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1．はじめに 

日産自動車株式会社は、車両間の相互通信（車車間通信*1）

を利用することにより、交通事故低減を目指す第 3 世代の先

進安全自動車「日産ASV-3」を開発した。当社は、この「日産

ASV-3」を用いて、国土交通省が主催するASV（Advanced Safety 

Vehicle）のシステム検証実験に参加してきており、今後は、

第４世代の ASV 実験車両をもちいて、現実的な交通環境にお

ける運転支援効果の検証を07年度から実施する予定である。 

本稿では、「日産ASV-3」に搭載した車車間通信利用の安全

運転支援システム（以下、車車間通信システム）のシステム

概要と評価実験により得られた課題を考察として述べる。 

 

Fig.1  「日産ASV-3」外観 

 
2．「日産ASV-3」の概要 

「日産ASV-3」は、車車間通信を用いた注意喚起システムを搭

載するとともに、これまでのH M I （Human Machine Interface）

研究開発成果を取り入れることで、クルマの周辺状況に関す

る情報をより早く、より効果的にドライバに認知させること

を可能としている。その結果、クルマの安全機能の充実に加

えて、ドライバがいち早く危険を回避するための行動を取る

ことが可能となり、更なる安全性の向上が期待できる。 

 具体的には、以下の 5 種類の事故状況を想定し、各々の場

合において、車車間通信で得られた他車両の位置表示を行い、

ドライバがより早くクルマ周辺の状況を認知できるよう支援

を行っている。 

 

 ● 見通しの悪い交差点での出合頭事故 

 ● 右折時における対向直進車との衝突事故 

 ● 左折時における二輪車巻き込み事故 

 ● 追突事故 

 ● 同一方向、車線変更時における接触、衝突事故 

 

2.1. システム構成 

図 1 に実験車両を示す。ナビユニットを装備した市販車を

ベースに、コントロールユニット、通信アンテナ、車車間通

信機、および報知音用のブザー装置を搭載した。 

車載システムの構成を図2に示す。車車間通信機は、5.8GHz 

DSRC を利用して自車両のデータを他車両へ送信し、一方他車

両から送信されたデータを受信する。 

コントロールユニットは、自車両と他車両の位置関係と走

行状態、操作状態データを用いて、自車両の進路上で交錯す

る可能性のある他車両を抽出し、その対象車両との危険度判

定により、注意喚起実施の判断を行う。 

ナビゲーションシステムユニットは、自車両・他車両の位

置情報を地図データを用いてマップマッチングを行い、精度

の向上した位置情報をコントロールユニットに送る。また、

コントロールユニットが判断したドライバへの注意喚起のた

めの表示出力や発声発話を行う。 

各ユニットは、CAN (Controller Area Network)で接続され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2  車載システム構成 
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2.2. HMI装置 

図 3 に、実験車両のナビモニタに表示されている様子を示

す。通常のナビ表示に加えて、車車間通信システムによって、

他車両位置や注意喚起アイコンが表示される。 

また、注意喚起アイコンが表示される際の報知音「ポーン」

をオーディオ用スピーカにより、危険な状況で発進・操作し

た場合の注意喚起音「ピッピッピッ」をブザー装置により鳴

らす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3  ナビモニタ表示 

 

3．機能と支援内容 

2 章で述べた 5 事故類型におけるシステム機能と注意喚起

内容を説明する。情報をドライバに提供する H M I （Human 

Machine Interface）開発は、『ドライバが注意喚起を瞬時に

理解することができ、且つわずらわしくないこと。また、注

意喚起を誤解して危険にならず、且つ注意喚起に依存して周

囲の状況の自らの確認行動を怠らないこと。』を考え方とし

て、システム開発を行った。今回は代表として、出合事故防

止システムを紹介する。 

 

出合頭事故防止システム： 

○ 機能 

 図 4 のように、交差点で一旦停止した車両のドライバに対

して、接近する他車両に関する注意喚起を実施する。 

○ 注意喚起内容 

・ 他車両の位置をナビモニタに表示する。 

・ 表示した車両の中で、衝突の可能性がある場合には、

「ポーン」という音で報知する。また、ナビモニタに

注意喚起アイコン（図 5 右上の円形アイコン）を表示

する。接近度合いにより、注意喚起アイコンの色が黄

色→赤色と変化する。 

・ 赤の注意喚起アイコンが表示されている危険度の高い

状況で、ドライバがブレーキを離し発進しようとした

場合、「ピッピッピッ」というブザー音で報知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4  出合頭事故防止システム作動シーン例 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5  出合頭事故防止システム作動イメージ 

