
「モビリティの社会的価値」が大きな転換期を迎えようとしているなかで、未来を見据え
「自由な移動の喜び」と「豊かで持続可能な社会」との実現をめざすHondaの挑戦。

視点2

安全運転支援から、自動運転へ

「自動運転」が拓く未来。

視点1

気候変動問題、エネルギー問題との対峙

水素社会を、現実に。
P9 P13

モビリティの、未来へ。
特集
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Hondaが描く水素エネルギー社会

電力で水を電気分解してつくった水素を貯蔵しておき、電力

ピーク時や災害による停電時にFCVから電力を供給するな

ど、非常時にも社会に貢献できるエネルギーとして活用が

期待されています。

Hondaは、FCVの環境性能の追求はもとより、FCVだか

らできる「楽しさ」や「喜び」といった魅力に溢れたモビリティ

の提案とともに、持続可能な社会に貢献する新たな可能性

を創出しています。このようなFCVを中心に「つくる・つかう・

つながる」というコンセプトの実現に向け、幅広いステーク

ホルダーと連携し、将来の水素社会を支える技術・製品の実

用化に取り組んでいます。

「つくる・つかう・つながる」をコンセプトに
地球規模の気候変動問題や新興国などでの大気汚染問

題が深刻化するなかで、自動車の環境性能に対する社会の

要求は年々厳しさを増しています。今後、日米欧の先進国市

場では、燃費・CO2排出量などに関する規制がさらに厳格化

されていく見通しです。

Hondaは、こうした規制強化に的確に対応しながら持続可

能な交通社会の発展に寄与していくために、ガソリンエンジン

の低燃費化をはじめ、ハイブリッド、プラグインハイブリッド、

電気自動車（EV）など、さまざまな環境技術の研究開発を推

進してきました。この技術ロードマップの頂点に位置する“究

極のエコカー”として、1980年代後半から積極的に研究開発

を進めてきたのが、水素と酸素を化学反応させ、発生した電

気でモーターを回して走る燃料電池自動車（FCV）です。

FCVは、EVと同様に走行中にCO2を一切排出しないの

はもちろん、EVの課題とされる1チャージでの航続距離や

燃料充填時間などにおいても、現在のガソリン車と同等の

使い勝手が可能です。そのため、近距離のコミューター用

途にとどまらず、中距離～長距離の移動手段としても活用

することができます。

さらに、FCVの燃料となる水素は、天然ガスや石炭から取

り出す以外にも水の電気分解など多様な手段で製造でき、

輸送や貯蔵もできるため、次世代の有望なエネルギーとし

て期待されています。例えば、再生可能エネルギーの余剰

視点 1　気候変動問題、エネルギー問題との対峙

「Honda FCV CONCEPT」
によるイメージ

水素社会を、現実に。

本田技研工業株式会社
執行役員

三部 敏宏

Hondaは、クルマ社会の未来に向けて、水素をエネルギーとし、CO2や排出ガスを一切出さない究極のエコカー
「燃料電池自動車（FCV）」の実用化に世界に先駆けて取り組んできました。化石燃料に依存しない社会の実現を
めざし、水素で発電して走るFCVへの注目が高まり、日本では、水素インフラ整備に向けた政府・産業界による取
り組みも活発化しています。Hondaは、「つくる・つかう・つながる」のコンセプトのもと、水素エネルギーの活用
のあり方を社会に提案していきます。そんな水素社会の実現に向けたHondaの取り組みを、四輪事業本部 執行
役員の三部敏宏が語ります。

太陽光などで水から水素をつくる
「スマート水素ステーション（SHS）」

水素をつかって発電し、排気ガスを
一切出さずに走る「FCV」

FCVと家庭や公共施設をつないで
電力を供給する「外部給電器」
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「環境性能」はもちろん「走る楽しさ」を追求
Hondaは、2002年、FCVとして世界で初めて米国で米

