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Safety

•年間交通事故死者 33,561人(2012)※1

•年間人身事故 1,664,800件(2012)※1

•交通事故死は4歳から34歳迄の死因No.1

Mobility

•年間37億時間の渋滞による損失※4

•年間780億ドルの渋滞による経済損失※4

Environment

•50,709万トン/年の燃料消費(石油換算)※5
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2．背景

Safety

•年間交通事故死者 5,237人(2012)※1

•年間人身事故 629,021件(2012)※1

•死者の52.7%が65歳以上(2013) ※2

•交通事故による経済損失6.3兆円(2009)※3

Mobility

•年間32億時間の渋滞による損失※4

•年間9兆円の渋滞による経済損失※4

Environment

•6,773万トン/年の燃料消費(石油換算)※5

※1 ITARDA 交通事故の国際比較 (2012年)
（USAとの比較のため、交通事故の死者数は30日以内死者とした）

※2 警察庁 平成25年中の交通事故の発生状況
※3 内閣府 平成23年度 交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査報告書
※4 経済産業省 情報経済革新戦略
※5 GLOBAL NOTE 自動車エネルギー消費量 国際比較統計・推移

社会的なニーズ1．ITS/自動運転への期待
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巨大な大きさのデータの集まりのことで、コンテンツとしては数値やテキスト、画像全てを含む
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・新コンセプト
・新技術創出

新産業への期待 （BigData活用）
2．背景
1．ITS/自動運転への期待 つながる車、BigData活用
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自動走行中のドライバーや
同乗者に様々な情報を提

供 自動走行に必要な情報を、タイムリー、セキュアーに配信

L.D.M.

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://tctechcrunch.files.wordpress.com/2011/06/twitter1.png&imgrefurl=http://jp.techcrunch.com/archives/20110630twitter-3200-million-tweets/&usg=__AZtWqBGMglEZ1w-_UcbLdbG9upU=&h=256&w=256&sz=27&hl=ja&start=2&sig2=RuDqLkEnY-c3icFLJHEumA&zoom=1&tbnid=FbMT-lNSzauZsM:&tbnh=111&tbnw=111&ei=AcBATozfO4fwmAX__tXPCQ&prev=/search?q=twitter&um=1&hl=ja&lr=&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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安全技術ロードマップ

★ナイトビジョン

★LKAS

★CMBS

★ナローオフセット
★ポップアップフード

★運転席SRS

★コンパチボディー
★ i-SRS

★助手席SRS

★歩行者保護

★LaneWatch
★Rear Wide Camera

技
術
進
化

1990 2000 2010 2020

★運転席SRS

知能化、つながる

安全を確保

安全を創出

ぶつからないクルマ 『事故ゼロ』

危険を回避

★ CTBA（レーザーレーダーAEB ）
＋誤発進抑制機能 被害を軽減

★車車間/路車間通信

★i-ACC

★進化型CMBS

先進安全運転支援システム

ドライバーの五感によるセンシング能力を
先進技術によるセンシング機能で強力にサポート

発表

自動運転システム

全方位安全システム

２．運転支援技術の現状
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外界の検知情報をベースに

運転支援や事故回避をサポートする先進安全運転支援システム

• 衝突軽減ブレーキ（CMBS）

• 誤発進抑制機能

• 路外逸脱抑制機能

• 歩行者事故軽減ステアリング

回避支援

• 渋滞追従機能付ACC

• LKAS（車線維持支援システム）

• 先行車発進お知らせ機能

• 標識認識機能

未然防止 • マルチビューカメラシステム

• リアワイドカメラ

• パーキングセンサーシステム

• 後退出庫サポート

• ブラインドスポットインフォメーション

• レーンウォッチ

前方安全 側方安全

後方安全

© Honda R&D Co., Ltd.  All rights reserved.

２．運転支援技術の現状（自立）



未然防止

回避支援

衝突軽減ブレーキ (CMBS) 誤発進抑制機能路外逸脱抑制機能歩行者事故低減ステアリング

対 歩行者対 クルマ

世界初 日本初

! ホッ

LKAS（車線維持支援システム）先行車発進お知らせ機能 標識認識機能渋滞追従機能付ACC

アダプティブクルーズコントロール

発 進
ポーン

加減速

車線に沿うよう

ステアリング操作をサポート

© Honda R&D Co., Ltd.  All rights reserved.

２．運転支援技術の現状（自立）



14MY 安全運転コーチング

Internavi Floating Car Data(FCD)を活用、安全運転に必要な「気付き」を提供

安全運転への気付き支援

この先急減速多発交差点です
安全確認お願いします。

安全への心掛けありがとうございます

Honda Cloud Sever

2013/9/5 リリース済み
新型FIT以降から適用

◆支援機能
１．急減速多発交差点 注意喚起
２．安全運転フィードバック(※internaviPOCKETのみ）

Upload
フローティング カー デー

タ

急減速多発交差点の特定
（信号のない交差点のみ抽

出）

日本全国：14,094地点

internavi会員

200万以上

◆安全運転コーチング

Internavi POCKET

Internavi Car Navigation

Download
急減速多発交差点データ

安全運転コーチング２．運転支援技術の現状（通信利用）
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信号情報活用運転支援システム

