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気付いたら付いていて，
万一のときそれで助かったという装備
ペダル踏み間違い事故低減技術の開発
Development of an Emergency Assist for Pedal Misapplication

日産自動車（株）

ペダルを踏み間違える。ベテランドライバーなら「自分はそんなことしない」と思うだろう。
しかしペダルの踏み間違いによる事故を検証すると，まず年間7000件という件数，死傷者数が1万人に超える事実が浮かび上がる。
身近な場所での身近な人との事故。
その不条理に立ち向かった技術は，
「自動車を思い通りに走らせる」という基礎を覆す困難な作業だった。
26

5

Chapter

自分がペダルを踏み間違うなど
ありえない

気付いたら付いていて，万一のときそれで助かったという装備
―日産自動車
（株）―

探っていると，パワートレインの設計者か

バッと踏み込むことなど，通常の発進では

ら，アクセルを踏んで，クルマが加速して

ないのではないかと思っていました。とこ

いくのはクルマの魅力の一つであり，そこ

ろが，たとえば，高速道路の合流などでは

で，パッとアクセルペダルが踏み込まれた

瞬間的に加速したいため，一気にアクセル

アクセルとブレーキのペダル踏み間違い

からといって，クルマが勝手にペダル踏み

ペダルを床まで踏みつけるということはあ

事故は，国内で年間7000件に及ぶという。

間違い事故を予防するため減速する制御を

るわけです」
。

また，それにともなう死傷者数は，毎年1

したら，クルマ本来の魅力を失わせること

万人を超えているという数字に驚かされる。

になると言われたのです」
。

それほど，ペダル踏み間違いによる事故は
我々の身近で日常的に起きているのである。

そうした運転状況があることに気付かさ
れると同時に，ドライバーのペダル操作の

本来，ブレーキペダルを踏んで減速した

間違いを，ペダルの踏み込み方などから事

り，止まったりしなければならない状況で，

故として予知するのはなかなか難しいとの

こうした事故を起こしにくくするため，

ペダル踏み間違いによりアクセルペダルを

結論に達した。そして，開発は頓挫するか

正しい運転姿勢（ドライビングポジショ

踏み込んでしまった場合には，エンジン出

に思われた。

ン）を得られることはまずクルマづくりの

力を下げ，最終的にはクルマを止める制御

基本であり，

が行われる。

ユーザーは
一度も使わないかもしれない機能

「日産自動車でも，10年20年前から，ペ

万一事故になりそうなときには，もちろ

ダル配置ですとか，ペダルによって踏み込

んその制御でいいのだが，事故に至らない

んだ感触の違いをもたせるなど，正しく運

ような運転状況で，それが起きては困る。

井上が所属するIT＆ITS開発部は，オー

転ができるようにするための開発はしてき

「アクセルペダルを急ブレーキのようにガ

ディオやアラウンドビューモニター，ある

ています」

ペダル踏み間違い事故低減技術

と，今回のペダル踏み間違い事故低減技術
の開発にかかわった，技術開発本部 IT＆
ITS開発部 ITS先行・製品開発グループの
井上 拓哉は話す。その上で，
「今回の開発を担当するまでは，自分がペ
ダルの踏み間違いをするなどとは思っても
いませんでしたが，実態調査をしてみます
と，案外，駐車場という身近な場所で，し
かも，もしかすると身内を事故に巻き込ん
でしまう恐れもあるという痛々しい事故実

ブレーキペダルとアクセルペダルの踏み間違いによる事故は後を絶たない。そうしたなか，各
自動車メーカーから，ペダル踏み間違いによる誤発進を抑制する技術が実用化されている。そ
して，日産は，独自のアラウンドビューモニターと，ソナーセンサの組み合わせにより，危険状
態をより的確に判定し，ペダル踏み間違い事故を低減する技術に結び付けた。ペダルの踏み間
違いによる誤発進の事故は，多くの人が自分は起こさないだろうと考えている。したがって，そ
れを予防する技術に追加の代金を支払おうとはなかなか思わないだろう。その点，日産が開発
したペダル踏み間違い事故低減技術は，すでにノートなど量産車にも搭載が始まったアラウン
ドビューモニターや，ソナーセンサという既存技術を用いることで，コストをできるだけ上げず
に普及を目指して開発された。そして，万一のとき，付いていてよかったと胸をなでおろすことの
できる機能である。