国環境保護庁およびカリフォルニア大気資源局の認可を取

得した燃料電池自動車「FCX」を開発し、米国と日本でリー

ス販売しました。また、2003年には氷点下でも始動できる

世界初の燃料電池スタックを開発するなど、世界のFCV開

発を技術面でリードしてきました。

加えて、2007年には、環境性能などの技術面だけでな

く、革新的なセダンタイプのパッケージや異次元のドライ

ブフィールなど、Honda車のアイデンティティでもある「走

る楽しさ」「移動する喜び」を追求した「FCXクラリティ」を発

表しました。

その後継モデルとして2014年11月に発表した「FCV 

CONCEPT」は、従来型に比べて出力密度を約60％向上さ

せ、100kW以上という高出力を維持しながら33％の小型化

を実現した新開発の燃料電池スタックを採用しています。そ

の結果、「FCV CONCEPT」は、環境性能・走行性能はもち

ろん、クルマの居住性、ユーティリティなどにおいても、最高

レベルの完成度を備えたFCVになったと自負しています。

Hondaでは、このコンセプトモデルをベースにした新型

FCVを、2015年度中に日本国内で販売し、その後、米国や

欧州へと展開する予定です。

幅広いパートナーと連携して水素社会を支える
仕組みを構築

FCVの普及には、水素ステーション網の整備が不可欠で

す。その実現には、より安価で環境負荷の少ない水素燃料

の製造・輸送・貯蔵技術の確立や、水素の取り扱いに関する

法規制の見直しなど、水素エネルギーの活用を促進してい

くための環境整備が必要です。

そこでHondaでは、水素社会の実現に向けた産業界・行

政・研究機関などのプロジェクトに積極的に参加して政策

立案に資する情報提供や提言を行うほか、「つくる・つかう・

つながる」というコンセプトのもと、エネルギー産業や自治

体などのパートナーと連携し、水素エネルギーを有効活用

するための仕組みづくりに取り組んでいます。

具体的には、水素を「つくる」取り組みとして、Honda独自

の高圧水電解システムを用いた「スマート水素ステーション

（以下、SHS）」を岩谷産業株式会社と共同開発し、2014年9

月にさいたま市東部環境センターに、同年12月に北九州市

エコタウンセンターに設置しました。現在は、それぞれの自

治体、岩谷産業と共同実証実験を進めています。

SHSは、高圧水電解システムを採用することで従来の商用

水素ステーションに不可欠だったコンプレッサー（圧縮機）を

不要にしたほか、徹底した省スペースを推し進めた結果、主

要設備をコンテナサイズ（3.2m×2.4m×2.4m）にパッケー

ジ化することに成功しました。これにより、約１日で設置でき

るうえ、水道水と電源があれば水素を生成することができる

ため、商用水素ステーションの整備までに時間を要する地域

にも容易に導入できます。また、エネルギーの地産地消や再

生可能エネルギーの活用にも対応しており、さいたま市では

ごみ焼却発電、北九州市では太陽光発電を使って水素を製

造しています。

これらのプロジェクトでは、水素エネルギーを「つかう・つ

ながる」ための取り組みとして、Hondaの現行の燃料電池

自動車「FCXクラリティ」と、燃料電池スタックで発電した電

力を取り出せる「外部給電器」を活用しています。この外部

給電器を用いて、FCVから家庭に電力を供給するV2H

（Vehicle to Home）や、公共施設などに設置された蓄電池

に継ぎ足し充電するV2L（Vehicle to Load）の実証実験を

進めており、FCVを活用した電力ピークカットの可能性や災

害時の非常用電源としての実用性などを検証しています。

Hondaでは、このような実証実験を国内外のより多くの自

治体で展開していく計画です。さらに、海外での水素ステー

ション普及に向けたプロモーション活動もいっそう強化して

いきます。

Hondaは、これからも「つくる・つかう・つながる」の具現

化を通じて、水素エネルギーの活用促進や再生可能エネル

ギーの有効活用を実現していきます。そして、FCVをはじめ

とする魅力的なモビリティの開発はもちろん、これまでの自

動車メーカーの枠を超えた多彩な環境技術や製品・ソ

リューションを駆使して、豊かで持続可能な社会の実現に

貢献していきます。

環境規制の厳しさに加えて長距離ドライブのニーズが
高い米国および欧州主要国は、CO2を排出せず、1チャー
ジでの航続距離の長いFCVにとって有力な市場です。この
欧米市場でのFCV展開を視野に入れ、Hondaは早くから
水素ステーションの普及促進などに力を注いでいます。例
えば、米国では、2002年からカリフォルニア州ロサンゼル
スで、ソーラー水素ステーションの実証実験を実
施。さらに2010年には、一般家庭への導入も可能
な小型・低騒音・低コストの進化型ステーションの
実験を米国内においていち早く開始しました。

一方、欧州でも、ドイツや英国の「H2 Mobility」、
英国をはじめ欧州数カ所で展開される「HyFIVE

（Hydrogen For Innovative Vehicles）」など、複
数のFCV／水素供給インフラ普及プロジェクトに
参加。とくに英国の工場では、太陽光発電による
水電解式大型水素ステーションを国・自治体と共

同で設置・運用しています。この施設は、再生可能エネル
ギー由来の水素を商業スケールで供給可能にした英国初
の水素ステーションです。

これからも現地の産業界や世界の主要な自動車メー
カー、水素サプライヤーと連携しながら、欧州での水素ス
テーション網構築に取り組んでいきます。

Photography courtesy of cwp

TOPICS

欧米市場でのFCV展開を視野に水素ステーションの普及促進に注力

つかう

つくる
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水素社会に向けた開発の歴史
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月にさいたま市東部環境センターに、同年12月に北九州市