 

4．評価実験 

車車間通信システムの評価実験を、当社テストコースにて

実施した。各事故類型の走行シーンにおいて、一般人被験者

を対象として、インタビュー形式により定性評価を行った。

また、走行中のドライバの視線データを取得し、定量評価を

行った。そして、車車間通信システムが安全運転支援に効果

があるか、また、ユーザー受容性を有した HMI が実現できて

いるかを検証した。 

 

4.1. 評価方法 

（1）定性評価 

 走行後インタビューにより被験者の定性評価を取得した。 

被験者には、車車間通信システムの目的や機能概要を事前に

インプットし、インタビューを行った。 

 主なインタビュー項目は下記の通りである。被験者は、各

質問に対して、走行シーン別、事故類型別、全体総合の定性

評価をする。 

質問1：注意喚起は効果的か。 

質問2：注意喚起により自分が何をすべきか理解できたか。 

質問3：注意喚起を誤解して、危険を感じることがあるか。 

質問4：注意喚起に依存して、自らの確認行動を怠ることはな

かったか。 

質問5：注意喚起がわずらわしくないか。 

 

（2）定量評価 

CCDカメラにより、走行中のドライバ目線の映像データを取

得した。ドライバの目線がどの程度・頻度でナビモニタを見

ているかを分析し、システム依存性を検証する。 



 

 
 
 

5．結果と課題 

走行後に行った被験者へのインタビューから、以下の結果

と課題が明らかになった。 

・ 他車両位置表示により、ドライバから視認できない他

車両の存在を把握でき、認知支援効果がある。 

・ 注意喚起により、他車両の接近していること、また接

近度合いを把握でき、認知支援効果がある。 

・ 他車両の存在や接近度合いを瞬時に理解でき、且つわ

ずらわしさのないHMIを実現できている。 

・ 注意喚起内容を誤解せず、且つシステムに依存して目

視確認を怠ることのないHMIを実現できている。 
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質問4

質問3

質問2

質問1

はい どちらでもない いいえ

 

Fig.6  定性評価結果 

 

5.1. システム有効性について 

図 6 は、被験者に対してインタビュー評価結果を示したも

のである。計 5 問に対して、概ね肯定的な評価であることが

わかる。 

図 6 質問 1 の結果、ドライバから見えない車両の存在がわ

かり事前に心構えができるとの評価であり、安全運転に寄与

すると言える。ただし、下記 2 つの効果があまり感じられな

いという場合が存在し、課題であることがわかった。 

 

● 車車間通信システムを搭載していない車両が存在すると

きは有効性が低下する。 

質問1：注意喚起は効果的でしたか？

0% 100%

非通信車両あり

通信車両のみ

はい どちらでもない いいえ

 

Fig.7  車車間通信システム搭載有無による評価結果 

図 7 のように、車車間通信システムを搭載していない車両

（以下、非通信車両）が存在する走行シーンにおける評価は、

存在しないときと比較して低下した。非通信車両が混在する

シーンでは、通信車両の注意喚起のみされるため、そちらの

注意喚起に注意の比重をおいてしまうと考えられる。また、

被験者はこのシステム自体にまだ慣れていないため、非通信

車両が混在したときの注意喚起に戸惑っているとも考えられ

る。 

非通信車両が存在するときにも有効性が低下しないシステ

ムを実現することが課題である。また、システムに依存する

ことによって、自らの確認行動を怠ることのない HMI を開発

すること必要がある。 

 

● 車線の判別が必要な事故類型のシステムは有効性が低い。 

 

質問1：注意喚起は効果的でしたか？
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Fig.8  事故類型別の評価結果 

 

図 8 を見ると、出合頭、右折直進、追突に対するシステム

は、効果が高いといえるが、左折巻き込み、車線変更時の衝

突に対するシステムの効果は低いという評価結果となってい

る。 

これは、GPS位置誤差が数ｍ以上あるため、他車両が走行し

ている車線を判断することができないことが理由である。有

効性の低い 2 事故類型に対するシステムでは、他車両が存在

する車線を判別し、その存在位置によって、注意喚起をする

か判断する必要がある。注意喚起の必要のない走行シーンで

注意喚起されることは、ドライバにとってありがたみが感じ

られず、またわずらわしさを感じるため、システムの有効性

が低いという評価であった。 

 高精度の GPS の利用やインフラとの路車間通信との併用に

よって、他車両が存在する車線の判別を可能とし、注意喚起

対象車両を抽出するシステムが必要である。 

 

