
NIBEN Frontier●2017年11月号40

1 自己紹介

　私の経歴ですが、1979年に本田技研に入り
まして、最初に開発したのが「シティターボ」
という車です。その後、アメリカに駐在して、
シリコンバレーのコンピューターサイエンス
関係の研究を行ってきました。その後、2005
年から本田技研の栃木研究所にて、上席研究
員としてICT・ITSの領域を担当し、2008年
から未来交通システム研究室で、いろいろな
コンパクトシティーとかスマートシティーの
街の構造も研究していました。2012年から4輪
R&D上席研究員として、ITSと自動運転の研
究開発を担当して現在に至ります。

2 自動運転への期待

日本における自動運転の社会ニーズ1
　日本における自動運転の社会ニーズという
ことで4つほどまとめてあります。まず1つ目
に、交通事故や交通事故による死亡者の数を
何とか下げていきたいというニーズです。年
間約57万件の交通事故が起きていますし、
4,000人を超える方が交通事故で亡くなってい
る、といった事態を少しでも改善するために
も自動運転技術は有効ではないかと考えてい
ます。
　2つ目に、交通渋滞をCO2削減という観点で
見てみますと、平均速度が15キロぐらい上が
ると、CO2の排出量が約30％下がります。交

自動運転車の現状と未来図、
そして法的・倫理的な問題

2016年9月20日（火）

全2回後 編
講 

演 

録

CONTENTS

 講師  横山 利夫
1    自己紹介

2    自動運転への期待

3    ホンダの目指す自動運転システム

4    運転支援システムの現状

5    自動運転技術開発の現状

6    自動運転領域の外部連携について

7    自動走行に関する法規制

8    まとめ

〈前号掲載〉 講師  平野 晋

1    自動運転の倫理上の課題について

2    製造物責任について

横山 利夫
●Toshio Yokoyama
本田技術研究所 
4輪R&Dセンター　上席研究員（特任）

〈略歴〉
1979年　本田技研工業株式会社へ入社
2000年　 Honda Research Americas　

Vice President
2003年　 Honda Research Institute 

USA President
2008年　未来交通システム研究室　室長
2012年　4輪R&Dセンター　上席研究員

D13735_40-47.indd   40D13735_40-47.indd   40 17/10/10   17:0217/10/10   17:02



NIBEN Frontier●2017年11月号 41

通渋滞を解消して交通流を改善することによ
って省燃費、経済損失の低減ということも図
っていきたいと考えています。
　3つ目に高齢化問題ですが、現在4人に1人の
方が65歳以上ということで、今後その比率が
どんどん上がっていくということを考えます
と、特に交通の便の悪い地方に住んでいる方
に対して、移動の自由というものを自動運転
の技術でサポートしていきたいと考えていま
す。
　4つ目ですが、輸送の効率化ニーズというの
もあります。輸送従事者の方は、現在高齢者
の方の比率がどんどん増えていますし、労働
環境が厳しいということで、若いなり手が減
っているという現状もあります。その一方で
輸送物が小口化、多頻度化しており、こうい
ったところも自動運転の技術を適用すること
によって改善できるのではないかと考えてい
ます。

自動運転に関する市場調査2
　少し前ですが、日米欧で自動運転に関する
インターネット調査を実施しました。自動運
転に関する皆さんの否定的、肯定的回答を整
理してみますと、日本、アメリカ、それから
ヨーロッパはだいたい同じような比率でして、
半分弱の方がポジティブで、35％ぐらいの方
がどちらでもない、残りの20％ぐらいの人が
否定的という結果が得られています。
　これをもう少し詳しくビッグデータで分析
して、どういったパラメーターと相関が強い
のか解析してみました。そうすると「日本人
女性・30代から50代・自分の車の値段が分か
らない」という属性の方の中でも、今まで自
動運転とはいかないものの、運転支援付きの
車に乗った経験のある方というのは、すごく
ポジティブということが分かりまして、その
一方で「米国・欧州人女性・運転距離100㎞ /
月以下・自分の車の値段が分からない」とい
う属性の方は、そもそもそういったシステム
を経験したことがないという方がほとんどで
した。

　また、「米国男性・30代・週2 ～ 5回運転す
る」という属性の方は、だいたい運転支援付
きの車に乗っていて、これらの皆さんは自動
運転に対して、すごくポジティブという分析
が得られています。したがって、まず運転支
援、先進安全装備の使用経験者の方が、だい
たいこんなイメージとわくこともあり、自動
運転の期待度や受容性が高いというのが分析
結果から得られています。