エコタウンセンターに設置しました。現在は、それぞれの自

治体、岩谷産業と共同実証実験を進めています。

SHSは、高圧水電解システムを採用することで従来の商用

水素ステーションに不可欠だったコンプレッサー（圧縮機）を

不要にしたほか、徹底した省スペースを推し進めた結果、主

要設備をコンテナサイズ（3.2m×2.4m×2.4m）にパッケー

ジ化することに成功しました。これにより、約１日で設置でき

るうえ、水道水と電源があれば水素を生成することができる

ため、商用水素ステーションの整備までに時間を要する地域

にも容易に導入できます。また、エネルギーの地産地消や再

生可能エネルギーの活用にも対応しており、さいたま市では

ごみ焼却発電、北九州市では太陽光発電を使って水素を製

造しています。

これらのプロジェクトでは、水素エネルギーを「つかう・つ

ながる」ための取り組みとして、Hondaの現行の燃料電池

自動車「FCXクラリティ」と、燃料電池スタックで発電した電

力を取り出せる「外部給電器」を活用しています。この外部

給電器を用いて、FCVから家庭に電力を供給するV2H

（Vehicle to Home）や、公共施設などに設置された蓄電池

に継ぎ足し充電するV2L（Vehicle to Load）の実証実験を

進めており、FCVを活用した電力ピークカットの可能性や災

害時の非常用電源としての実用性などを検証しています。

Hondaでは、このような実証実験を国内外のより多くの自

治体で展開していく計画です。さらに、海外での水素ステー

ション普及に向けたプロモーション活動もいっそう強化して

いきます。

Hondaは、これからも「つくる・つかう・つながる」の具現

化を通じて、水素エネルギーの活用促進や再生可能エネル

ギーの有効活用を実現していきます。そして、FCVをはじめ

とする魅力的なモビリティの開発はもちろん、これまでの自

動車メーカーの枠を超えた多彩な環境技術や製品・ソ

リューションを駆使して、豊かで持続可能な社会の実現に

貢献していきます。

環境規制の厳しさに加えて長距離ドライブのニーズが
高い米国および欧州主要国は、CO2を排出せず、1チャー
ジでの航続距離の長いFCVにとって有力な市場です。この
欧米市場でのFCV展開を視野に入れ、Hondaは早くから
水素ステーションの普及促進などに力を注いでいます。例
えば、米国では、2002年からカリフォルニア州ロサンゼル
スで、ソーラー水素ステーションの実証実験を実
施。さらに2010年には、一般家庭への導入も可能
な小型・低騒音・低コストの進化型ステーションの
実験を米国内においていち早く開始しました。

一方、欧州でも、ドイツや英国の「H2 Mobility」、
英国をはじめ欧州数カ所で展開される「HyFIVE

（Hydrogen For Innovative Vehicles）」など、複
数のFCV／水素供給インフラ普及プロジェクトに
参加。とくに英国の工場では、太陽光発電による
水電解式大型水素ステーションを国・自治体と共

同で設置・運用しています。この施設は、再生可能エネル
ギー由来の水素を商業スケールで供給可能にした英国初
の水素ステーションです。

これからも現地の産業界や世界の主要な自動車メー
カー、水素サプライヤーと連携しながら、欧州での水素ス
テーション網構築に取り組んでいきます。

Photography courtesy of cwp

TOPICS

欧米市場でのFCV展開を視野に水素ステーションの普及促進に注力

つかう

つくる

つながる

水素社会に向けた開発の歴史
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FCX-V1(1999)
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燃料電池車の
開発
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開発
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持続可能なモビリティ社会をめざして
昨今、いわゆる「自動運転」が世界的に注目されている背

