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（参考２）各社・各グループにより実証実験、実用化が進む走行支援サービスの例

路車協調システム

右折時衝突防止支援システム

一時停止規制見落とし防止/出会い頭衝突防止/信号見落とし防止支援システム

右折時衝突防止/追突防止支援システム

車両挙動情報収集システム

歩行者信号見落とし防止支援システム

前方状況情報提供システム

前方障害物情報提供システム

カーブ進入危険防止システム

経路選択支援システム

速度注意喚起システム

車車間通信システム

左折時衝突防止システム

右折時衝突防止システム

出会い頭衝突防止システム

安全運転支援システム（DSSS）

右折時衝突防止支援システム

左折時衝突防止支援システム

出会い頭衝突防止支援システム

一時停止規制見落とし防止支援システム

歩行者横断見落とし防止支援システム

信号見落とし防止支援システム

出会い頭自転車衝突支援システム

追突防止支援システム

カーブ進入危険情報サービス

交差点等危険情報提供サービス

追越し危険箇所情報提供サービス

エコドライブ支援サービス

ハイブリッド自動車・電気自動車制御

ITS SAFETY 2010

警察庁

国総研勉強会

行政 （Japan）
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冬期道路の安全走行支援システム

寒冷地AHS

Fuel consumption optimization

Power train management (hybrid, fuel cell)

Enhanced navigation for trucks

Heavy trucks ACC

Curve speed warning

Speed limit assistant

Lane keeping assistant

Lane change assistant

Stop & Go

Collision warning and avoidance

Adaptive light control

Vision enhancement

路車間通信

出会い頭衝突防止

追突防止

右折時衝突防止

左折時衝突防止

歩行者衝突防止

信号情報提供

規制情報提供

車車間通信

出会い頭衝突防止

追突防止

右折時衝突防止

左折時衝突防止

緊急車両情報提供

MAP & ADAS

ITS無線システムの高度化に関する研究会

行政 （EU）

行政 （Japan）
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SAFESPOT

Intersection Safety application

Lane change maneuver

Safe Overtaking application

Head on collision warning

Rear end collision

Speed limitation and safety distance

Front Collision Warning

Road condition status

Curve warning

Vulnerable Road User Detection and Accident Avoidance 

行政 （EU）

プリクラッシュセーフティシステム（ミリ波レーダー方式）

一時停止情報提供＆ナビ・ブレーキアシスト

DSSS：安全運転支援システム

AHS：走行支援道路システム

道路インフラと協調して交通情報を提供する「DSRCユニット」

Toyota

民間 （Japan）

Electronic Freight Management (EFM)

Emergency Transportation Operations (ETO)

Vehicle Infrastructure Integration (VII)

Cooperative Intersection Collision Avoidance Systems (CICAS）

Integrated Vehicle-Based Safety Systems (IVBSS)

National Surface Transportation Weather Observing and Forecasting System 
(Clarus)

Integrated Corridor Management (ICM)

Mobility Services for All Americans (MSAA)

National 511 Program (511)

Commercial Vehicle Information Systems and Networks (CVISN)

I-95 Corridor Congressional Appropriation (I-95)

Road Weather Research Program

Rural Communications Study

Surface Transportation Security and Reliability Information System Model 
Deployment

(iFlorida)

US DPT_ITS Program Plan 2008

行政 （USA）
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EyeSight

プリクラッシュブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ）

AT誤発進抑制制御

車線逸脱警報

ふらつき警報

全車速追従機能付クルーズコントロール

先行車発進お知らせ機能

Subaru

インターナビ・ウェザー

防災情報

地域安全情報

地震発生時安否確認システム

災害時移動支援情報共有システム

追突軽減ブレーキ〈CMBS〉

HiDS(Honda インテリジェント・ドライバーサポート・システム)

IHCC(インテリジェントハイウェイクルーズコントロール)

Honda

アクティブAFS（Adaptive Front Lighting System）

インテリジェントクルーズコントロール（全車速追従・ナビ協調機能付）

インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）

レーンデパーチャプリベンション

レーンデパチャーワーニング

インテリジェントブレーキアシスト

SKY PROJECT

スリップ事故低減を目指したスリップ地点情報提供システム

走行支援機能

出会い頭衝突防止支援システム

一時停止規制見落とし防止支援システム

信号見落とし防止支援システム

赤信号停止車への追突防止支援システム

ナビ協調変速制御

カーナビゲーション協調機能付インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシ
スト）

アクティブスタビリティーアシスト

EV-ITサポート機能

Nissan

民間 （Japan）
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Adaptive Cruise Control (ACC)

Blind Spot Detection (BSD)

Emergency Brake Assist (EBA)

Intelligent Headlamp Control (IHC)

Lane Departure Warning (LDW) The Lane Departure Warning (LDW)

Speed Limit Monitoring (SLM)

Continental

Speed Limit Display

Lane Departure Warning System

Lane Change Warning System

Active Cruise Control with Stop&Go

Adaptive Headlights with variable light distribution

BMW

民間 （EU）

アダプティブ・クルーズ・コントロール（Adaptive Cruise Control,ACC）

車線維持サポート (Lane Keeping System,LKS)