態が見えてきたのです。そのことを知り，
改めて自分がクルマを運転しているときは
どうなのかと，ブレーキ操作の様子を意識
してみると，当然かもしれませんが，危険
の可能性を覚えるときは，無意識のうちに
ブレーキ操作をしていることに気付きまし
た。そのとき，何かの都合でペダルを踏み
間違うことが，全くないとは言い切れない。
万が一ということはあるのかもしれないと
思うようになりました」。
そして，ペダル踏み間違いによる事故を
未然に防ぐ機能の開発に取り組むことにな
る。
「初めに取り組んだのは，万一の事故の際，
ペダル踏み間違いという操作の中に，通常
とは違う何かのきっかけや，運転の動作が
あるのではないかということを探ることで
した。それが何かを調べ，制御する方法を
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いはコーナーセンサなどを開発するIT部
門と，井上が働く運転支援などの開発を行
うITS部門とが一体となった部署で，IT部
門では，2005年に日産がいち早く開発し
たアラウンドビューモニターの価値を，さ
らに広められる機能はないか検討している
ところだった。同じ部内であることから，
IT部門の担当する技術，アラウンドビュー
モニターやソナーセンサを，ペダル踏み間
違い事故低減技術の開発に活用できるので
はないかということになった。
「ペダル踏み間違い事故を低減する技術と