景には、大きく社会・経済という二つの面におけるグローバ

ルな課題があると考えています。

社会面の課題としては、ここ数年、新興国のモータリゼー

ションが進展し、世界的に交通事故数が増加していることが

挙げられます。一方、先進国では事故件数自体は減少してい

ますが、減少率が低下し、手詰まり感がある状態です。また、

世界では年間約120万人が交通事故で亡くなっており、そ

の約9割がドライバーの操作ミスといわれています。

加えて先進国、とりわけ地方においては、高齢化によって

移動の自由がままならない、いわゆるモビリティ・プアの課

題解決手段としても自動運転の実現が期待されています。

経済の面からいうと、日本では交通事故による経済損失

は6.3兆円に上ります※。また、渋滞による時間の損失や燃料

消費量も考え合わせると膨大な経済的ロスが生じていま

す。このように、経済性、さらにいえばエコという観点からも

自動運転が果たす役割は大きいと考えています。

こうした課題認識をもとに、Hondaはこれまで、“ぶつから

ないクルマで事故ゼロ”を掲げ、「予防安全」「衝突回避」「衝

突安全」に貢献する数々の先進の安全運転支援技術を具現

化してきました。また、2014年には、今後発売する四輪車に

搭載していく主要な安全運転支援技術の総称を「Honda 

SENSING」/「AcuraWatch」と名づけ、2020年までの安全

技術ロードマップ（→P51）を示しました。そして、このロード

マップの右上には、「安全運転支援」を超える新しいモビリ

ティの価値をつくるという意思を込めて、「自動運転システ

ム」と明記しています。
※ 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」

「ASIMO」の高度なロボティクス技術を活用
自動運転をめざして、現在、世界では自動車メーカーだけ

でなく、ITやエレクトロニクスなどの異業種も含めた開発競

争が起こっています。各社ごとに注力ポイントは異なります

が、自動運転の「コア技術」と呼ばれる4つの技術領域で競

い合うことは間違いないでしょう。

一つはデジタル地図やGPSなどを使ってクルマの現在地

を認識する「ローカライゼーション」技術です。そして、複数

のカメラやミリ波レーダー、レーザーレーダーなどを融合し

て道路状況や他車両、歩行者などを認識する「走路環境の

認識」技術、さらに、これらの技術の認識結果をもとに、目的

地までの最適な経路を導く「パス・プランニング」技術と、安

心・快適な移動を実現するための「車両制御」技術。この4つ

の技術の進展度合いによって、自動走行が可能な走路環境

や、天候、交通状況が決まります。

これらの技術を開発していくうえで、Honda最大のアドバ

ンテージは、二足歩行ロボット「ASIMO」で培った技術の蓄積

です。現在地や周囲の状況を認識しながら机や椅子などを自

律的に避けながら歩くASIMOには、高度な制御技術やセン

サー技術、メカトロニクスなどを融合したロボティクスの最先

端技術が活用されています。このASIMOの開発スタッフが、

Hondaの自動運転技術の開発にも携わっており、例えば高速

道路での自動走行時には、単にまっすぐに走るだけではなく、

「合流」「分岐」「車線維持」「車線変更」など、自動運転に求めら

れる技術を高度化していくうえで大きな力を発揮しています。

Hondaは、2014年9月、これまで培ってきた高度安全運転

支援技術および自動運転技術を、米国で開催された「ITS世

界会議デトロイト2014」において独自デモとして実施しまし

た。安全運転支援技術「Honda SENSING」/「AcuraWatch」

と専用近距離無線通信技術「DSRC」を組み合わせた高度安

全運転支援技術や、高速道路での合流や分岐、車線変更を

含めた自動走行を披露しました。これは近い将来、高速道路

上の自動運転を実用化するというHondaの意思表示です。

官民連携のマップづくりなどに積極的に参加
高速道路上の自動運転や一般路の自動運転の実現では、

同業他社や異業種、官庁などとの、いわゆる協調領域での

取り組みが今後重要になってきます。

一般道には、歩行者も自転車もいます。また、交差点や信

号のほか、白線のレーンも引いてあったりなかったりするな

ど、道路環境の複雑さは高速道路の比ではありません。こう

した環境で自動運転を実現するためには、通信を通じて外

部からリアルタイムの地図や先々の道路状況の情報を得る

ことが必要です。また、完全な自動運転が実現した時に事故

が起こったら、その責任はどこにあるのかといった法整備も

併せて進めていく必要があります。つまり、自動運転の実現

には、コア技術を独自に磨き、安全性や走路環境の認識精

度などを競う「競争領域」と、外部との連携によって道路やデ

ジタル地図などの社会インフラ、法整備を整えていく「協調

領域」の双方の活動を進める必要があるのです。政府の

「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）自動走行シス

テム研究開発計画」で進められている「ダイナミックマップ」

の研究は、協調領域の代表例の一つといえます。Hondaは、

独自の研究開発はもちろん、世界的な官民連携の取り組み

に積極的に参加することで、国際基準に基づく自動運転の

実現をめざしていきます。

自動運転にもHondaらしい
モビリティの喜びを

現在、Hondaを含むさまざまな企業・団体は、将来のクル

マの姿として、移動型の書斎やリビング、会議室やエンター

テイメント空間といった構想を打ち出していますが、強調し

ておきたいのは、Hondaは、自動運転の時代が到来しても、

これまでドライバーがパーソナル・モビリティに求めてきた

価値――運転する楽しさやワクワクする感覚、あるいは目的

地を決めずにドライブそのものを楽しむような過ごし方を

今後も提案し続けていくということです。

“いつでも、どこでも、誰でも、行きたいところに行ける”、

そんな「自由な移動の喜び」を提供しながら、交通事故も渋

滞も環境汚染もない、いわば社会・経済・環境面でのプラス

の影響を究極まで高めたモビリティが、Hondaのめざす「自

動運転システム」です。

「自動運転」が拓く未来。

株式会社本田技術研究所
四輪R&Dセンター

上席研究員

横山 利夫

パーソナル・モビリティが周囲の交通状況などを判断しながら自動運転する時代の到来は、Hondaがめざす「事
故ゼロ」のモビリティ社会が現実に近づくことを意味しています。しかし、誰もが目的地まで安全に到達できる利
便性の一方で、自動運転の時代には、Hondaがモビリティに込めてきた運転の楽しさやドライブに出かけるワク
ワク感といった価値が失われてしまう懸念もあります。これからの時代の自動運転をHondaはどう捉え、どのよ
うな価値創造に結びつけていくのか――。（株）本田技術研究所 四輪R＆Dセンターの横山利夫が語ります。

視点 2　安全運転支援から、自動運転へ
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持続可能なモビリティ社会をめざして
昨今、いわゆる「自動運転」が世界的に注目されている背

