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１．はじめに

近年，各二輪車メーカによる安全

性に関する技術開発が進み，その研

究開発の状況は，第 2 期 ASV(1996

年～2000 年)研究報告として 2000

年 11 月に行われた ASV-2 Demo2000

において実車展示や資料が公開さ

れ，ご存知の方も多いと思う．技術

領域は衝突前の予防安全から衝突

時の衝突安全まで多岐に渡り，技術

手段も多様な方法が展開されてい

た．四輪車の ASV 技術領域の手法が

定まりつつある中で，技術の責め所

と二輪車に適した形態を模索して

いる感がある．

一方で，二輪車４メーカ中３メー

カが予防安全領域の二輪車存在情

報提供装置の技術発表を行った．技

術手段は各社各様であるが，ねらい

が対四輪死亡事故件数の低減にあ

ることは事故分析結果からも示さ

れている．ここでは，弊社が発表し

た「二輪車四輪車情報通信システ

ム」を例に，ASV で検討している

車車間通信の現状と将来について

総括的に紹介する．

２．事故分析

図１に示す交通事故データ分析

結果から，二輪車事故の特徴として

交差点における右直事故や出会い

頭事故等の四輪車との衝突による

二輪車死亡事故件数が全体の 63%

を占めており，対四輪車事故件数が

際立って多いことが読み取れる．

図２に第１当事者（以下１当）側

の事故原因構成比を示す．原因の

90%以上が四輪車側ドライバの認知

ミスに起因していることが判る．

また，統計データには現れていな

いが，第２当事者（以下２当）側の

ライダにも予知予測スキルの不足

による認知ミスが考えられる．した

がって，これら双方の認知ミスが誘

発されないように事前に他車存在

情報をドライバ，ライダに提供し，

注意分配をより振り分けられれば，

事故を未然に防止できるはずである．

この事故分析結果から，予防安全

の中でも運転者の認知を支援する

認知支援システムが有効であるこ

とが予想される．

３．認知支援システム

運転者の認知を支援する認知支

援システムとはどのようなものか．

またどのような技術手段が考えら

れるのかを以下に説明する．

3.1. 車車間通信の背景

自車の搭載機器のみで機能が完

結する技術を自律技術と総称し，四

輪車で実用化されている，CCD カ

メ ラ に よ る LKAS(Lane keep

Assist System)：車線維持支援シス

テ ム や ミ リ 波 レ ー ダ に よ る

ACC(Adaptive Cruise Control)：

車間維持制御などで代表的される．

レーダや映像から他車の情報を

得る場合，その原理上適用限界があ

る．例えば，運転者の視野範囲にあ

るものであれば検出可能であるが，

建物や樹木等で遮へいされた場合

図２　１当側（四輪車）の原因構成図１　ニ輪の交通死亡事故件数の実態
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は検出不可能である．したがって，