3 ホンダの目指す
自動運転システム

　ホンダの目指す高度運転支援と自動運転シ
ステムについてご説明をします。何のために
自動運転を実用化したいのかということです
が、自動運転というのはあくまで技術的な手
段ですから、その技術的手段を使って我々は
どうしたいのかというと、まずは車とかバイ
クに乗る人の安全は当然ですが、それ以外の
交通参加者全ての人を安全にしていきたいと
いうのが根底にあります。これを実現する手
段として自動運転システムをとらえています。
　今、我々が住んでいる街における日々の繰
り返し移動をより効率よく快適にしていきた
いと考えていますし、都市間移動については
運転負荷軽減と交通流とか輸送の効率化を図
り、人の能力をカバーしながら快適に移動で
きるようにしていきたいと考えています。
　また市町村等では、人口減少とか高齢化に
よって移動困難となる方の課題がありますの
で、こういった人の能力低下を補いながら、
日々の生活を支えていきたいということです。
こういった地方においては、そもそも交通機
関がないところに新たな交通手段として提供
していきたい。いつでもどこでも誰でもドア・
トゥー・ドアでパーソナルな時間とか空間も
担保しながら、ぜひ自動運転のシステムも搭
載したパーソナルモビリティというものを将
来実現していきたいと考えています。
　ホンダが実現したい価値というのを現時点
では3つ定めています。1つ目は運転して楽し
い車に進化させていきたいということです。
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若者や運転初心者が安心、快適に走れ、思い
通りに心地よく走ることができることを目指
します。2つ目は先ほどからご説明している車
社会の課題解決、交通事故でしたり、交通渋
滞、環境負荷低減を実現していきたいという
ことです。3つ目は社会的課題への貢献という
ことで、高齢者とか移動困難者の皆さんに対
して、あきらめていた移動を実現し、日々の
生活を支えクオリティー・オブ・ライフを高
めていきたいと考えています。一言でまとめ
ますと、全ての人に事故ゼロと自由な移動の
喜びをぜひ提供していきたいと考えています。

4 運転支援システムの現状

　まずは被害軽減の技術ということで、エア
バッグ等のシステムを地道に開発してきてい
ますが、認知支援ということでナイトビジョ
ン、レーンウオッチや、標識認識機能、こう
いった機能の実用化を図ってきました。その
上に事故回避技術ということで、VSAや、衝
突被害軽減ブレーキ等様々な技術の実用化を
行ってきています。また、これらの技術の上
に、将来的には高速道路自動運転というもの
が実現できるのではないでしょうか。究極は
やはり事故ゼロを目指していきたいと考えて
います。
　ここで先進の安全運転支援システムという
ことで、Honda SENSINGとかAcura Watch
というものの実用化を始めました。Honda 
SENSINGの概要になりますが、外界の検知情
報をベースにしまして、運転支援とか事故回
避のサポートをするような先進安全運転支援
システムの総称になります。大きく分けると3
つありまして、前方安全、それから側方安全
と後方安全を準備しています。その中でも特
に重要な前方安全について言うと、衝突の回
避支援をするようなシステムと衝突そのもの
を未然防止するようなシステム、大きく分け
て2つのカテゴリーに分類できる様々なシステ
ムが搭載されています。
　回避支援系ですが、衝突被害軽減ブレーキ

です。当初は対車だけの機能であったものが、
最近は対歩行者の機能も追加され、今後は夜
間の対応や、自転車の対応など、まだまだ進
化の途中にある技術です。その次が歩行者事
故低減ステアリングということで、白線の外
側にいる路肩の歩行者に対して車が近づいて
いくときには、ステアリングをアシストする
ことによって、車が白線を逸脱しないような、
そういったシステムになっています。それと
同様に路外逸脱の抑制機能ということで、白
線から逸脱しそうなときについてもステアリ
ングのアシストを行います。
　一方で未然防止の領域ですが、先行車の
発進お知らせや、渋滞追従機能付きのACC、
標識の認識機能等こういったものがHonda 
SENSINGの中には含まれています。

