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はじめに

　平成 25 年に策定された「世界最先端 IT 国家創造
宣言」を踏まえて今年６月に戦略的イノベーション創
造プログラム（SIP）自動走行システムの研究開発計
画が公表された。主な自動車メーカーは 2020 年まで
に高速道路での自動運転を実用化することを発表し，
車線変更や先行車への追従機能の開発に取組んでいる
ところである。
　わが国の自動車メーカーは，さまざまな広報媒体を
通じて自動運転の具体的なイメージを示し，ドライ
バーの運転操作がシステムに代わることで安全で快適
なドライブが実現される像を描いている。
　世界に目を向けて見るとヨーロッパ，南北アメリ
カ，アジア太平洋の３地域においても自動運転の技術
向上を図るための取組みは急加速しており，実用化に
向けて公道実験が活発に行われている。
　今回の ITS 世界会議において見どころの１つであ
る自動運転，特にヨーロッパでの取組みに焦点を絞
り，自動運転機能を備えた車を実際に運転し体験した
内容を報告する。

１．概要

　ヨーロッパにおける自動運転の具体的な取組みは
2012 年から示されており，ドライバーの負荷軽減や
ヒューマンエラーを最小限に抑えることを中心とした
各国独自のビジョンが打ち出されている。
　ITS世界会議の展示会場やセッションでは自動運転
に関する内容が数多く取り上げられ，デモンストレー
ションでは35種のうち９種が自動運転に関連していた。
この中から自動車部品メーカーのキーテクノロジーで
ある「カメラ」や「センサー」を実装したドイツ Ibeo 
Automotive Systems（IBEO）のレーザースキャナによ
る安全運転支援システム，フランスValeo の高速道路
における自動走行システムおよび日本のアイシングルー
プ（AISIN）の遠隔操作によるリモコン駐車とドライバー
モニターシステムのデモンストレーションに参加した。

　① IBEO
　IBEO は 1998 年の創業以来，車載レーザースキャ
ナの計測技術開発を進めているドイツの自動車部品
メーカーであり，IBEO の自動車部品はドイツの自動
車メーカーだけではなく世界中で自動運転技術開発の
ために使われている。
　デモンストレーションではレーザースキャナに関す
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る物体認識技術（衝突防止システム）を体験した。
　試乗した車の前方ナンバープレート下のバンパーに
視界角度最大 140 度のレーザースキャナを搭載し（写
真―１），信号のないテストコースを自走した。テス
トコースは展示会場横に設置され一般道を想定し横断
歩道を１カ所設けたものである（写真―２）。体験は
テストコースを計５周するもので，速度 20 ㎞ /h から
始め２周目以降は 20 ㎞ /h 単位で加速し，高速道路で
の走行を想定して 80 ㎞ /h 以上でも走行した。横断歩
道では人に見立てた人形を飛び出させることで衝突防
止システムの稼動状況を体験した。また，衝突防止シ
ステムが作動した時のドライバーの状態は車内に設置
されたカメラで確認することができた。
　走行の結果，60 ㎞ /h までシステムは正常に作動し
たが 80 ㎞ /hでは作動せず，飛び出してきた人形に衝
突し車は自らのブレーキで停止した。システム作動時
の衝撃は20㎞ /hでも前後に頭が振れるぐらい大きく，
車が停車しているにもかかわらず反射的にブレーキペ
ダルを踏んでいた。
　なお，試走前の説明ではシステムが作動するのは上

限速度 72 ㎞ /hぐらいと聞いており，本システムはア
ウトバーンより一般道での有効性と精度を高めた仕様
であった。

　②Valeo
　Valeo は 1923 年にパリ郊外でブレーキとクラッチの
生産から始まり，主要な自動車メーカーのパートナー
として，28 カ国で事業展開を行う世界屈指の自動車部
品メーカーである。日本における歩みは 1985 年の日
本法人設立から始まり，日本のヴァレオグループは９
カ所の生産拠点と３カ所の研究開発センターを構えて
いる。
　前述の IBEOから供給を受けて開発を進めてきた赤
外線レーザーSCALAを搭載した車を実際に高速道路
で走行するデモンストレーションであった。SCALAは
車両周辺のモノを検知することで車の相対位置を認知
するシステムである。デモンストレーションではあらか
じめ100 ㎞/hの速度，前車との間隔は２秒とセットした
車の後部座席に乗車し，ボルドーの高速道路で100 ㎞/h
での追従走行，車線変更およびインターチェンジでの

合流を約 20 分間体験した（写真
―３）（写真―４）（写真―５）。
　追従走行システムは，ハンドル
に付いている切り替えボタンで操
作する。車線変更はドライバーが
ウインカーを出すことでシステム
は一時停止し，ウインカーを戻す
ことでシステムが自動的に再開さ
れた（写真―６）（写真―７）。また
追従する車がいない，あるいは気写真―１ 　ibeo 社 視界角度最大 140