景には、大きく社会・経済という二つの面におけるグローバ

ルな課題があると考えています。

社会面の課題としては、ここ数年、新興国のモータリゼー

ションが進展し、世界的に交通事故数が増加していることが

挙げられます。一方、先進国では事故件数自体は減少してい

ますが、減少率が低下し、手詰まり感がある状態です。また、

世界では年間約120万人が交通事故で亡くなっており、そ

の約9割がドライバーの操作ミスといわれています。

加えて先進国、とりわけ地方においては、高齢化によって

移動の自由がままならない、いわゆるモビリティ・プアの課

題解決手段としても自動運転の実現が期待されています。

経済の面からいうと、日本では交通事故による経済損失

は6.3兆円に上ります※。また、渋滞による時間の損失や燃料

消費量も考え合わせると膨大な経済的ロスが生じていま

す。このように、経済性、さらにいえばエコという観点からも

自動運転が果たす役割は大きいと考えています。

こうした課題認識をもとに、Hondaはこれまで、“ぶつから

ないクルマで事故ゼロ”を掲げ、「予防安全」「衝突回避」「衝

突安全」に貢献する数々の先進の安全運転支援技術を具現

化してきました。また、2014年には、今後発売する四輪車に

搭載していく主要な安全運転支援技術の総称を「Honda 

SENSING」/「AcuraWatch」と名づけ、2020年までの安全

技術ロードマップ（→P51）を示しました。そして、このロード

マップの右上には、「安全運転支援」を超える新しいモビリ

ティの価値をつくるという意思を込めて、「自動運転システ

ム」と明記しています。
※ 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」

「ASIMO」の高度なロボティクス技術を活用
自動運転をめざして、現在、世界では自動車メーカーだけ

でなく、ITやエレクトロニクスなどの異業種も含めた開発競

争が起こっています。各社ごとに注力ポイントは異なります

が、自動運転の「コア技術」と呼ばれる4つの技術領域で競

い合うことは間違いないでしょう。

一つはデジタル地図やGPSなどを使ってクルマの現在地

を認識する「ローカライゼーション」技術です。そして、複数

のカメラやミリ波レーダー、レーザーレーダーなどを融合し

て道路状況や他車両、歩行者などを認識する「走路環境の

認識」技術、さらに、これらの技術の認識結果をもとに、目的

地までの最適な経路を導く「パス・プランニング」技術と、安

心・快適な移動を実現するための「車両制御」技術。この4つ

の技術の進展度合いによって、自動走行が可能な走路環境

や、天候、交通状況が決まります。

これらの技術を開発していくうえで、Honda最大のアドバ

ンテージは、二足歩行ロボット「ASIMO」で培った技術の蓄積

です。現在地や周囲の状況を認識しながら机や椅子などを自

律的に避けながら歩くASIMOには、高度な制御技術やセン

サー技術、メカトロニクスなどを融合したロボティクスの最先

端技術が活用されています。このASIMOの開発スタッフが、

Hondaの自動運転技術の開発にも携わっており、例えば高速

道路での自動走行時には、単にまっすぐに走るだけではなく、

「合流」「分岐」「車線維持」「車線変更」など、自動運転に求めら

れる技術を高度化していくうえで大きな力を発揮しています。

Hondaは、2014年9月、これまで培ってきた高度安全運転

支援技術および自動運転技術を、米国で開催された「ITS世

界会議デトロイト2014」において独自デモとして実施しまし

た。安全運転支援技術「Honda SENSING」/「AcuraWatch」

と専用近距離無線通信技術「DSRC」を組み合わせた高度安

全運転支援技術や、高速道路での合流や分岐、車線変更を

含めた自動走行を披露しました。これは近い将来、高速道路

上の自動運転を実用化するというHondaの意思表示です。

官民連携のマップづくりなどに積極的に参加
高速道路上の自動運転や一般路の自動運転の実現では、

同業他社や異業種、官庁などとの、いわゆる協調領域での

取り組みが今後重要になってきます。

一般道には、歩行者も自転車もいます。また、交差点や信

号のほか、白線のレーンも引いてあったりなかったりするな

ど、道路環境の複雑さは高速道路の比ではありません。こう

した環境で自動運転を実現するためには、通信を通じて外

部からリアルタイムの地図や先々の道路状況の情報を得る

ことが必要です。また、完全な自動運転が実現した時に事故

が起こったら、その責任はどこにあるのかといった法整備も

併せて進めていく必要があります。つまり、自動運転の実現

には、コア技術を独自に磨き、安全性や走路環境の認識精

度などを競う「競争領域」と、外部との連携によって道路やデ

ジタル地図などの社会インフラ、法整備を整えていく「協調

領域」の双方の活動を進める必要があるのです。政府の

「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）自動走行シス

テム研究開発計画」で進められている「ダイナミックマップ」

の研究は、協調領域の代表例の一つといえます。Hondaは、

独自の研究開発はもちろん、世界的な官民連携の取り組み

に積極的に参加することで、国際基準に基づく自動運転の

実現をめざしていきます。

自動運転にもHondaらしい
モビリティの喜びを

現在、Hondaを含むさまざまな企業・団体は、将来のクル

マの姿として、移動型の書斎やリビング、会議室やエンター

テイメント空間といった構想を打ち出していますが、強調し

ておきたいのは、Hondaは、自動運転の時代が到来しても、

これまでドライバーがパーソナル・モビリティに求めてきた

価値――運転する楽しさやワクワクする感覚、あるいは目的

地を決めずにドライブそのものを楽しむような過ごし方を

今後も提案し続けていくということです。

“いつでも、どこでも、誰でも、行きたいところに行ける”、

そんな「自由な移動の喜び」を提供しながら、交通事故も渋

滞も環境汚染もない、いわば社会・経済・環境面でのプラス

の影響を究極まで高めたモビリティが、Hondaのめざす「自

動運転システム」です。

「自動運転」が拓く未来。

株式会社本田技術研究所
四輪R&Dセンター

上席研究員

横山 利夫

パーソナル・モビリティが周囲の交通状況などを判断しながら自動運転する時代の到来は、Hondaがめざす「事
故ゼロ」のモビリティ社会が現実に近づくことを意味しています。しかし、誰もが目的地まで安全に到達できる利
便性の一方で、自動運転の時代には、Hondaがモビリティに込めてきた運転の楽しさやドライブに出かけるワク
ワク感といった価値が失われてしまう懸念もあります。これからの時代の自動運転をHondaはどう捉え、どのよ
うな価値創造に結びつけていくのか――。（株）本田技術研究所 四輪R＆Dセンターの横山利夫が語ります。

視点 2　安全運転支援から、自動運転へ
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自動運転システム構成例

行動計画 車両制御

状況判断
（人工知能）

自車位置認識
（ローカライゼーション）

（走路環境の認識）

（パス・プランニング）

外界認識

交通情報・地図更新

高精度GNSS＋INS

高精度地図

360°レーザーFUSION
カメラ＋レーダーFUSION

予定軌道

曲がる
(ステアリング)

走る
(パワートレイン)

止まる
(ブレーキ)

