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第 12 回自動車安全シンポジウム開催概要 

ヒトとクルマの共存をめざして 

～先進技術を活用した安全対策～ 

 

主催：国土交通省 

日時：2011 年 12 月 6 日(火)13:30～16:30 

場所：東京ビックサイト 

参加者：290 名 

（自動車関連企業：135 名、その他企業：36 名、自動車関係団体：33 名、教育機関：5 名、官公庁：15 名、その他

（関係者、行政、個人など）：66 名） 

 

＜主催者挨拶＞木場 宣行氏 国土交通省 自動車局 次長 

 

 

＜第 1 部 講演＞ 
「車両安全対策の現状と今後について」 
板崎 龍介氏 国土交通省 自動車局 技術政策課 国際業務室 室長 
 2010 年の死者数は 4,863 人と，ピークの 1970 年の 16,000 人超や，1990 年ごろの 10,000 人

超に比べて大幅に減少している．ところが，事故件数，負傷者数は高止まりのままである． 
 政府は，2018 年に交通事故死者数を 2,500 人以下とすることを目標に様々な対策を施し，10
万人あたりの死者数を現在の 4.5 人から，2.4 人という世界一安全なクルマ社会の実現を目指して

いく． 
 国土交通省自動車局では，車両の安全という側面からこの課題に取り組んでおり，少子高齢化，

歩行者，新しいモビリティなどへの対策を検討している． 
 これまでは，事故実態の把握・分析，安全対策の実施，対策の効果評価をサイクルとして実施

してきた．さらに死者数を削減するために， ASV 技術や自動車アセスメントと有機的に連携し

つつより効果の高い安全対策を行っていく予定である． 
 
「交通政策審議会の活動報告 ～今後の車両安全対策について～」 
鎌田 実氏 東京大学 高齢社会総合研究機構 機構長・教授 
 交通政策審議会の前身である 1999 年の運輸技術審議会において，死者数を 10 年間で 1,200 人

削減する目標を掲げた．その後，衝突安全の普及を受け，2004 年に目標を 2,000 人削減に上方修

正した．2009 年の事故データを用いた検証では， 1,977 人削減とほぼ目標達成の見込みとなっ

た．一方で，負傷者数の削減は，目標に遠く及ばないことが見込まれることから，予防安全シス

テムの普及が望まれる． 
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 車両安全対策としては，少子高齢化，歩行者・自転車乗員の被害軽減，電気自動車・ハイブリ

ッド車や超小型モビリティといった新しいモビリティへの対応などについて議論してきた．その

中で事故調査の拡充，医工連携，運転支援のあり方を検討していくことが重要との結論を得た． 
 このような議論の結果，交通政策審議会では，車両安全対策により2020年までに死者数を1,000
人削減するという目標を設定した．これは，非常にレベルの高い目標ではあり，目標達成に向け

てどう戦略をとるのかを議論していく必要がある． 
 
「賢いクルマへの過信を防ぐ」 
稲垣 敏之氏 筑波大学 大学院システム情報工学研究科 教授 
 予防安全技術を進める上で，過信の問題は避けて通れない．自動化技術の先駆者である航空機

での教訓をもとに，自動車における運転支援システムの検討を進めていくことが必要である． 
 運転支援システムを導入すると，｢過信｣や｢依存｣といった問題が出てくる．｢過信｣は，信頼に

値しないシステムを信頼することで，｢依存｣は信頼できるシステムに作業を委任することを示す．

本来の意味では，｢依存｣は正しい判断であるが，信頼できないシステムを安易に信頼し任せてし

まう過度の依存が非常に危険なこととなる．これを回避しつつ，運転支援システムを構築してい

くことが重要である． 
 信頼できるシステムには，機能の安定性が確保されていること，機能の実現方法が理解できる

こと，機能の目的が納得できることが必要となる． 
 運転支援システムは，その性質上非常に複雑でわかり難い．わかり難いものを利用する以上，

利用する側も，システムを理解するための努力が必要となる． 
 
「人の運転行動，歩行行動について 人間中心の安全支援のために」 
春日 伸予氏 芝浦工業大学 工学部 共通学群 教授 
 安全運転をするためには，自分が起こしやすい危険への気づき，運転をより安全に変容できる

気づきが重要になる．この自分自身への｢気づき｣がなくなると，｢不適応｣と呼ばれる危険な状態

に陥る可能性がある．そのため，｢気づき｣を持たせるような運転支援システムが必要となる． 
 人の能力が及ばない部分や能力不足をカバーする運転支援は，｢気づき｣をなくし人の能力を低

下させる可能性がある．一方で，人の能力を引き出す支援は，｢気づき｣を誘発し，主体的な安全

運転を高めることになる． 
 また，高齢者は交通弱者という立場から，交通ルールを守るという意識が非常に薄く，歩行者・

自転車乗員として交通違反により犠牲になるケースが非常に多い．歩行者に対する安全支援も重

要で，特に主体的な安全行動，安全歩行を促す支援が重要になる． 
 主体的な運転を支援するシステムを構築するには，人の心理的な側面を理解することも重要で

ある．日常的な心理特性や運転中の心理状態が運転行動に影響を及ぼすと考えられる． 
 これらを考慮した人間の心理や行動に適合した支援システムを構築した上で，歩行者をも含め