5 自動運転技術開発の現状

デモンストレーションについて1
　ホンダの自動走行技術の取り組みというこ
とで、時代を追って簡単にご紹介をしたいと
思います。まず2013年にITS東京というものが
ありまして、ここのショーケースとして協調
型自動運転というものと、自動バレーパーキ
ングを駐車場の敷地内でデモンストレーショ
ンを行いました。
　また同年の11月ですが、国会議事堂前の一
般道を使いまして、トヨタ、それから日産と
ともに安倍首相に試乗していただくような形
で、一般道での自動走行のデモンストレーシ
ョンを行っています。
　その後2014年のITSデトロイトで高速道路
での自動走行のデモンストレーションを行い、
昨年、首都高の湾岸線でもSIPの国際会議と連
携した形で、自動走行のデモンストレーショ
ンというものを実施しています。
　昨年の首都高湾岸線でデモンストレーショ
ンを行った高速道路自動運転のシステム構成
になります。まずステレオカメラを使って白
線とか路肩の認識を行い、また長距離のミリ
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波レーダーを使って前方と後方の物体の確認。
それから周辺360度の障害物検知ということで
レーザー・レンジ・ファインダー。それから
側方の中距離のミリ波レーダーとグローバル・
ポジショニング・システムと高精度なジャイ
ロ、こういったものを搭載した実験車になり
ます。
　ステレオカメラがワンセット、それから長
距離ミリ波レーダーが2セットですね。それか
ら中距離のミリ波レーダーが4セットで、レー
ザー・レンジ・ファインダーが6個ということ
で、センサーの固まりのような車ですが、今
はこのぐらいのセンサーを搭載して冗長系を
組まないと、安全に高速道路を自動走行する
にはまだ課題があるというのが現状になりま
す。
　これらのセンサーを使って前方の白線認識
とか走行車線の認識をするとともに、車の周
囲360度の障害物の検出を行い、情報を行動計
画に提供します。それと同時に、今、説明し
たグローバル・ポジショニング・システムと
高精度ジャイロ＋高精度地図というものをマ
ッチングさせながら、今、自分はどこにいま
すよというこの2種類の情報で行動計画を立て
ます。
　実際の首都高速を走るときには、安全かつ
スムーズな移動を実現するための行動計画を
立てて、その結果を車両制御に送り自動走行
をすると、こういった流れになります。
　首都高の湾岸線でデモンストレーションを
行った時のコースは、豊洲のインターチェン
ジから葛西のインターチェンジまで行って、
折り返してくるというものでした。
　このデモンストレーションには本線への進
入でしたり、自動での合流でしたり、その後
すぐレーンチェンジをしたり、実際衛星から
の電波が届かないような立体交差の下でレー
ンキープをしたり、それから最後自動分岐し
ていくと、こういった様々な高速道路での自
動運転に必要な機能を全てそろえてデモンス
トレーションを行いました。
　実際、公道実証実験をやると、様々な課題
というものも浮き彫りになってきています。

様々な課題2
　それでは、道交法上の課題と我々は考えて
いる一例を紹介します。皆さん、よく分かる
と思いますが、本線上の速度規制と実勢速度
の乖離というものがあります。例えば首都高
であれば法定速度は60キロですが、実勢速度
は80キロぐらいで流れているわけですし、新
東名だと100キロの法定速度に対して115キロ
ぐらいが実勢速度です。
　こういった実勢交通の中に法定速度を守っ
た車がうまく合流したりというのは結構課題
があると考えていまして、例えば後ろから追
突されるリスクとか、無用な追い越しが増え
てしまうおそれがあります。下手をすると大
名行列の形になって渋滞を引き起こしてしま
うという、実用化に向けた課題を我々は抱え
ています。
　ただし、これに関しては、なかなかいいア
イデアというのがまだないのも事実で、実勢
速度に合わせられないかみたいな検討もしま
したが、基本的に法定速度は道路設計時に決
まっていますので、それは守らざるを得ませ
ん。
　今後、我々がこういった速度規制と実勢速
度のギャップの中で、速度規制を守りながら
どういう走り方をすれば、より混合交通の中
で、うまく走ることができるのかというのを
大規模実証実験等も通じて、継続していく必
要があると考えています。
　それから同様の事例ですが、高速道路の出
口渋滞というのも課題です。もともと路肩と
いうのは緊急車両用にあけておかなければい
けないので、通常走行では走ってはいけない
わけですが、出口渋滞をしているときには、
だいたい路肩までたくさん車が止まっていて、
その後ろについて通常走行をしていいのでし
ょうか。これも道交法を厳密に解釈すると駄
目ですが、このあたりは少し柔軟な対応がで
きるのではないかということで、警察庁の皆
さんを含めて一生懸命検討しているというの
が現状になります。
　それ以外、道路インフラに関する課題です
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が、交通事故を低減するためにヒューマンド
ライバーを対象として、今まで様々な対応が
なされてきました。ただし、カメラや、レー
ザーレーダーのセンサーから見ると、オプテ
ィカルドット、減速マーク、誘導矢印とか、
本来、検出している白線以外のノイズが山ほ
どあって、それもパターン化されていないも
のですから、相当ケース・バイ・ケースの対
応が必要になってきています。
　また注意喚起もいろいろな色で色分けをさ
れていますが、カメラで撮ってみると、黄色
と赤の組み合わせというのは最悪で、ほとん
どエッジが取りにくい。でも今はこういった
場所が首都高を中心にいっぱいあるとか、そ
ういった課題についてもいろいろ抽出しなが
ら、当然センサー側で対応するとともに、将
来メンテナンスの時には人間にも分かりやす
く、センサーにも分かりやすいようなやり方
も検討していただけませんかと、こういった
活動も現在行っています。
　それと同様に速度表示もヨーロッパの速度
表示板に比べると相当見にくいです。80キロ
か70キロか60キロか、人間が見てもよく分か
らないみたいな場合や、中央分離帯がなくて
ポールコーンで仕切ってあるような自動車専
用道もあるので、こういった様々な課題につ
いてセンサー側、または車側で対応するとと
もに、少しでもよくするようなインフラ側へ
の要望というものも現在並行して行っていま
す。