地図 レイヤ

道路・交差点

動
的
情
報

静
的
情
報

ダイナミック
マップの
概念

リファレンス レイヤ 標識・信号

ランドマーク

規制・渋滞

事故

雨・霧

エリア レイヤ

フュージョン レイヤ

信号車両

自車両

持続可能なモビリティ社会をめざして
昨今、いわゆる「自動運転」が世界的に注目されている背

景には、大きく社会・経済という二つの面におけるグローバ

ルな課題があると考えています。

社会面の課題としては、ここ数年、新興国のモータリゼー

ションが進展し、世界的に交通事故数が増加していることが

挙げられます。一方、先進国では事故件数自体は減少してい

ますが、減少率が低下し、手詰まり感がある状態です。また、

世界では年間約120万人が交通事故で亡くなっており、そ

の約9割がドライバーの操作ミスといわれています。

加えて先進国、とりわけ地方においては、高齢化によって

移動の自由がままならない、いわゆるモビリティ・プアの課

題解決手段としても自動運転の実現が期待されています。

経済の面からいうと、日本では交通事故による経済損失

は6.3兆円に上ります※。また、渋滞による時間の損失や燃料

消費量も考え合わせると膨大な経済的ロスが生じていま

す。このように、経済性、さらにいえばエコという観点からも

自動運転が果たす役割は大きいと考えています。

こうした課題認識をもとに、Hondaはこれまで、“ぶつから

ないクルマで事故ゼロ”を掲げ、「予防安全」「衝突回避」「衝

突安全」に貢献する数々の先進の安全運転支援技術を具現

化してきました。また、2014年には、今後発売する四輪車に

搭載していく主要な安全運転支援技術の総称を「Honda 

SENSING」/「AcuraWatch」と名づけ、2020年までの安全

技術ロードマップ（→P51）を示しました。そして、このロード

マップの右上には、「安全運転支援」を超える新しいモビリ

ティの価値をつくるという意思を込めて、「自動運転システ

ム」と明記しています。
※ 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」

「ASIMO」の高度なロボティクス技術を活用
自動運転をめざして、現在、世界では自動車メーカーだけ

でなく、ITやエレクトロニクスなどの異業種も含めた開発競

争が起こっています。各社ごとに注力ポイントは異なります

が、自動運転の「コア技術」と呼ばれる4つの技術領域で競

い合うことは間違いないでしょう。

一つはデジタル地図やGPSなどを使ってクルマの現在地

を認識する「ローカライゼーション」技術です。そして、複数

のカメラやミリ波レーダー、レーザーレーダーなどを融合し

て道路状況や他車両、歩行者などを認識する「走路環境の

認識」技術、さらに、これらの技術の認識結果をもとに、目的

地までの最適な経路を導く「パス・プランニング」技術と、安

心・快適な移動を実現するための「車両制御」技術。この4つ

の技術の進展度合いによって、自動走行が可能な走路環境

や、天候、交通状況が決まります。

これらの技術を開発していくうえで、Honda最大のアドバ

ンテージは、二足歩行ロボット「ASIMO」で培った技術の蓄積

です。現在地や周囲の状況を認識しながら机や椅子などを自

律的に避けながら歩くASIMOには、高度な制御技術やセン

サー技術、メカトロニクスなどを融合したロボティクスの最先

端技術が活用されています。このASIMOの開発スタッフが、

Hondaの自動運転技術の開発にも携わっており、例えば高速

道路での自動走行時には、単にまっすぐに走るだけではなく、

「合流」「分岐」「車線維持」「車線変更」など、自動運転に求めら

れる技術を高度化していくうえで大きな力を発揮しています。

Hondaは、2014年9月、これまで培ってきた高度安全運転

支援技術および自動運転技術を、米国で開催された「ITS世

界会議デトロイト2014」において独自デモとして実施しまし

た。安全運転支援技術「Honda SENSING」/「AcuraWatch」

と専用近距離無線通信技術「DSRC」を組み合わせた高度安

全運転支援技術や、高速道路での合流や分岐、車線変更を

含めた自動走行を披露しました。これは近い将来、高速道路

上の自動運転を実用化するというHondaの意思表示です。

官民連携のマップづくりなどに積極的に参加
高速道路上の自動運転や一般路の自動運転の実現では、

