
2 0 3 0 年ビジョン実現に向けた方向性

「移動」と「暮らし」をより豊かに
Honda eMaaS

Honda eMaaSとは、モビリティサービス（MaaS ※ 1）と、エネルギーサー
ビス（EaaS ※ 2）によって、お客様の移動と暮らしがシームレスにつながるサー
ビスです。

Honda eMaaSは暮らしの拠点である自宅と移動手段であるモビリティ、
到着先でのアクティビティをつなげたり、帰宅するまでの一連のプロセスを
つなげることで、お客様に魅力のある体験価値を提供することができます。
さらに効率的に移動する手段を提供し、過疎地の高齢者など移動弱者の増
加やドライバー不足などの、社会的課題へ対応することができます。
また今後モビリティの電動化がより一層進んでいくなかで、車両位置情報

やバッテリー充電情報、それ以外の情報である電力や気象・交通情報等を、
統合管理することにより、市場に分散したバッテリー群を、一つの大きなエ
ネルギーストレージとみなすことができます。つまり、Hondaの電動モビリ
ティやエネルギー機器が、電力の一時的な蓄放電装置として機能することが
可能です。
これにより、ピークカット・ピークシフト・調整電力のための充放電を行う
ことで、電力系の安定化にも寄与し、お客様に対して電力価格の低減効果
を提供できます。同時に、社会に対しては、再生可能エネルギーと製品をつ
なげることで再生可能エネルギー普及拡大に貢献することが可能です。
このように Honda eMaaSにより、2030年ビジョン、「すべての人に『生活
の可能性が拡がる喜び』を提供する」を実現していきます。

※ 1   MaaS：Mobility as a Service（サービス
としての移動）の略。次世代移動サービス。

※ 2   EaaS：Energy as a Service（サービスと
してのエネルギー）の略。次世代電力供給・
エネルギー最適化サービス。

Honda eMaaSのイメージ
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2 0 3 0 年ビジョン実現に向けた方向性

カーボンフリー社会の実現をリードする
さらなる戦略の検討～複数シナリオの分析～
気候変動　複数シナリオ分析

Hondaは TCFD※提言でも重要視されている「シナリオ分析」を実施してお 

り、現在から将来に向けた複数のシナリオを想定したうえで戦略構築を行って
います。
どのシナリオも、さまざまな要因の変化により不確実性を含んでいるため、
さまざまな状況における分析や検証が重要となります。リスクや機会をそれぞ
れのシナリオで明確にすることで、より持続可能な企業経営が実現できると
考えています。
そこで Hondaは複数のシナリオを視野に入れ、戦略を立案することで、事
業や製品展開に活用し、リスク軽減や機会創出を図り、さらなる強靭性を持っ
たサービス・製品展開を実現します。

Hondaはこれまで、2℃シナリオをベースに、ライフサイクル全体で2050年を
めどとしたCO2排出量の半減（2000年比）を目標として掲げ、GHG排出削減や
エネルギー、資源の効率利用を基軸に事業活動を進めてきました。
さらに気候変動が起こった際の事業に与えるインパクトも測定し、将来の気
候変動影響で懸念されるリスクと機会を、より広範囲に分析できるように進め
ています。

Hondaはシナリオ分析の結果をもとに、戦略構築を行い、2030年ビジョンの 

一つである「カーボンフリー社会の実現をリード」することをめざしていきます。

※  TCFD：Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures（気候関連財務情報
開示タスクフォース）の略。
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再生可能電力 バイオマス

電気分解
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H2＋CO2（CO2回収）
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再生可能
エネルギー

エネルギー
キャリア※2

各地域のエネルギー政策や、地域特産エネルギーキャリアエネルギー政策・
地域性

二輪・四輪・パワープロダクツ・
航空機それぞれに適したエネルギーキャリア

エネルギーと
モビリティの親和性

長距離・近距離走行といったパワーユニットごとの特徴パワーユニットの
特徴と役割

快適性・スポーツ性能などの嗜好や、
ファーストカー・セカンドカーなど使用目的

カスタマーの
嗜好・目的

2 0 3 0 年ビジョン実現に向けた方向性

カーボンフリー社会の実現に向けて
マルチパスウェイ

Hondaはモビリティの提供を通じて、人々が興味や関心を持ったことを実現
するために外に出るきっかけをつくりたい、そして、家族や友人とリアルな体
験を共有することで、生活を豊かにするお手伝いをしたいと考えています。そ
こには、社会にできる限り負荷を与えない、持続可能なモビリティを提供する
責任がともないます。
お客様の心をつかむような技術を生み出し、Honda製品を手に取ったすべ
てのお客様に、移動の喜びを実感していただけるのであれば、Hondaにとっ
てこれ以上の喜びはありません。そうした想いと将来世代への責任を心に刻
み、私たちは日々、課題の解決に向け、カーボンフリー技術の研究開発に取
り組んでいます。

