
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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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
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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
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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
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「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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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
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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：
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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。
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直進注意！
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前に右折車！
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前方渋滞
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対向車から
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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。
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