6 自動運転領域の
外部連携について

　ここからは少しコラボレーション領域であ
るSIPの自動走行システムの研究開発システム
をご紹介します。これは内閣府主導で関連省
庁と一緒に推進しているものです。主要5課題
について、官民学のコラボレーションを通じ
て自動走行システムを実用化するという観点
で推進をしています。
　ダイナミックマップの概念ですが、白線の
みならず自動走行車の目標軌跡みたいなもの

も描かれた3Dの高精度地図に、様々な交通関
連の動的情報をひも付けることによって、ダ
イナミックマップとして自動走行をより安全
にしていけるのではないかということで現在
検討が進められています。
　ヒューマン・マシン・インターフェースで
すが、自動走行が終わってドライバーに運転
権限を戻す、ハンドオーバーするとき等も含
めて、様々なシーンに対して、システムとド
ライバーの役割とか権限とは、どうあるべき
かを検討しています。自動運転車と、それ以
外の周りの交通参加者に対して、どうインタ
ラクションをするかについても現在検討を行
っています。
　別の話になりますが、現在、自律型のシス
テムで自動走行を行っていますが、自律型の
システムで1キロ先とか2キロ先の情報は分か
りませんので、そういった情報を無線通信を
使いながら早めに入手することによって、自
動化のレベルを上げようという取り組みも進
めています。

7 自動走行に関する法規制

　私の視点で見た法的な課題というものも少
しまとめてみました。今、自動運転に対して
日本自動車工業会でグローバルな道交法WP1
とか、あとは道路運送車両法のWP29に対して
関連省庁と連携して推進しています。まずは
道交法に関する条約（ジュネーブ条約）、これ
は相当昔の条約になりますが、この中にドラ
イバーは常に車を制御しなければいけないと
書かれています。まだ自動運転のレベル2まで
か、レベル3もカバーしているのか、はっきり
していないというのが現状になります。
　最近は自動運転、それから完全自動運転を
視野に入れた動きが活発になってきています
ので、このWP1の活動に対しても警察庁と連
携を取りながら、現在推進をしているという
状況になります。我々は刑事上の責任と行政
上の責任と民事上の責任をちゃんと考えなけ
ればいけません。実用化のレベルの1と2は現
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状の道交法上で対応可能でしょうが、レベル3
以降についてはケース・バイ・ケースで、今
後、詳細な検討が必要ですという中間まとめ
の結果が出ています。
　また道路運送車両法についても、国連の
WP29で様々な検討が行われています。この
WP29の検討は自動運転の定義そのものの検
討と、もう少し実用的なステアリングの自動
操舵を実現するための検討に分かれています。
また、交通事故の損害賠償責任の考え方につ
いても最近、損害保険協会から予備的な見解
が出てきて、レベル3までは現行法に基づく損
害賠償責任の考え方が適用可能ではないかと
いうことが言われています。