同業他社や異業種、官庁などとの、いわゆる協調領域での

取り組みが今後重要になってきます。

一般道には、歩行者も自転車もいます。また、交差点や信

号のほか、白線のレーンも引いてあったりなかったりするな

ど、道路環境の複雑さは高速道路の比ではありません。こう

した環境で自動運転を実現するためには、通信を通じて外

部からリアルタイムの地図や先々の道路状況の情報を得る

ことが必要です。また、完全な自動運転が実現した時に事故

が起こったら、その責任はどこにあるのかといった法整備も

併せて進めていく必要があります。つまり、自動運転の実現

には、コア技術を独自に磨き、安全性や走路環境の認識精

度などを競う「競争領域」と、外部との連携によって道路やデ

ジタル地図などの社会インフラ、法整備を整えていく「協調

領域」の双方の活動を進める必要があるのです。政府の

「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）自動走行シス

テム研究開発計画」で進められている「ダイナミックマップ」

の研究は、協調領域の代表例の一つといえます。Hondaは、

独自の研究開発はもちろん、世界的な官民連携の取り組み

に積極的に参加することで、国際基準に基づく自動運転の

実現をめざしていきます。

自動運転にもHondaらしい
モビリティの喜びを

現在、Hondaを含むさまざまな企業・団体は、将来のクル

マの姿として、移動型の書斎やリビング、会議室やエンター

テイメント空間といった構想を打ち出していますが、強調し

ておきたいのは、Hondaは、自動運転の時代が到来しても、

これまでドライバーがパーソナル・モビリティに求めてきた

価値――運転する楽しさやワクワクする感覚、あるいは目的

地を決めずにドライブそのものを楽しむような過ごし方を

今後も提案し続けていくということです。

“いつでも、どこでも、誰でも、行きたいところに行ける”、

そんな「自由な移動の喜び」を提供しながら、交通事故も渋

滞も環境汚染もない、いわば社会・経済・環境面でのプラス

の影響を究極まで高めたモビリティが、Hondaのめざす「自

動運転システム」です。
地図や周辺構造物といった静的な情報から、雨や霧などの気象情報、
規制・渋滞情報、自車両と他車両の位置情報や信号情報などの動的な
情報までを、それぞれレイヤ状に示し、統合したデジタルマップとして
各車両に提供する。

「ITS世界会議デトロイト2014」では、
高速道路での自動運転とともに、市街地
において、「V2X」と呼ぶ技術を活用した

「全方位安全運転」のデモンストレーショ
ンを実施しました。これは、クルマに搭載
したセンサーや専用近距離無線通信技術

「DSRC」などを活用して、バイク（V2M：
Vehicle to Motorcycle）や自転車（V2B：
Vehicle to Bicycle）に搭載した通信機器、
歩行者（V2P：Vehicle to Pedestrians）
が持つスマートフォンなどと相互に位置情
報などをやりとりし、見通しの悪い交差点
などで、クルマのドライバーに他者の存在
を知らせ、減速が必要な場合はクルマの
自動ブレーキを働かせるシステムです。

右折します!

事故
渋滞中！

どうも！

直進注意！

バイク右折！左折！ 
前に右折車！

気をつけます！ 
ありがとう！

前方渋滞

右折、お先に！

対向車から
（クルマとクルマ）
急カーブのせいで
渋滞が見えない。
そんな時対向車
が、渋滞の存在を
教えることで余裕
を持って減速が可
能に。

渋滞現場で
（社会インフラと
 クルマ）
渋滞発生箇所で、
その原因をやって
くるクルマに事前
に伝える。

交差点で （歩行者とクルマ）
歩行者が、道路横断したい時にメッセージ
を送信することで、周囲の車にアピールし
安心して横断が可能に。

TOPICS

バイクや自転車、歩行者と連携する「全方位安全運転」を実現
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自動運転システム構成例

行動計画 車両制御

状況判断
（人工知能）

自車位置認識
（ローカライゼーション）

（走路環境の認識）

（パス・プランニング）

外界認識

交通情報・地図更新

高精度GNSS＋INS

高精度地図

360°レーザーFUSION
カメラ＋レーダーFUSION

予定軌道

曲がる
(ステアリング)

走る
(パワートレイン)

止まる
(ブレーキ)