出会い頭事故のように相手車両が

見えにくい条件時には適していな

いと言える．

それらに対し，車車間通信や路車

間通信では，他車の種別，車速，位

置，加減速，車両情報など自律技術

手段よりも遥かに多い情報量と，高

い情報精度を入手できる．

車車間通信の特徴は，車車間通信

装置を搭載している車両同士が一

定の範囲内に接近すれば，全ての道

路上で通信ネットワークが形成さ

れる．

路車間通信は，路車間通信装置を

搭載した車両が路側通信装置の配

備された道路や交差点に接近する

と機能するが，全ての交差点が対象

ではなく限定になる．アプリケーシ

ョンによっては双方が融合した車

路車間通信も考えられる．（図３）

3.2. 認知支援システム

そのため，実際の交通環境で意図

した機能を車車間通信を用いた認

知支援システムを構築するために

は，通信の基本仕様である周波数，

伝送速度，プロトコル，通信制御方

法や，アプリケーション要求からの

通信範囲，通信対象台数，電波伝播

特性等によって最適仕様を決めな

ければならない．

さらに，社会的視点でとらえると，

車車間通信は携帯電話など他の社

会システムと同様に高い公共性を

有することから，外部から車車間通

信情報ネットワークへの進入を阻

止する強じんなセキュリティを備

えたものにしなければならない．こ

のように技術革新の進化が早いＩ

Ｔ業界の技術動向を掌握しながら，

推測しながら最適なシステムの検

討を推進することが求められる．

Honda は車車間通信を用いた認

知支援システム「二輪車四輪車情報

通信システム」の研究成果を

Honda ASV-2 Foresight（二輪車）

と Accord（四輪車）に搭載し，右

直事故防止や出会い頭事故防止の

研究を行った．（図４）

図５に二輪車側のシステム構成

を示す．四輪車側システムと二輪車

側システムの違いは，DGPS に加

えて NAVI の地図データを活用し，

相手車両を NAVI 画面上に注意す

べき車両の位置を表示するように

なっている．車車間通信モデムは

2.4GHz 無線通信機を用いている．

この認知支援システムは，通信可

能範囲に存在する周囲車両と通信

を行い，種別，位置（経度緯度），

車速，ブレーキ状態，加減速状態，

ウィンカ状態などの情報を入手し，

自車と接近した場合に衝突する可

能性がある車両を選択し，自車の運

転者が回避できる適切なタイミン

グで情報を提供する機能を持って

いる（図６）．

位置情報はシステムの根幹であ

りるが，特に道路上のどこの交差点

に接近しているのか，他車両は同一

の交差点に向っているのか等の重
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国土交通省第２期ＡＳＶプロジェクト
（１９９６－２０００）に参加

図４　二輪車四輪車情報通信システム実験車
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図３　車車間通信，車路車間通信イメージ 図５　Honda ASV-2 Foresight システム構成
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要な判断を担っている．

そのような位置情報は経度緯度

で示される絶対位置よりも，道路地

図上の交差点に対する相対位置情

報を求めることが必要である．

一方，二輪車では，地図データベ

ースを持つ NAVI の搭載がコスト

面や使用環境面から不用な場合も

あり，必ずしも全車装備に成り得な

いと考えられる．この矛盾を解決す

る方法として，NAVI を搭載した車

両からその位置情報と交差点位置

情報を入手し，仮想マップデータを

生成しながら相手車両との相対位

置関係を把握するアルゴリズムを

開発した．これにより DGPS レシ

ーバのみ搭載した二輪車でも

NAVI 搭載時と同様の効果を得る

ことができるようになった．図７に

仮想データ生成の考え方を示す．

４．今後のＡＳＶの方向性

現在，国内自動車メーカ，二輪車メ

ーカ１４社が参加した国土交通省

の推進による第 3 期 ASV プロジェ

クトが進んでいる．その中でも，近

い将来の実現に向けた，車車間通信

を活用した認知支援システムは，事

故を未然に回避することを目指し

たものである．システムは本稿で紹

介した一例をさらに進化した通信

技術や機器構成になると思われる．

５．おわりに

車車間通信を活用した認知支援シス

テムは，2008 年までには実用化が可

能な条件整備，専用周波数帯域の適用，

通信プロトコル等が決まると思われ

る．その後に予定される各自動車メー

カによる商品化と普及を容易にする

ためにも，魅力あるＩＴ機器として育

て上げていくことが今後の重要な課

題になっていくことと思われる．

交差点位置，4輪位置を受信

自車ベクトルから接近交差点を同定

交差点Ａ

4輪自車位置交差点Ａ
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２輪位置座標，進路上の
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2輪位置を表示

接近する４輪車から交差点位置（経度／緯度）を受信
２輪車はそれを基に仮想マップデータを生成
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図７　仮想マップデータ生成

接近する四輪車から交差点位置(経度／緯度を)受信
二輪車はそれを基に仮想マップデータを生成

図６　システムブロックダイヤグラム
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