図 1 技術の突破は既に実用化されている部品の利用だった。左はソナーセンサ，右はアラウンドビューモニ
ター用のカメラ

は，実は，もしかしたらお客様が一度も使

せん。我々が開発で目指したのは，気付い

れる機能になるのではないかと考えたので

わないかもしれない機能かもしれません。

たら付いていて，万一のときそれで助かっ

す（図1）」。

でも使われないで済むことに越したことは

たという装備にするということです。

アラウンドビューモニターや，ソナーセ

ありません。一方で，万一ペダル踏み間違

私は，個人的にもアラウンドビューモニ

ンサを活用することにより，同じようなア

い事故を起こしてしまったときには，人命

ターは良い技術だと思っていました。そこ

クセルペダル操作であっても，周囲の状況

にもかかわる大きな事故になります。

で，すでに普及が始まっているアラウンド

から，危険な状態であるのか，あるいは通

そういう機能に対して，コストを掛ける

ビューモニターや，そこにソナーのセンサ

常の走行状態であるのかの判定材料とする

のは難しいですし，また，普及しなければ，

を組み合わせ，運転支援に使えば，大幅に

のだ。

痛々しい事故を減らしていくこともできま

コストを上げることなく，より普及させら

菅野 健 Takeshi SUGANO

井上 拓哉 Takuya INOUE

餌取 成明 Nariaki ETORI

田中 大介 Daisuke TANAKA

日産自動車株式会社
電子技術開発本部
IT&ITS開発部 ITS開発グループ

日産自動車株式会社
電子技術開発本部
IT&ITS開発部 ITS開発グループ

日産自動車株式会社
電子技術開発本部
IT&ITS開発部 ITS開発グループ

日産自動車株式会社
電子技術開発本部
IT&ITS開発部 ITS開発グループ

「受賞は貴重な経験となりました。各 「開発の仕事は，技術 者として基 本
「数多くの技術の中で今回受賞頂け
分野のスペシャリストの協力があり， 的には好きでやっていることですから， たことは，名誉ある賞を頂けたことに
本システムを世に出すことができまし
それは多少の苦労はありますが，や
感謝するとともに，技術の進歩に貢
た。今回の開発における経験や人の
りがいが多々あります。今回は，賞
献できたという実感あり，非常にうれ
繋がりを今後の開発に生かしたいと
を戴くということで，より開発したこ
しい思いです。これからも本技術は
思っております」
とが報われ，光栄に思う喜びがあり
素晴らしい技術であると自信を持っ
ます。さらに，普段，開発の仕事を
て，より多くのお客様に伝えたいと
家族に知ってもらうことはなかなか難
思います」
しいのですが，受賞ということで報
告でき，妻も，凄いことをやってい
るわねと，喜んでくれました。両親
も，特許出願などのときとはまた違っ
て，受賞を大変喜んでくれています」
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「これまでにはない様々なお客 様の
使われ方，環境，シーンを考えさせ
られ多くの気づきを得られた開発でし
た。受賞に当たっては，多くの担当
者の技術力を終結した結果であり大
変感謝しています」