8 まとめ

　まとめとして、私が考える自動運転実用化
に向けたチャレンジということでいくつか書
きます。先ほどから、話題になっていますが、
自動運転レベルに応じて誰が責任を取るのか、
ドライバーかシステムかというのがあります
し、我々のお客様は自動運転システムという
ものをちゃんと信頼してくれるのか、受容し
てくれるのかということについても、まだま
だ解決していかなければいけない課題がある
と考えています。
　もちろん技術的な領域についてもシステム
の信頼性でしたり、天候条件に応じてセンサ
ーの機能限界をどうやってリカバーしていく
のかということもありますし、高精度な3Dの
地図というものを誰が作って、誰がアップデ
ートをするのかという課題もあります。また
法的枠組で言うと、先ほどご説明した道交法
のWP1、それから道路運送車両法のWP29、こ
ういったところでインターナショナルに決ま
る基準というものを、うまく我々もキャッチ
アップしながら手戻りのない開発を行う必要
が出てきます。
　それからレベル3にしてもレベル4にしても、
自動走行システムからマニュアル運転に変わ
るというトランジション・オブ・コントロー

ルがありますので、これについての安全性の
確保はどうあるべきか、またその移行時間と
いうものは何秒あればいいのかのところにつ
いても、まだまだ検討を深めていかなければ
いけません。
　それから前編で平野先生がご説明された、
倫理イシューというものもありまして、自動
運転レベルが上がるとソフトウェア自身が課
題に直面し、かつその対応をソフトウェア自
らが選ばなければいけません。選んだ結果が
まずかったときには、責任を取るのはソフト
ウェアをコーディングした人か、システムを
組んだ人か、そういった商品を販売した人か、
システムをマネジメントしている人か、その
あたりも我々は慎重に見極めながら、自動運
転レベルというものを上げていく必要がある
と考えています。
　また、道路インフラについても先ほどご紹
介したように、必ずしも自動走行に向いた道
路構造にはなっていません。今後はそういっ
た課題についても車側でやれるところはやり
ながら、少しでもインフラで協力していただ
けるところがあれば、ぜひ協力していただき
ながら、自動運転というものを実現していき
たいと考えています。
　これからの自動運転の社会というものはた
ぶん3つぐらいのステップになるだろうと考え
ています。第1段階である2020年ぐらいは黎明
期で、マジョリティーは安全運転支援システ
ムです。最初は交通事故を減らすというとこ
ろがポイントになると思われます。
　第2段階である普及期になるとある程度自動
運転の車の比率が高まるものですから、交通
流制御の可能性が出てきて、交通事故低減に
加えて、渋滞解消とか定時性とか省資源とい
うものが可能になるのではないかと思います。
　第3段階である成熟期は自動運転機能を搭載
した車が中心の新たな交通社会ということで、
安全、安心、快適で自由な移動というものが
パーソナルモビリティとして実現できるので
はないかと考えています。
　これらの自動運転社会というものを実現す
るための技術的な取り組みですが、先ほどご
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説明したローカライゼーションとかシーンア
ンダースタンディングとかパスプランニング
とか、こういったところを競争領域として各
社が頑張ります。
　また、自動車会社だけでは対応できない協
調領域というものもあります。これはIT業界
のような異業種と連携したり、官民学連携で
取り組むものです。例えば、無線通信のV2X
とかヒューマン・マシン・インタラクション
とかセキュリティの話とかダイナミックマッ
プの話、実証実験とか、こういったところが
該当するかなと考えています。
　また、技術的な取り組み以外にも法的・社
会的な取り組みも同時並行的に必要だろうと

考えています。まず国際基準ですが、道交法
とか道路運送車両法、こういった国際協約と
の整合を取りながら、その中でドライバーと
システムの役割とか責任区分を明確にし、実
用化のレベルをステップ・バイ・ステップで
実績を積み上げていくことになると思います。
国際競争力という観点では欧米と協調しなが
ら、標準化活動もちゃんとやっていかなけれ
ばいけません。最後に、こういった車が混合
交通の中に入っていったときの社会受容性と
かほかの交通参加者の受容性等もちゃんと確
認しながら推進していく必要があると考えて
います。 
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前号のタイトルに誤りがありました。正しくは「自動運転車の現状と未来図、
そして法的・倫理的な問題」でした。お詫びして訂正いたします。
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