究はノイズ・音質に関わる領域と、衝突

2009

Fig.7 各キーワードと共起する論文数の推移

による障害に関連した領域で多くなっている。
（２）GM

いずれのキーワードも増加傾向にあるが、自動運転

GM の研究領域も Ford と同様、ノイズ・音質関係

はとくに 2013 年以降、急速に増加している。EV に関

と空調関連が多くなっている。そのほかではステアリ

しては、それよりもやや早く 2009 年頃から論文数が

ングに関する研究なども見られる。

増加している。Infotainment/Entertainment や AR/

（３）Volvo

VR に関しては徐々に件数が増加している状況にある。

Volvo に関しては上位 2 社とは異なり、HMI や衝突

以下に各キーワードを含む研究について概説する。

警告などの領域に多くなっている。
HMI 研究に関して
は、Fiat や BMW、Robert Bosch などとの共著論文

（１）Electric Vehicle

が複数見られる。HMI 領域では Adaptive Integrate

今後普及が進む可能性があるパワートレインとして

Driver Vehicle Interface（AIDE）などのキーワードが

の EV（含む HEV、PHEV）が関与する研究は Fig.8

見られるが、
これは欧州第 6 次フレームワーク
（FP6）

に示すようになっている。

のプロジェクトであり、複数の企業・研究機関からな
る先進的なドライバーアシスタンスシステム研究開発
HMI、運転補助等

を目標としたものであった。

５．自動車における変革と研究開発
自動車で生じている変革と内装の関連について明ら
かにするため、以下のキーワードに着目した。
・Electric Vehicle

騒音・空調等
快適性

・Infotainment/ Entertainment

材料

・Augment/Virtual Reality
・Autonomous Vechile/Drive

Fig.8 EV（含む HEV、PHEV）に係る研究
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自動車内装に係る EV 関連研究は、空調やノイズな
どの快適性に係る研究領域に多く見られる。ノイズに

（３）Augment/Virtual Reality
人とのインターフェースとして今後重要度を増す

関連する研究では sound design や interior noise など

と考えられる技術が拡張現実あるいは仮想現実である。

が取り上げられている。EV 化に伴う静粛性の向上に

これらのキーワードが自動車内装と共起する研究を

対応するための車内外の音の設計の必要性や、寄与す

Fig.10 に示す。

るノイズや振動の変化に関連する研究である。また空
HMI、運転補助等

調に関連する研究では、drive range や electric power
などのキーワードとの共起が見られる。これは EV 化
による廃熱の減少や空調による電力消費影響などに関
連する研究となっている。
（２）Infotainment/ Entertainment
自動車と通信技術の融合（自動車の情報化）は、車
内での情報量増大につながると考えられる。これと関

騒音・空調等
快適性

連する上記キーワードと内装の共起を可視化した結果

材料

を Fig.9 に示す。

：Augment Reality
：Virtual Reality

関連する論文がとくに集中しているのは HMI に関
連する研究領域であり、そのほか、運転タスクや注意

Fig.10 AR/VR に係る研究

力、あるいは運転支援といった研究領域に見られる。
HMI との共起においては、mobile device や driver

AR/VR に関する研究は HMI 関連領域、およびそれ

distraction といったキーワードとの共起が見られる。

と快適性の交わるような領域に多く登場している。こ

車内に搭載したタブレット PC などを介したジェスチ

れらの研究で見られる主要なキーワードとしては、

ャー等によるインタラクション、モバイルデバイスの

HMI や virtual object あるいは assembly などとなっ

普及による新たな車内タスクと将来的なインフォメー

ている。具体的な研究としては、例えば車載用 AR ヘ

ションシステム検討、あるいは車内への新しい機能の

ッドアップディスプレイやそれを用いた情報の複合化

追加による運転手の注意散漫を避けるためのガイドラ

など、情報の多様化への対応とそれに対する評価に係

イン等が研究されている。

る研究が見られる。そのほか、AR/VR を用いたデザイ
ン開発やシミュレータなど、設計や開発時の応用に関
する研究も見られる。

HMI、運転補助等

（４）Autonomous Vechile/Drive
現在の運転支援システム、さらにその先には自動車
の自動運転があるとされている。自動運転と自動車内
装が共起する研究領域を Fig.11 に示す。
自動運転に係る研究は、HMI、運転補助等の領域に
集中している。主要なキーワードとしては、HMI や

騒音・空調等
快適性

drive task、situation awareness などが見られる。
材料

HMI に関しては、自動運転車両の HMI 設計（自動

Fig.9 Infotainment/Entertainment に係る研究

から手動へと移行する際のフェーズを含む）や自動運
転中のドライバーへの運転状況通知などが研究されて
©2017 VALUENEX Japan Inc.

5

VN Technology Trend Watch（2017.2.14）

いる。また自動運転中に行う他の仕事や余暇における

減少することに起因した課題解決を目的としたものと

警告等での聴覚ディスプレイの有効性などに関する研

考えられる。また自動車の情報化や AR/VR では、如

究事例も見られた。
また人間の運転手がいない場合に、

何に多量の情報をドライバーに効率的に提示するかと

歩行者や自転車が如何に自動運転車両と相互作用する

いったことが一つの課題になっている。自動運転に関

かといった問題に関する検討事例も見られた。完全な

しては、自動運転中のドライバーへの警告や運転状況

る自動運転が実現するまでは、ドライバーは何らかの

の伝達などが検討されている。

形で運転タスクを負うことになり、それに対応するイ
ンターフェースや仕組みが必要になるのであろう。

ここに示した切り口は自動車内装の将来像を見るう
えではほんの一部に過ぎない。またステアリングやダ
ッシュボード、シートなど、自動車内装の要素別に見

HMI、運転補助等

た場合には、
それぞれに課題があるものと考えられる。
日本にとって自動車産業は基幹産業の一つであり、
今後も米国や欧州企業との競合が待っている。そのな
かで、
自動車における技術革新に対応した内装や HMI
の開発は重要なセールスポイントになるものと考えら
れる。学術文献という切り口で見た場合、日本の公的
研究機関あるいは自動車メーカの当該領域における活
性度は他国に比べて必ずしも高くないのが現状である。

騒音・空調等
快適性

欧州のような公的資金の投入やコンソーシアムの形成
材料

Fig.11

など、今後の日本での研究開発の活性化に期待する。

Autonomous Vechile/Drive に係る研究

６．おわりに
本稿では、
HMI や運転手と自動車のインターフェー
スを含めた自動車内装に関する研究開発動向について、
学術文献をリソースとして全体像を俯瞰するとともに、
自動車メーカの動向やいくつかの変革に係るキーワー
ドを含む研究について概説した。
自動車内装に係る研究トレンドとしては、車内のノ
イズや音質、あるいは空調に関する研究が継続的に行
われており、さらに HMI などの研究が増加している
状況にある。とくにこれらの領域は欧米の自動車メー
カからの論文発表が集中している領域であり、高い関
心を持っていることが分かる。他方、材料研究に関し
ては、自動車メーカは主体とはなっていない。
また EV や自動車の情報化、AR/VR、自動運転など
の切り口での自動車内装に係る研究についても触れた。
EV はノイズや空調など、自動車の快適性と関わる
研究と共起している。
これは EV 化による音源の変化、
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