気付いたら付いていて，万一のときそれで助かったという装備
―日産自動車
（株）―

アクセルとブレーキ
ペダル操作の違いとは
同時に，改めてドライバーのアクセルペ
ダルの操作の仕方を，詳しく分析もしてみ

をしてしまったとき，そこから衝突に至る

「設計者が，どこまで考えられているかが，

までの，距離や時間に余裕がないことだ。

すごく重要でした」と，井上は振り返る。

たちまち壁に衝突したり，ショーウィンド

「クルマの近くにある物に，ペダルの踏み

ウに突っ込んだりしてしまう。踏み間違い

間違いで誤発進し，ぶつからないようにす

によって暴走し始めてから，それを止めよ

ればいいと，機能の概念は簡単に決まりま

うとしても間に合わない可能性がある。

す。

た。ブレーキペダルとアクセルペダルの踏

そこで，「ペダル踏み間違いをしてしま

しかしそこから，設計し，モノとして完

み間違いをした場合，ドライバー自身は，

う前に，ドライバーに気付いてもらうこと

成させるためには，先ほどの駐車場の例の

ブレーキペダルを踏んでいるつもりでいる

が大切になる」と，井上は言う。

ように，駐車場内にある突起を乗り越える

ので，アッと踏み間違いに気づいても，ク

そこに，アラウンドビューモニターやソ

ルマを止めたい一心で，さらにペダルを踏

ナーセンサの効果を期待することができる。

どのように判定するのか。あるいは，洗車

み込んでしまうと場合があることが，事故

マン・マシン・インターフェイス，クルマ

機のなかを前進していくという場面で，目

の実態調査から分かってきた。すでに壁に

とドライバーの関係において，危険をメー

の前に洗車機のブラシという障害物が確認

衝突したあともなお，タイヤが空転し続け

ター表示したり，警告音で知らせたりも

されても，そこでは前進できなければ洗車

るほどアクセルペダルを踏み続けている事

行っているが，ペダル踏み間違い事故低減

できません。そうした様々なクルマの使用

例もあった。

技術においては，あえて通常より大きめの

環境を，いかにうまくとらえていくかが，

警告音を出し，危険状態であることをはっ

こうした思い切った制御を行う上では重要

グで見られるように，駐車位置の手前で

きり知らせるようにしていると言う。また，

になってきます」
。

段差を乗り越える場合がある。このとき

アクセルペダルが踏み込まれた際，本来は

言われてみれば，目の前に障害物がある

は，輪留めを乗り越えてしまうのとは違い，

ブレーキペダルが踏まれるべきであるとい

という状況は，実に様々あることが伝わっ

ゲートが仕組まれた段差を乗り越えなけれ

う周囲の状況が，アラウンドビューモニ

てくる。

ば駐車できない訳で，ここでは，ドライバー

ターやソナーセンサ情報から判定されたと

アラウンドビューモニターや，ソナーセ

はアクセルペダルを強く踏み込むことにな

きには，素早く警告を行い，ドライバー自

ンサなど，個別の部品開発においても新た

る。

身で誤操作に気付き，ペダルを踏み替えら

な取り組みが必要であったと話す。

れるようにも考えられている。

「アラウンドビューモニターでは，駐車場

一方，駐車場の中でも，コインパーキン

駐車場内で，アクセルペダルを強く踏み
込むという操作の中に，それが運転行為と
して正しい場合と，ペダル踏み間違いによ
る危険な状況と二通りあるわけだ。

のと，輪止めを乗り越えそうになるのとを，

の枠を認識しているのですが，白い線は道

概念ではなく
障害物を判定できるか

路にもひかれています。それをどう区別す
るのか。

危険であるか，そうでないか，判定の難
しさが改めて明らかになってきた。
技術的に難しいのは，ペダル踏み間違い

まず道路には，どのような白線が引かれ
こうした機能を作り込むうえで，苦労も
あった。

ているのかを調べました。一つの車線の幅
がどのくらいなのか，また，白線の太さは

カメラ

超音波ソナー

超音波ソナー
図2

システム構成図。バンパには前後 4 個のソナーセンサが組み込まれ，障害物の方向と大きさを測る
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どれくらいであるのか？

る指針がなければ判断できない。基準を決

に障害物があるという状況は，テストコー

めるために，とにかく走り込んだと，井上

ス内でその場面を設定し，確認することが

設されているのですが，実際は人が線を引

は言う。

できます。一方，道路の白線などランダム

いていますから，必ずしも厳密ではありま

「駐車場の枠についても，二本線で区切ら

な状況を知るためには，色々な道路を，昼

せん。都市部や郊外で差があったり，雪国

れていれば，まず駐車場だと言えます。道

夜も含め，時間を掛けて丹念に調べていく

では違ったり，また白線自体も，かすれが

路でも二本線の場合がありますが，それは

しかありませんでした。もちろん，すべて

あったり，昔の線が薄く残ったまま新しい

たいていセンターライン側です。難しいの

走ってということではなく，マトリックス

線が引かれていたり……」。

はやはり一本線で，この場合，奥までカメ

でチェックするということも行いますが」。

ラで見えていないと，駐車枠なのか道路の

次に，
ソナーセンサも，
苦心の開発であっ

それらは，基本的には決まりに沿って敷

人はそれを目で見て，簡単に区別し，判
別しているが，カメラで捉えた画像からコ

線なのかを判定しにくくなります。

ンピュータが判定するためには，基本とな

駐車場がなく壁のある駐車場に前進で駐車

ただし，駐車場の枠とか，クルマのそば

壁に寄せて停止しようとして，ブレーキペダルを踏んだつもりが誤ってアクセル
ペダルを踏み込んでしまった

「そもそもソナーセンサというのは，超音

自動的に加速を抑え，ブレーキが作動して衝突を未然に防ぐ。
バックでの駐車時でも作動する

ソナーが壁を検知

図3

た。

エンジン出力を制御し，急な加速を抑制する。さらに自動的にブレーキをかけ
て衝突を防止，または被害の軽減を行う

壁などの障害物の前に駐車するときにアクセルを踏み込んでしまったケース

壁がなく，駐車枠のある駐車場に前進で駐車

カメラが駐車場の白線を検知

駐車操作時にアクセルペダルが素早く深く踏み込まれるとエンジン出力を制御
し加速を抑える
図4

万一誤ってペダルを踏み間違えた時の過度な加速
を防ぐ

エンジン出力を制御し，急な加速を制御する

駐車場枠内に駐車するとき，アクセルを踏み込んでしまった場合

接触直前にブレーキが作動。渋滞中のクリープ走行での前進による衝突の回避を
アシストする

壁があり，クルマ止めはないが駐車枠のある駐車場に後退で駐車

ブレーキペダルを踏んでいた力が緩み，前方の停止車両に衝突しそうになった

クルマ止めがあると思って後退してしまい，後ろの壁に衝突しそうになった

自動的にブレーキをかけて衝突を防止，または被害の軽減を行う

自動的にブレーキをかけて衝突を防止，または被害の軽減を行う

図5
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渋滞や駐車操作中など低速で走行しているとき，ブレーキ操作が遅れてしまったケース