■実証実験

栃木県宇都宮市にて大規模実証実験を実施
安全に関わる車両挙動の変化
燃費改善効果、交通流への影響を検証中

■システム概要

道路側インフラから配信される信号情報を活用
し、走行状況と信号の状況に応じて
以下の３つの支援を行うことで、信号のある交差
点での円滑な運転を支援

■期待する効果

支援によって交差点通過の際に
不必要な加減速が減り、交差点
事故の未然防止や実用燃費の
改善が期待される

加速度分布比較

加速が緩やかになり
定速走行が増加

実用燃費比較

※ データはプレテスト結果

２．運転支援技術の現状（通信利用）
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自車位置

<走る>
パワートレイン

<曲る>
ステアリング

<止まる>
ブレーキ

レーザー
レンジファインダ

ステレオカメラ

前方/後方
ミリ波レーダー

側方
ミリ波レーダー

予定軌道高精度地図交通情報
地図更新

カメラ＋レーダー FUSION

高精度GNSS＋INS

外界認識
車両制御

平常軌道

緊急回避

状況判断（人工知能）

360°レーザー FUSION

３．自動運転技術の現状 自動運転システム構成例
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SAFESPOT Technical Platforms

and Local Dynamic Maps

Christian Zott, Robert Bosch GmbH

出典：
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Dynamic Map の概念 車両システム

静的

動的
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認知

操作

ﾏｯﾌﾟ ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ

知識
経験

判断

Dynamic Mapが協調ITSの「総合的データベース」として、欧州を中心の標準化

や
欧米民間企業による実用化が検討されており、どう連携するかが重要© Honda R&D Co., Ltd.  All rights reserved.

Dynamic Map３．自動運転技術の現状

協調領域

http://www.watchover-eu.org/download/WO_SF_workshop/015_SF_WO_workshop_Session_2.pdf


３．自動運転技術の現状

協調領域

自動走行でのITS電波活用の具体事例(案)

道路からの先読み情報 自動運転車による情報収集・再配信

隊列走行合流・車線変更箇所
Ａ後続直進車
Ｂ進路変更車 ①車線変更時に後続直進車に

対して車線変更リクエストを送信

②後続直進車はレスポンスを返し
車間を空けるように制御を実施

③進路変更車は安全スペースを
自立センサで確認して車線変更
制御を実施

安全でスムーズな合流・車線変
更を実現

自立センサでは検知できない先の情報を道路より取得
することで円滑な自動走行を実現

Ａ情報再配信車
Ｂ自動走行車

１．自動走行車のセンサで路上
障害物などのハザード情報を収集し、
道路に送信

（路側センサの補完）

隊列車両間で自動制御情報を相互交換し、
隊列走行を実現

２．道路より取得した対向車側の
先読み情報をある地点で対向車
両に対して再配信 （主に緊急時
の路側サービスの補完）渋滞多発点(サグ部)での

推奨の車間時間や速度

(車線変更を伴う)規制情報
道路設計情報
(曲率／勾配)

GPS遮蔽域での
位置補完情報

※平成25年8月 オートパイロットシステムに関する検討会 資料より

合流車の情報

出典：JAMA（日本自動車工業会）



ITS-Tokyo および 国会議事堂前自動運転を経て

より実用化に近い公道走行を一般公開

疎 or 既知 ←── 走行環境・認知レベル ──→ 密 or 未知

走

行

速

度

・

制

御

の

難

易

度

協調型自動運転

自動バレーパーキング

ITS東京ショーケース

国会議事堂前
自動運転

クローズドでの自動運転

高速道路での自動運転

高速道路自動運転システム

2013

2013

2014

極

低

速

低

速

高

速

一般道での自動運転
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３．自動運転技術の現状 Hondaの自動運転技術への取り組み

http://www.its-jp.org/wp-content/uploads/2011/05/2013tokyo_logo.png
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＜開催期間＞
■ 展示

■ テクノロジーショーケース

■ 論文 / セッション等

：9月8日（月）～11日（木）

：同上

：同上

ITS World Congress Detroit

DSRC通信

■ 独自Showcase コンセプト

交通弱者も含む協調コンセプトで
全方位安全技術を提示

高速道路での
高度な自動運転技術を提示

“Reinventing Transportation in our Connected World”
「つながる世界で、あらたな交通の創生へ」

© Honda R&D Co., Ltd.  All rights reserved.

３．自動運転技術の現状



高速道路自動運転システム デモ

4ルート：M10→i94→i75/i375 (全長12.5km)

所要時間 およそ15～20分

M10

ｉ94

ｉ75

ｉ75 ｉ375

デトロイト ダウンタウン 環状高速道路合 流

分 岐 車線変更

車線維持

高速道路での 「合流」、「分岐」、「車線維持」、「車線変更」を公道試乗

Automated Highway 
Driving System

© Honda R&D Co., Ltd.  All rights reserved.

9月8日(月）から10日(水）の3日間で
US/日本のVIP、メディア等、合計88名のお客様にご試乗頂いた
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４．まとめ

『ITS/自動運転』による目指す社会

黎明期：安全運転支援システムの進化➭事故が無い社会
普及期：交通流制御の可能性➭渋滞解消、定時性、省資源
成熟期：AD中心の新たな交通社会➭自由な移動の実現

『自動運転車 』実現に向けた技術的な取り組み

競争領域：Localization、走路環境認識、Pass Planning etc.
協調領域：異業種連携や、官民学連携による取り組み

V2X、HMI、Security、Dynamic Map
実証実験(専用テストコース、高速道路、一般道）

『自動運転車 』実現に向けた法的/社会的な取り組み

国際基準：国際道路交通協約との整合
ドライバーとシステムの役割、責任区分

国際標準：欧米との協調による標準化活動
受容性： 社会受容性、ドライバーや他の交通参加者の受容性

保険制度

© Honda R&D Co., Ltd.  All rights reserved.