た利用者への教育を行うことで，より一層の安全が確保され，技術の普及が促進されると考える． 
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「歩行者保護を中心とした技術開発状況」 
高橋 信彦氏 一般社団法人日本自動車工業会 安全・環境技術委員会 安全部会 部会長 
 2010 年の交通事故死者数は 4,863 人で，内訳を見ると歩行中が自動車乗車中を上回って最多と

なっている．さらに詳しく見ると，夜間で横断中の事故が多く，速度が 30km/h を超えたところか

ら致死率が上昇している．事故の要因としては，運転者の認知ミスが大半を占めることから，横

断歩行者認知支援システムの開発が重要といえる． 

 歩行者の傷害部位を見ると，死亡者が頭部，重軽傷者が脚部に損傷を受けている．これらの被

害を軽減するための衝突安全対策として，頭部傷害には車体構造やポップアップフードなど，脚

部保護には車体構造とともに Flex-PLI と呼ぶ評価ツールの開発で対応を進めている． 

 一方で，衝突を回避するための予防安全対策も普及してきている．これは主に，ハード技術と

ソフト技術の進化により，より高機能な部品が利用できるようになったこと，的確な認知・判断

ができるようになってきたことが背景にある．遠赤外線，可視光カメラやレーダーなどを利用し，

先行車や歩行者などを検知しブレーキ制御を行うシステムが開発されている．よりベーシックな

方式として，ナビゲーションや携帯電話の GPS 機能を利用したシステムや，路車間通信などの ITS

技術を利用したシステムの研究なども行われている．予防安全技術の開発には，まだまだ有効な

事故データが少ないので，今後これを蓄積していくことが重要である． 
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＜第２部 パネルディスカッション＞ 

テーマ：歩行者の被害を減らすために 

司会：室山 哲也氏 日本放送協会 解説委員室 解説主幹 

パネリスト： 

清水 和夫氏  国際自動車ジャーナリスト 

稲垣 敏之氏  筑波大学 大学院システム情報工学研究科 教授 

春日 伸予氏  芝浦工業大学 工学部 共通学群 教授 

高橋 信彦氏  一般社団法人 日本自動車工業会 

 安全・環境技術委員会 安全部会 部会長 

奥村 康博氏  国土交通省 道路局 道路交通管理課 

高度道路交通システム推進室 室長 
板崎 龍介氏  国土交通省 自動車局 技術政策課 国際業務室 室長  

 

ディスカッション： 

 

○歩行者安全の現状は？ 

・日本の交通事故死者数の約 35％が歩行者と，諸外国に比べ突出して高くなっており，政府

が目指す死者数半減の目標を達成するには，歩行者対策が非常に重要である． 

・さらに，歩行者の死者数の 70％以上が，65 歳以上の高齢者である． 

・これまで，様々な交通安全対策を行ってきて，最後に残っているのが歩行者対策である． 

・日本の，特に高齢歩行者は交通弱者として意識が強く，安全を自動車側に依存している． 

 

○どんな車を開発すべきか？ 

 ①衝突しても安全な車 

・日本は，世界に先駆けて歩行者保護対策を推進しており，歩行者頭部保護試験法も世界で

始めて導入している． 

・頭部保護対策として，フードとエンジンのすき間を大きくするため，フードを上げるだけ

でなく，エンジンを下げるといった対策も行っている．このような対策で，アセスメント

での頭部保護レベルが年々上昇している． 

・脚部保護も，評価ツールの開発を含め，日本が先導して試験法導入を推進している． 

・自動車側でできる対策はかなり進化してきているが，衝突後の路面と頭部の衝突など，自

動車側で対策できない部分も大きい． 

 ②｢衝突しない車｣どう作る 

・衝突した後でより高度な技術で助けるか，衝突しそうな状況を検出し衝突を回避する方向

に行くのか，同時に進めていくことは難しいのでどちらを優先すべきかを議論していくこ

とが必要である． 
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・危険な状況を検知し，警告するシステムだけでなく，運転者自らが主体的に安全運転を行

うように誘導する支援が重要となる． 

・運転支援システムの適切な使用方法やシステムの限界についての教育も必要となる． 

・安全運転を支援する情報の提示は重要だが，それだけでは，特に高齢運転者などは適切な

対処が出来ない場合もあるので，最終的に自動車側が安全を担保するような仕組みを導入

する必要がある． 

・情報の提示方法についても，人間の思考や行動を考慮したうえで表示の仕方を変えないと，

受け手側に適切に伝わらない可能性がある．特に，認知支援と判断支援では性質が異なる

ので提示方法は重要である． 

・運転支援システムは，メリット・デメリットを明示した上で以下に普及させていくかが重

要である． 

 