気付いたら付いていて，万一のときそれで助かったという装備
―日産自動車
（株）―

波を使って，障害物が近くにあるかないか

こするなど傷をつけてしまいがちです。そ

効にして，ブレーキを掛けるのですから，

だけを知るための簡単な機能として利用さ

れが嫌で，クルマで外出するのが億劫に

そこは全く新しい開発でした。

れてきました。したがって，クルマからど

なったという声もありますから，低速走行

の方向に，どれくらいの大きさの物がある

のとき障害物との接触を避けられれば，日

かまで，一つのソナーセンサでは判断でき

常的な利便性にもつながり，この機能の価

また，アクセルペダルというドライバー

ません。そこで，前後のバンパに４個のソ

値をさらに広げていくことができます（図

の意志を表現するところから，エンジン出

ナーセンサを設けています。そして，隣同

3，4，5）
」。

力を上げ，クルマを走らせるという実際の

そして改めて，世の中には，いろいろな
運転状況があるのだなと思いました。

士のソナーセンサがどのように障害物を検

たしかに，ペダル踏み間違い事故は，冒

知したか，それによって，総合的に，障害

頭に井上が述べているように，一度も経験

プロフェッショナルが揃っているというこ

物の方向や大きさなどを分析して使ってい

しない人もいるはずで，それ以上に，駐車

とに気付かされました。これまで知らな

るのです（図2）
」
。

場などでクルマをこすってしまわずに済む

かった話が色々出てきて，びっくりするこ

ほうが，身近で有り難い機能といえる。そ

とばかりでした。

衝突や接触防止にも使える
障害物認識
こうして作り込まれたペダル踏み間違い

動きまで，その間に，様々な専門家がいて，

のうえで，万一の際には，ペダル踏み間違

社内の，こうした色々な分野の人と話す

いによる誤発進を防ぐことができ，より安

ことによって，知識とか，人材が集まった

全であり，安心してクルマに乗れるように

組織の大切さを思うとともに，こういう組

なる。

織が出来上がるまでには一朝一夕にはいか

事故低減技術は，渋滞や，駐車のための低

ペダル踏み間違い事故低減技術の開発を

速走行中にブレーキ操作が遅れた際，衝突

行ってみて，改めて技術者としてどのよう

直前にブレーキを作動し，衝突を防止する

なことを発見し，感じたのだろう。

機能も含まれている。

「今回の開発は，ドライバーの操作とは逆

とも言われる。しかも，新しい電子制御機

「ペダル踏み間違い事故低減技術に取り組

の応答をクルマにさせるという点で，従来

能が増えるほど，自動車メーカー内の他分

んでいるうちに，ソナーセンサによって障

にはなかった開発でした。

野が連携して取り組まなければならない時

ず，長い時間と歴史が必要なのだろうと思
わされました」
。
クルマは，寄せ集め技術の集大成である

害物を認識し，ブレーキでクルマを止める

日産のセーフティシールドという考えの

代になってきた。そうしたなかから，クル

ことをやれば，低速での衝突回避にも役立

下，運転支援として衝突被害軽減装置の開

マの動力性能だけでなく，安全装備も充実

つことが分かりました。

発などは行ってきましたが，それでも，こ

してきている。

このペダル踏み間違い事故低減技術は，

れまではドライバーの意志を最終的には優

まず2012年にミニバンのエルグランドに

先する装置の開発です。しかし，ペダル踏

数々の英知が集められ，完成した，新しい

装備して発売しましたが，大きなクルマほ

み間違い事故低減技術は，ドライバーがア

時代の自動車技術の一つと言える。

ど死角があって，駐車の際にクルマの角を

クセルペダルを踏んでいるのに，それを無

ペダル踏み間違い事故低減技術の開発は，

当日は急な出張などが入り，井上氏が代表してインタビューに応えてくれた
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