
先進安全自動車

第３期先進安全自動車（ASV）推進計画

成果報告会

日時： 平成１８年５月１８日

会場： 東京国際交流館 国際交流会議場

主催： 先進安全自動車推進検討会、国土交通省



第３期先進安全自動車（ASV）推進計画成果報告会

第3期先進安全自動車推進計画の成果報告会

目　次　
Ⅰ . 主催者挨拶.................................................................................................................1

Ⅱ . プログラム.................................................................................................................5

Ⅲ . 講演資料

1. 第３期先進安全自動車(ASV)推進計画について

国土交通省自動車交通局技術安全部長　久米　正一 .............................11

2. 普及促進にかかわる活動―概要報告―

第３期先進安全自動車推進検討会　普及促進分科会長、

実用化指針WG特別グループ長　青木　正喜........................................19

3． 普及促進にかかわる活動報告 ―技術的側面からの検討―

第３期先進安全自動車推進検討会　実用化指針ＷＧ特別グループ

実務ＷＧリーダー　松本　利明................................................................25

4． 普及促進にかかわる活動報告―施策的側面からの検討―

第３期先進安全自動車推進検討会

普及促進分科会　幹事　佐藤　健治 ........................................................37

5． 技術開発にかかわる活動―概要報告―

第3期先進安全自動車推進検討会　次世代技術分科会長、

インフラ連携分科会長　吉本　堅一 ........................................................49

6． 技術開発にかかわる活動報告

―路側情報利用型運転支援システムの開発―

第３期先進安全自動車推進検討会

インフラ連携分科会　システム検討ＷＧリーダー　金光　寛幸..........55

7． 技術開発にかかわる活動報告

―情報交換型運転支援システムの開発―

第３期先進安全自動車推進検討会

次世代技術分科会　通信技術検討ＷＧリーダー　古川　修 .................65

8． 次期ASV推進計画について

　　　 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課

国際業務室長　和迩　健二 .......................................................................79

参考資料1：ASVの基本理念 .............................................................................................85

参考資料2：運転支援の考え方 ...........................................................................................93



第３期先進安全自動車（ASV）推進計画成果報告会

ご挨拶



― 3―

第３期先進安全自動車（ASV）推進計画成果報告会

主催者挨拶
第３期先進安全自動車（ASV）推進検討会

座長　井 口 雅 一

　第3期ASV推進計画の成果報告会を開催するに当たりまして、一言ご挨拶をさせていた

だきます。

　ASV計画が産・学・官の協力のもと、始められましたのは、平成3年、今から15年前で

した。平成4年版の交通安全白書を見ますと、交通事故に関して、“4年連続して死者数が1

万人を突破するなど「第二次交通戦争」といっても過言ではない厳しい状況にある”とあり

ます。交通事故総合分析センターが設立されましたのもこの時期です。

　自動車の安全対策については、当時すでにシートベルトは車両に搭載義務づけされ、衝突

衝撃を吸収する車体設計は行われていました。しかし、増え行く交通事故に対応するには、

事故後の安全対策パッシブ・セーフティから、事故予防対策アクティブ・セーフティの必要

性が叫ばれておりました。

　ASVとは急速に発展するエレクトロニクス技術を自動車に装備し、安全性と快適性とを

格段に高めた自動車を云います。ASV計画の第１期には乗用車を検討対象に技術的可能性

の検証に取り組み、第2期にはトラック、バス、二輪車を加えてすべての自動車を対象に実

用化開発を行いました。

　今回の第3期では、ASV技術の普及促進のための検討と、通信技術の活用による次世代

技術の開発を促進してまいりました。昨年、北海道苫小牧市で国内自動車メーカー全14社

による車車間通信の検証試験を実施してその有効性を実証でき、今後に向かって大きな前進

をいたしました。

　ASV推進計画15年の間に、衝突軽減ブレーキやレーンキープアシストなどの各種ASV技

術が次々と実用化されました。平成12年に当時の運輸省は、車両の安全対策によって、交

通事故死者数を今後10年間に1,200人減らすという目標を立てましたが、今日すでに達成し

ているという評価がされると仄聞しております。ASV計画が目標達成にいささかでも貢献

できたことは大きな喜びであります。

　自動車があくまでもドライバーの責任の下に運転されるという形態は今後も変わりませ

ん。ASV技術の基本は、ドライバーの安全運転を支援するものです。ASV技術はドライバー

と融合するものでなければなりません。それには、ドライバーという人間の研究も今後深め

ていく必要があります。同時に、ドライバーがASV技術をよく理解して、安全運転に活用

してもらえるようにする活動も必要です。

　まだまだ残された課題がありますが、今後ASV技術がさらなる発展を遂げ、人と車とが

融合し、より安全・安心な車社会の実現へと発展して行くことを期待いたします。

　最後になりましたが、本日の成果発表会開催に当たりまして、これまでご尽力いただきま

したASV推進検討会の委員の皆様、そして自動車メーカーの方々を始めとする関係者の皆

様に感謝を申し上げ、また、本日ご参加を頂いた皆様にお礼を申し上げて、開会の挨拶とさ

せていただきます。
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13:30 開会

13:35-13:40 開会の挨拶

井口　雅一（第３期先進安全自動車推進検討会座長）

13:40-13:50 第３期先進安全自動車（ＡＳＶ）推進計画について

久米　正一（国土交通省自動車交通局技術安全部長）

13:50-14:00 普及促進にかかわる活動―概要報告―

青木　正喜（第３期先進安全自動車推進検討会　普及促進分科会長、

実用化指針WG特別グループ長）

14:00-14:25 普及促進にかかわる活動報告－技術的側面からの検討－

松本　利明（第３期先進安全自動車推進検討会　

実用化指針WG特別グループ　実務WGリーダー）

14:25-14:50 普及促進にかかわる活動報告―施策的側面からの検討―

佐藤　健治（第３期先進安全自動車推進検討会　普及促進分科会幹事）

14:50-15:10　  休憩（20分）

15:10-15:20 技術開発にかかわる活動―概要報告―

吉本　堅一（第３期先進安全自動車推進検討会　次世代技術分科会長、

インフラ連携分科会長）

15:20-15:45 技術開発にかかわる活動報告―路側情報利用型運転支援システムの開発―

金光　寛幸（第３期先進安全自動車推進検討会　インフラ連携分科会　

システム検討WGリーダー)

15:45-16:10 技術開発にかかわる活動報告―情報交換型運転支援システムの開発―

古川　修（第３期先進安全自動車推進検討会　次世代技術分科会

通信技術検討WGリーダー）

16:10-16:30 次期ASV推進計画について

和迩 健二　（国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課国際業務室長）

プログラム　
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青木　正喜
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松本　利明
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衝突可能性判断ライン

衝突判断ライン
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http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/asv/ASV3.htm 
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吉本　堅一
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金光　寛幸
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古川　修
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