○歩行者を守る制度や社会のありかた 

・自動車側での対策は，衝突安全，予防安全ともかなり進んできている．一方で，歩行車側

の安全意識は未だに低いままである． 

・運転支援システムに対する教育は今後さらに重要になる． 

・日本は，諸外国と比べて自動車と歩行者の距離が近く，分離されていない．その対策とし

て，歩車分離のインフラ整備を進めている．また，住居地域では，スピードを落とさせる

ために，ハンプやスラロームの設置などの様々な対策を行っている． 

・自動車側では，すぐにできる対策はかなりやってきているが，まだまだ全ての課題が解け

たわけではない．普及のシナリオ，システムの効果を見据えて，できるところから順次導

入して行きたい． 

 

○まとめ 

・死者，特に歩行者の事故を減らすため，自動車側でできることは徹底的にやる．それだけ

ではなく，歩行者もインフラもそれぞれに責任を果たしていくことが重要である． 

・インフラを整備していくためには，住民の理解が必要であり，事故を減らすには運転者や

歩行者の理解も必要になる． 

・自動車側では，衝突安全や予防安全の技術開発を進めることが重要だが，それをどう普及

させるかも考えていかなければならない． 

・運転支援は，過保護，過干渉にならず，自立して行動できるような支援が必要である． 

・運転支援のあり方をどう考えるのか，どう普及させていくのかを国家レベルで考えること

が必要になる． 

・DRL，ISO-FIX の普及促進，ヒヤリハットの映像放映，対向車両のブレーキ操作がわかる装

置など，簡単なことでも確実な事故の低減が見込めるものはやっていくべき． 
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司会のまとめ：今回のモーターショーでは，自動車業界以外の参入が目立ってきており，自動

車が社会全体に深く広く関わっていることを再認識した．そう考えると，行政は省庁の枠を超

えて総合的に動いていく，市民側も，主体性を持って行動し成長していくことが必要になる．

どれか一つを進めるのではなく，色々なものを同時に進め，それを連動することで，全体とし

ての日本の成熟度を上げていくことになる． 
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参加者アンケート結果概要 

 

１.回収数 

57 枚 

 

２.主なご意見 

◆第 1部 講演について 

○日本が掲げている最新の事故削減目標が明確に示され，ASV，車両安全対策，自動車ア

セスメントの推進強化，課題認識がわかった． 

○今後の予防安全の進化には，ドライバ主権からの脱却が重要なポイントと考える． 

○複雑な交政審の審議内容がわかりやすく整理されていた． 

○接近通報システムはメーカ標準装備となっていることが多いが，今後法令化するのかそ

の動向を知りたい． 

○支援システムの過信と依存についてとても考えさせられた． 

○システムの能力限界をユーザにわからせることが重要なことは理解できるが，マニュア

ルを読まないユーザにどうやって理解させるかが問題． 

○｢気づき支援｣は，自動車他の全ての乗り物に役立てられればよりよい交通ができる． 

○歩行者，自転車のマナー改善は重要な課題であるが，歩行者の教育だけでなく，運転者

を含む道路利用者全体の安全意識の改善が必要． 

○予防安全技術も既に実用段階にあり，普及に向けた取り組みをどうするかが重要． 

○ユーザ，メーカ，国の三位一体での取り組みが必要． 

 

◆第 2部 パネルディスカッションについて 

○一般ユーザへの正しい情報の伝達・教育の重要性がクローズアップされた．国民の考え

る機会を提供するための情報として活用を考えて欲しい． 

○現時点では，安全支援システムのメリットの方が大きいことは理解できたが，普及が進

んで支援になれてからが怖い． 

○｢自立的な安全｣という考え方は大切．機械的・コンピュータ的な支援と安全教育をセッ

トで考えていけると良い． 

○歩行車側が注意することが最大の事故対策となることをより普及しなければならない． 

○都市構造の問題に対する指摘は正しい． 

○警察庁の参加もあったほうが良い． 

○時間が短かった．もう少しサブテーマごとのディスカッションの時間が欲しい． 
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◆次回シンポジウムにおけるテーマについて 

○産官学，自動車・警察・道路が一体となって国家プロジェクト並の安全対策を推進する

ための施策について 

○自家用車と公共交通の役割について． 

○安全に対する規制，指針について． 

○省庁をまたいだ安全対策のテーマ，取締りとインフラと車の連携など． 

○自転車の走り方，交通ルールの徹底，マナー教育など自転車とは何か，どうすべきか． 

○予防安全分野について． 

 

◆その他 

○資料，ディスカッション内容などを国交省の Web 上に公開して欲しい． 

○人，自転車，自動車を分離させた交通インフラの重要性を認識した． 

○交政審からドライバ主権の考え方の見直しが示されたことの意味が大きい． 

○車両側でやるべきこと，やれること，歩行車側でやるべきことが整理されるとなお良か

ったと思う． 

○歩行者対策は自動車のみでは限界があり，歩行車側の教育が重要． 

 