そこで Hondaは「マルチパスウェイ（複数の経路）で再生可能エネルギーの
利用を促進する」というシナリオを描いています。
再生可能エネルギーを使って発電した電気は、そのままバッテリー EVに提
供することも可能ですが、電気を水素に変えて FCV※ 1に供給することもでき
ます。また、水素と CO2を結合させて合成燃料にして、ハイブリッド車や航空
機に供給することもできます。このように、再生可能エネルギーを運ぶ道筋は
必ずしも電気だけではありません。マルチパスウェイとは、最もエネルギー効
率が高くなるよう、全方位で技術の可能性を模索し、複数の経路でカーボン
フリー社会をめざすという考え方です。
また世界には、各地のエネルギー政策や地域性ごとに、多様なニーズがあ
り、個別の対応が必要です。グローバルで事業を展開する以上、各国・地域
ニーズに適材適所で応えられるカーボンフリー技術を準備するのは、企業とし
ての務めです。Hondaは、この戦略を通じて、すべてのお客様に最適なモビ
リティを提供してまいります。

マルチパスウェイのイメージ

※ 1  FCV：Fuel Cell Vehicle（燃料電池自動車）
 の略

※ 2  エネルギーキャリア：エネルギーの輸送・ 
 貯蔵を担う化学物質の総称。
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2 0 3 0 年ビジョン実現に向けた方向性

交通事故ゼロ社会の実現に向けて
Hondaの考え方

Hondaは、2030年ビジョンのステートメントに「すべての人に、『生活の可
能性が拡がる喜び』を提供する」と掲げています。モビリティは、移動の喜
びや利便性を提供する一方で、交通事故というかたちで人の命を奪ってしまう
側面もあります。Hondaにとって、人々が生活を送るうえで欠かせない移動に
ともなう交通事故をなくしていくことは、非常に重要な取り組みです。

Hondaは、交通事故ゼロ社会の実現をリードする存在となることをめざし、

「自由な移動の喜び」をすべての人に提供するため、下図のような四輪安全
技術のロードマップを描いています。
自動運転技術の研究による成果を、安全運転支援にも積極的に活用し、事
故を減らしていきます。併せて、高齢者や初心者など、運転が得意でないド
ライバーの不安を取り除き、誰もがいつまでも自由に移動できるモビリティを
提供します。
さらに、一人ひとりに寄り添いながら、出かけたいという好奇心をかき立て

「思わず出かけたくなる」ような「新たな移動の喜び」を創り出します。

安全を創出

事故を回避
負荷を軽減

被害を軽減

認識を支援

交通事故ゼロ社会の実現をリード

技
術
進
化

1990 2000 2010 2020 （年）

● 助手席用
SRSエアバッグ

運転席用
SRSエアバッグ

● シートベルトプリテンショナー
● i-SRSエアバッグシステム 

● i-SRSエアバッグシステム
〈連続容量変化タイプ〉  

● i-サイドエアバッグシステム● 

●  コンパティビリティ対応ボディ
● 歩行者傷害軽減ボディ

● ポップアップ
　フードシステム
● ナイトビジョン

● アダプティブクルーズコントロール（ACC）
● 車線維持支援システム（LKAS）

● VSA

● 衝突軽減ブレーキ（CMBS）

●ナローオフセット
● i-SRSエアバッグシステム 
〈斜め衝突対応〉

● LaneWatch（レーンウォッチ）

● 車車間通信

● 高速道路自動運転技術

● 衝突軽減ブレーキ（CMBS）
〈夜間歩行者、自転車、交差点（右左折時）〉

● 衝突軽減ブレーキ（CMBS）
〈歩行者（昼）〉

● 路外逸脱抑制機能

● 信号情報活用運転支援システム

先進安全新技術開発テストコース

全方位衝突実験施設

歩行者ダミー

四輪安全技術ロードマップ ※ 青で囲んだもの  は、Hondaの技術開発を支える設備。
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ジェスチャー（歩行）