 

 

 



 

 
 
 

5.2. HMIの受容性について 

図 6 質問 2,5 の結果、注意喚起の内容がわかりやすく、且

つわずらわしくないとの評価であり、HMIの考え方が正しいと

言える。 

また、図 6 質問 3,4 の結果、注意喚起内容を誤解し危険を

感じたり、注意喚起されることに依存して本来するべき確認

行動を怠ったりという、安全面へのネガティブエフェクトが

ないことがわかる。ただ、この結果はドライバの主観に基づ

くものであり、ドライバ視線分析から得られた結果から次の

ような課題があることがわかった。 

 

● 自らの確認行動を怠る可能性がある。 
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Fig.9  事故類型別ドライバのナビモニタ目視時間 
 
図 9 は、1 つの走行パターンにおいてドライバがナビモニ

タを目視している時間を事故類型別に分析した結果である。 
矩形の棒グラフが各走行パターンでの目視時間の平均値であ

り、棒グラフの中心を上下に通る細い線は、最大値と最小値

の幅である。図 6 の質問 4 の結果によると、目視確認は怠っ

ていないという回答が大部分であるが、図 9 によると出合頭

では 1 走行パターン平均で計 3.1 秒ナビモニタを見ているこ

とがわかる。 
このことから、注意喚起されることにより、前方から視線

を離す時間が発生していることがわかる。ナビモニタは視線

の移動距離が大きく、ナビモニタを見続けてしまうと前方の

確認がおろそかになることが考えられる。ドライバが前方の

交通状況の確認を怠ることなく、注意喚起内容を理解できる

ようなHMI が必要である。 
また、被験者の中には最大で計 10 秒程度ナビモニタを見て

いるドライバも存在した。これは、本システムが注意喚起に

関わらずモニタ上に他車両位置を表示するために、ドライバ

が頻繁にモニタを確認することが原因と考えられる。この他

車両表示については、非通信車両が混走する状況において、

ドライバが周囲状況を誤解する可能性も考えられるため、今

後も検討が必要である。 

以上の結果から、車車間通信システムによって、見えない

車両の存在や接近をドライバが認知でき、安全運転支援に効

果があることが確認できた。また、GPS 精度により、車線の

判別ができないため、ドライバが多少の違和感やわずらわし

さを感じることがわかった。 
 

6．まとめ 

 以上のように、「日産ASV-3」によって、車車間通信を利用

する運転支援システムの効果を検証し、HMI の考え方である

『ドライバが注意喚起内容を瞬時に理解することができ、且

つわずらわしくないこと。また、注意喚起内容を誤解して危

険にならず、且つ注意喚起に依存して周囲の状況の自らの確

認行動を怠らないこと。』に沿った HMI 開発が重要であるこ

とが確認できた。今後は非通信車両混走時にも有効性が低下

しないシステム仕様を開発し、実用化された際の普及段階で

も有効なシステムを開発していく。 

 

7．おわりに 

当社では、「クルマが人を守る」という「セーフティ・シ

ールド*2」という考え方に基づき、より安全なクルマづくりを

積極的に推進しており、国土交通省による ASV プロジェクト

への参加や、神奈川でのSKYプロジェクト*3など、官民一体と

なった活動に積極的に取り組んでいる。これらにより得られ

る知見を総合的に活用し、これからもあらゆる機会をとらえ

て、安全技術の発展を進めていく。 
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*1 車車間通信： 複数のクルマが無線通信機を搭載し、走行中の位置

や方向等をお互いに送信し合い、情報を交換する通信システム。 

*2セーフティ・シールド： 日産独自のより高度で積極的な安全に対

するコンセプト。その特徴は通常運転から衝突後まで、状況に応じて

常に「クルマが人を守る」という考え方にあり、ドライバの運転を少

しでも危険な状況に近づけないようサポートし続けることに主眼を

置いている。 

*3 SKY プロジェクト： 神奈川県で実施中の ITS 活用プロジェクト。

ITS（高度道路交通システム Intelligent Transport Systems の略）を活用

し、交通事故低減や渋滞緩和を目的とする。 