度のレーザースキャナー
写真―２ 　ibeo 社 衝突防止システムの

自走デモンストレーション

写真―３ 　Valeo 社 走行した高速道路
（交通量は通常）

写真―４ 　Valeo 社 レーザースキャナー
「SCALA」を搭載

写真―５ 　 Valeo 社 100 ㎞/h で追従
走行



高速道路と自動車　第 59 巻　第１号　2016 年１月 69

象による視程障害などで 150m先までの視界を捉える
ことができない場合やシステム仕様外の事象が発生し
た場合，システムは自動的に解除されドライバーが運
転するマニュアル走行となる。また本線を走行中，合
流点付近で本線へ合流しようとする車がいる場合は，
合流車を検知し追従走行システムが一時的に解除す
る。その後，合流車を検知しなくなった時点でシステ
ムが再開される仕組みであった。
　高速走行でシステムを利用した場合と利用しない場
合の体験をした。運転がシステムからドライバーへ切
り替わる感覚は違和感なくとてもスムースであった。
SCALAはスキャンデータを基に車両周辺マップを作
成する機能があり，2015 年末に量産を始め，2017 年
に市場投入される量産車に採用される予定である。

　③AISIN
　AISINはトヨタグループの大手自動車部品メーカー
である。アイシングループの中核企業として自動車部
品事業だけでなく車づくりで培った技術力を活かし，
住生活・エネルギー関連などのさまざまな分野でも事
業を展開している。トヨタ自動車系列だが外国メー
カー，さらには日産自動車をはじめとする日本国内の
他社にも部品を供給している。
　デモンストレーションでは，アイシングループが取
組んでいるリモコン駐車とドライバーモニターシステ
ムを体験した。
　リモコン駐車は，自分のスマートフォンにアプリケー
ションをダウンロードしてシステム開始ボタンを選択
するだけの易しいものであった。適宜，駐車位置情報
を更新できることやシステムを常に最新の状態にして

おくことがで
き，駐車技術
はシステム操
作へ完全に替
えることがで
きると実感し
た（写真―８）
（写真―９）。
　ヨーロッパ
ではリモコン駐車はパーキングアシストシステムの一
環で，専用のコントーローラーを使っての縦列駐車を
既に実用化している。スマートフォンのアプリケー
ションを使っての仕様は唯一であり，アプリケーショ
ンを更新することで信頼性を保持したまま継続利用で
きると感じた。
　ドライバーモニターシステムは，ドライバーの不測
の事態を検知し車を自動的に走行車線から退避させ，
ドライバーの異常状態をシステム管理側へ通知するも
ので現段階ではAISIN 特有の仕様である。
　実際に助手席に乗車し，ドライバーの居眠りと異常
状態の違いをシステムが認識する経過を観察した。エ
ンジンがかかると同時にドライバーの顔や目の瞳孔を
認証し，正常なドライバーの状態をデータで蓄積す
る。頭の前後左右のふらつきや目の向きからドライ
バーが正常な状態ではないとシステムが判断すると音
声でドライバーへ呼びかける。この呼びかけに対して
反応しないあるいは正常な状態に戻らない場合に異常
と判断し，車は自動で減速しながら停止するデモンス
トレーションだった。
　本システムは，ドライバーが正常に運転できなくなっ

写真―６ 　Valeo 社 車線変更はウイン
カー操作のみ

写真―７ 　Valeo 社 自動走行中ドライ
バーはハンドルに手をかけて
いない

写真―８ 　リモコン駐車スマートフォ
ンで入庫

写真―９ 　リモコン駐車スマートフォ
ンで出庫
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た場合の安全支援システムと言え，システム管理側の
対応範囲や後続車への伝え方など，いくつかの課題は
想定されるもののより一層の事故予防システムである。
　ヨーロッパにおけるドライバーモニターシステムは，
主にドライバーの居眠りや脇見を捉えてドライバーに
注意を施す仕様で開発が進められており，ドライバーは
健常な状態で運転していることが前提とされている。

２．今後の展望

　自動車メーカーを中心に 20 年以上前から研究され
てきた自動運転は，各分野で本格的に実証が始まり現
実味を帯びてきた。世界共通で目指していることは，
ドライバーよりも早く車が受け取った情報を，安全が
確保できるタイミングで，いかに正確にドライバーに
伝え認知できるかである。自動車部品メーカーの開発
は日進月歩の状況である。システム開発のスピードに
併せて精度を高めセキュリティを完全に保持すること
が必然であり，今後はあらゆる場所において繰り返し
実験をすることが重要とされている。システムは安全
な基盤があってはじめて有効となる。外見は同じ自動
車メーカーの車種でも搭載するシステム次第でイメー
ジの違う車種となり，自動車メーカーと協調しながら
ドライバーの動きに寄り添ったシステムが要求されて

いくと考えられる。
　自動車部品メーカーが描く安全運転支援システムや
自動走行システムの組み合わせによっては，国や自動
車メーカーが目指す自動運転に，さらなる広がりを持
たせる可能性がある。

おわりに

　今後の展望が数年単位で示されたことで自動運転が
かなり身近になってきた。アクセル・ハンドル・ブ
レーキと細かい技術を使うことが車を運転する楽しみ
の１つである。ドライバーの習慣情報を自動で取り込
み積み重ねて処理するのが自動運転であり，これまで
とは違うスタイルで快適で安全に移動できると大きな
期待が寄せられている。
　欧米を中心に世界が捉えている自動運転は「便利・
安全・時間短縮」であり，特にヨーロッパでは国間の
シームレスな移動が求められている。一方，わが国に
は安全とは別に “安心” という言葉がある。欧米には
ない安心の価値観を産官学が一体となって高めること
で，交通安全の豊かさを実現させるリーダーとなり，
高いレベルの自動運転が自然に社会に受け入れられる
期待感が膨らんだ。
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