AIが歩行者の行動を予知予測

顔の向き

体の向き

予測軌道

2 0 3 0 年ビジョン実現に向けた方向性

安全運転支援

Honda SENSINGの標準装備化と機能高度化
交通事故ゼロ社会の実現に向けて、Hondaが力を入れているのが、安全運
転支援技術「Honda SENSING」の機能拡充です。2015年に日米欧の 3地域
で発売を開始した、先進の安全運転支援システム Honda SENSING /「Acura 

Watch」は、以後搭載機種の拡大を続けてきました。
今後さらなる Honda SENSINGの標準装備化を着実に進めていくとともに、
先進安全機能が搭載されていない既販車に対しては、後付けできる「ペダル
踏み間違い時加速抑制装置」の市販に向け、開発に取り組んでいます。
近年、日本で社会問題となっている誤発進事故のように、これまで人間が
運転していた点を、いかにセンシング能力の向上でサポートできるかが、将来
に向けた技術進化の、重要な方向性の一つです。

Hondaは、安全運転支援システムの機能を高度化し、標準装備化していく
ことによって、交通事故のない社会の実現にまた一歩近づくことができると考
えています。運転技術に自信がない初心者や、運転中の認知・判断・操作が
遅れやすい高齢者を含めた多くの方に、安全運転支援技術を提供することで、
より安全な運転の実現をサポートします。

高度なAI技術の開発により、さらに複雑な交通状況にも的確に対応
また人工知能（AI）を用いて、予知・予測・判断能力を向上させる技術開
発にも積極的に取り組んでいます。
人間の頭脳は、過去の経験則から「ここから人が飛び出してくるかもしれ
ない」というように、さまざまな事故の可能性を予見して運転し、いざという
時には瞬時に対応する能力を持っています。こうした、人が持つ膨大な認知・
行動パターンのデータを蓄積し、標準化して AIに学習させることで、「ぶつか
らない技術」を進化させることができれば、より複雑な交通状況への対応も
可能になっていきます。
例えば、歩行者や自転車が多い商店街をクルマで走る場面で、狭い道路脇
からの急な飛び出しを予測し、危険を先読みして回避する。あるいは、混雑
時の高速道路で合流する際に、本線にいるクルマが車間を開けて譲る意思が
あるかを見極めて、安全なタイミングで合流する。こういった、他の交通参加
者との協調が必要な場面で、高度な AI技術が周囲の状況を認識し、他者の
動きを予知して回避できるような、スムーズな運転の実現をめざしています。

Honda SENSINGの最新の進化

AIを用いた予知・予測技術のイメージ

路外逸脱抑制機能
路外逸脱抑制機能 近距離衝突軽減ブレーキ

衝突軽減ブレーキ（CMBS）

車線以外
（縁石、草、砂利など）

対向車線 壁などの障害物

横断自転車 夜間歩行者 右左折時 対向車
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2 0 3 0 年ビジョン実現に向けた方向性

自動運転技術

Hondaは「交通事故ゼロ社会の実現」をめざすうえで重要な役割を果たす
ものが安全運転支援技術で、その進化の先には自動運転技術があると考え
ています。
安全運転支援技術 Honda SENSINGでは、カメラやセンサーといったシステ
ムがつねに周囲の状況を認識し、歩行者や自転車、他のクルマなどを検知して、

運転をサポートしています。
これまで積み重ねてきた安全運転支援技術のほか、以前から続けてきた事
故調査など安全技術の知見を総動員することで、自動運転車では搭載された
カメラやセンサー、AIが「認知」「予測」「判断」「操作」を行い、高度な自動
化によりヒューマンエラーの排除を可能とすることをめざしています。

ドライバ状態

自車位置

周辺車両

システム状態

車両制御

ローカル
マップ処理

最適な行動計画

障害物の距離と速度

座標照合と白線補正

バックエンド
サーバー

TCU 
（通信ユニット）

把持センサー
操舵トルクセンサー

ヘッドアップ 
ディスプレイ

センター
ディスプレイ

（NAVI）

全面液晶メーターステアリング
インジケーター

〈曲がる〉
EPS冗長化

〈止まる〉
ブレーキ冗長

〈電源〉
2ndバッテリー

ドライバー
モニターカメラ

地図 ECU +
高精度地図

マルチ GNSS
アンテナ

自車位置認識

外界認識

ドライバー状態検知

行動計画

HMI

車両制御・機能冗長
Radar Fusion

Camera Radar Sub-ECU1

Main-ECU

LiDAR Fusion

Camera LiDAR Sub-ECU2

障害物の距離と速度

地図
統合

高速道自動運転車のシステム構成
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