地図 レイヤ

道路・交差点

動
的
情
報

静
的
情
報

ダイナミック
マップの
概念

リファレンス レイヤ 標識・信号

ランドマーク

規制・渋滞

事故

雨・霧

エリア レイヤ

フュージョン レイヤ

信号車両

自車両

持続可能なモビリティ社会をめざして
昨今、いわゆる「自動運転」が世界的に注目されている背

景には、大きく社会・経済という二つの面におけるグローバ

ルな課題があると考えています。

社会面の課題としては、ここ数年、新興国のモータリゼー

ションが進展し、世界的に交通事故数が増加していることが

挙げられます。一方、先進国では事故件数自体は減少してい

ますが、減少率が低下し、手詰まり感がある状態です。また、

世界では年間約120万人が交通事故で亡くなっており、そ

の約9割がドライバーの操作ミスといわれています。

加えて先進国、とりわけ地方においては、高齢化によって

移動の自由がままならない、いわゆるモビリティ・プアの課

題解決手段としても自動運転の実現が期待されています。

経済の面からいうと、日本では交通事故による経済損失

は6.3兆円に上ります※。また、渋滞による時間の損失や燃料

消費量も考え合わせると膨大な経済的ロスが生じていま

す。このように、経済性、さらにいえばエコという観点からも

自動運転が果たす役割は大きいと考えています。

こうした課題認識をもとに、Hondaはこれまで、“ぶつから

ないクルマで事故ゼロ”を掲げ、「予防安全」「衝突回避」「衝

突安全」に貢献する数々の先進の安全運転支援技術を具現

化してきました。また、2014年には、今後発売する四輪車に

搭載していく主要な安全運転支援技術の総称を「Honda 

SENSING」/「AcuraWatch」と名づけ、2020年までの安全

技術ロードマップ（→P51）を示しました。そして、このロード

マップの右上には、「安全運転支援」を超える新しいモビリ

ティの価値をつくるという意思を込めて、「自動運転システ

ム」と明記しています。
※ 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」

「ASIMO」の高度なロボティクス技術を活用
自動運転をめざして、現在、世界では自動車メーカーだけ

でなく、ITやエレクトロニクスなどの異業種も含めた開発競

争が起こっています。各社ごとに注力ポイントは異なります

が、自動運転の「コア技術」と呼ばれる4つの技術領域で競

い合うことは間違いないでしょう。

一つはデジタル地図やGPSなどを使ってクルマの現在地

を認識する「ローカライゼーション」技術です。そして、複数

のカメラやミリ波レーダー、レーザーレーダーなどを融合し

て道路状況や他車両、歩行者などを認識する「走路環境の

認識」技術、さらに、これらの技術の認識結果をもとに、目的

地までの最適な経路を導く「パス・プランニング」技術と、安

心・快適な移動を実現するための「車両制御」技術。この4つ

の技術の進展度合いによって、自動走行が可能な走路環境

や、天候、交通状況が決まります。

これらの技術を開発していくうえで、Honda最大のアドバ

ンテージは、二足歩行ロボット「ASIMO」で培った技術の蓄積

です。現在地や周囲の状況を認識しながら机や椅子などを自

律的に避けながら歩くASIMOには、高度な制御技術やセン

サー技術、メカトロニクスなどを融合したロボティクスの最先

端技術が活用されています。このASIMOの開発スタッフが、

Hondaの自動運転技術の開発にも携わっており、例えば高速

道路での自動走行時には、単にまっすぐに走るだけではなく、

「合流」「分岐」「車線維持」「車線変更」など、自動運転に求めら

れる技術を高度化していくうえで大きな力を発揮しています。

Hondaは、2014年9月、これまで培ってきた高度安全運転

支援技術および自動運転技術を、米国で開催された「ITS世

界会議デトロイト2014」において独自デモとして実施しまし

た。安全運転支援技術「Honda SENSING」/「AcuraWatch」

と専用近距離無線通信技術「DSRC」を組み合わせた高度安

全運転支援技術や、高速道路での合流や分岐、車線変更を

含めた自動走行を披露しました。これは近い将来、高速道路

上の自動運転を実用化するというHondaの意思表示です。

官民連携のマップづくりなどに積極的に参加
高速道路上の自動運転や一般路の自動運転の実現では、

同業他社や異業種、官庁などとの、いわゆる協調領域での

取り組みが今後重要になってきます。

一般道には、歩行者も自転車もいます。また、交差点や信

号のほか、白線のレーンも引いてあったりなかったりするな

ど、道路環境の複雑さは高速道路の比ではありません。こう

した環境で自動運転を実現するためには、通信を通じて外

部からリアルタイムの地図や先々の道路状況の情報を得る

ことが必要です。また、完全な自動運転が実現した時に事故

が起こったら、その責任はどこにあるのかといった法整備も

併せて進めていく必要があります。つまり、自動運転の実現

には、コア技術を独自に磨き、安全性や走路環境の認識精

度などを競う「競争領域」と、外部との連携によって道路やデ

ジタル地図などの社会インフラ、法整備を整えていく「協調

領域」の双方の活動を進める必要があるのです。政府の

「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）自動走行シス

テム研究開発計画」で進められている「ダイナミックマップ」

の研究は、協調領域の代表例の一つといえます。Hondaは、

独自の研究開発はもちろん、世界的な官民連携の取り組み

に積極的に参加することで、国際基準に基づく自動運転の

実現をめざしていきます。

自動運転にもHondaらしい
モビリティの喜びを

現在、Hondaを含むさまざまな企業・団体は、将来のクル

マの姿として、移動型の書斎やリビング、会議室やエンター

テイメント空間といった構想を打ち出していますが、強調し

ておきたいのは、Hondaは、自動運転の時代が到来しても、

これまでドライバーがパーソナル・モビリティに求めてきた

価値――運転する楽しさやワクワクする感覚、あるいは目的

地を決めずにドライブそのものを楽しむような過ごし方を

今後も提案し続けていくということです。

“いつでも、どこでも、誰でも、行きたいところに行ける”、

そんな「自由な移動の喜び」を提供しながら、交通事故も渋

滞も環境汚染もない、いわば社会・経済・環境面でのプラス

の影響を究極まで高めたモビリティが、Hondaのめざす「自

動運転システム」です。
地図や周辺構造物といった静的な情報から、雨や霧などの気象情報、
規制・渋滞情報、自車両と他車両の位置情報や信号情報などの動的な
情報までを、それぞれレイヤ状に示し、統合したデジタルマップとして
各車両に提供する。

「ITS世界会議デトロイト2014」では、
高速道路での自動運転とともに、市街地
において、「V2X」と呼ぶ技術を活用した

「全方位安全運転」のデモンストレーショ
ンを実施しました。これは、クルマに搭載
したセンサーや専用近距離無線通信技術

「DSRC」などを活用して、バイク（V2M：
Vehicle to Motorcycle）や自転車（V2B：
Vehicle to Bicycle）に搭載した通信機器、
歩行者（V2P：Vehicle to Pedestrians）
が持つスマートフォンなどと相互に位置情
報などをやりとりし、見通しの悪い交差点
などで、クルマのドライバーに他者の存在
を知らせ、減速が必要な場合はクルマの
自動ブレーキを働かせるシステムです。

右折します!

事故
渋滞中！

どうも！

直進注意！

バイク右折！左折！ 
前に右折車！

気をつけます！ 
ありがとう！

前方渋滞

右折、お先に！

対向車から
（クルマとクルマ）
急カーブのせいで
渋滞が見えない。
そんな時対向車
が、渋滞の存在を
教えることで余裕
を持って減速が可
能に。

渋滞現場で
（社会インフラと
 クルマ）
渋滞発生箇所で、
その原因をやって
くるクルマに事前
に伝える。

交差点で （歩行者とクルマ）
歩行者が、道路横断したい時にメッセージ
を送信することで、周囲の車にアピールし
安心して横断が可能に。

TOPICS

バイクや自転車、歩行者と連携する「全方位安全運転」を実現
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