衝突予知セーフティシステム（Predictive Safety System,PSS）

衝突予知ブレーキアシスト（Predictive Brake Assist, PBA）

衝突予知警告（Predictive Collision Warning, PCW）

衝突予知緊急ブレーキ（Predictive Emergency Braking, PEB）

Bosch

ATTENTION ASSIST

DISTRONIC PLUS

Night View Assist

Adaptive Highbeam Assist

Blind Spot Assist

Mercedes-Benz

Opel-Eye

Intelligent AFL（Adaptive Forward Lighting）

Opel

City Safety

低速用追突回避・軽減オートブレーキシステム

フルオートブレーキ付追突警告機能＆歩行者自動回避システム

プリベアード・レストレイツ・システム（PRS）

Volvo
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Adaptive Cruise Control (ACC)

Automatic Emergency Braking

Camera-based Driver Assistance System

Collision Mitigation Braking (CMB)

Forward Collision Warning (FCW)

Forward Looking Safety 

TRW

Delphi

Safety Security Telematics - Collision WarningSystems

Sensor zones of the active safety system

Electronically-Scanning Automotive Radar (with andwithout callouts)

Electronically-Scanning Automotive Radar Sensor(with and without callouts)

Intelligent forward view camera hardware

民間 （USA）

車間距離制御システム（ACC）

Adaptive Cruise Control Systems

前方車両追突警報システム（FVCWS）

Forward Vehicle Collision Warning Systems

路上障害物警報システム（TIWS）

Roadside Traffic Impediment Systems

車両周辺障害物警報（MALSO）

Maneuvering Aid for Low Speed Operation

車線逸脱警報システム（LDWS）

Lane Departure Warning Systems

車線変更意思決定支援システム（LCDAS）

Lane Change Decision Aid Systems

全車速域車間距離制御システム（FSRA）

Full Speed Range Adaptive Cruise Control Systems

低車速追従走行システム（LSF）

Low Speed Following Systems

衝突軽減ブレーキシステム（FVCMS）

Forward Vehicle Collision Mitigation Systems

拡張後方障害物警報システム（ERBA）

Extended Range Backing Aids Systems

交差点信号情報・無視警報システム（ISIVWS）

Intersection Signal Information and Violation Warning Systems

カーブ速度警報システム（CSWS）

Curve Speed Warning Systems

車線維持支援システム（LKAS）

Lane Keeping Assist Systems 

ISO/TC204/WG14

標準 （ISO）
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行政 （Japan）：国総研勉強会_１

カーブ進入危険情報サービス

道路中心線・測点から安全に走行するための限界速度を算出し、急カーブで速度超過している車両に

対して注意喚起や車両制御を行う。

交差点等危険情報提供サービス

停止線や横断歩道等の危険箇所の情報をカーナビで提供。一時停止線で一時停止や減速を行わない
車両に対しては、ドライバーへの注意喚起・車両制御を行う。

また、横断歩道では、車載レーダーで歩行者の存在を検知し、歩行者が横断しているにも関わらず減速
しない車両に対しては注意喚起や車両制御を行う。
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行政 （Japan）：国総研勉強会_２

追越し危険箇所情報提供

道路線形から判断した、追越しが危険な区間の情報を提供。

エコドライブ支援サービス

道路線形や勾配情報をもとに車両制御や情報提供を行い、燃費に良い走行である定速走行を実現。
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行政 （Japan）：国総研勉強会_３

ハイブリッド自動車・電気自動車制御

縦断勾配の情報を活用し、モーター駆動自動車の最適なバッテリ制御を行う。また、給電スポットの情
報から、残バッテリで走行可能なエリアの情報を提供する。さらに、交通情報等も活用し、ハイブリッド
自動車・電気自動車にとって最適な燃費となるルート検索を行う。道路基盤地図情報が整備されていな
い道路については、カーナビのジャイロセンサの情報をもとに勾配を学習するシステムを用いて、面的
なサービスを可能にする。（ジャイロセンサの精度調整に道路基盤地図情報が整備されている区間の
情報を活用）
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行政 （Japan）：警察庁_１

総務省 ITS無線システムの高度化に関する研究会作業班（第2回会合）
における、警察庁よりの報告資料
｢インフラ協調による安全運転支援システムの実用化に向けた取組み｣ より
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/it
s/pdf/081205_2_si2-5.pdf
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行政 （Japan）：警察庁_２

総務省 ITS無線システムの高度化に関する研究会作業班（第2回会合）
における、警察庁よりの報告資料
｢インフラ協調による安全運転支援システムの実用化に向けた取組み｣ より
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/it
s/pdf/081205_2_si2-5.pdf
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行政 （Japan）：ITS SAFETY 2010_１

08年度大規模実証実験（ITS推進協議会）より
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/others/its_safety2010-syousai.pdf

合同実証実験
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行政 （Japan）：ITS SAFETY 2010_２

地域実証実験

栃木県

神奈川県

新潟県

08年度大規模実証実験（ITS推進協議会）より
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/others/its_safety2010-syousai.pdf
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行政 （Japan）：ITS SAFETY 2010_３

愛知県

京阪神

08年度大規模実証実験（ITS推進協議会）より
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/others/its_safety2010-syousai.pdf
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行政 （Japan）：ITS SAFETY 2010_４

広島県

08年度大規模実証実験（ITS推進協議会）より
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/others/its_safety2010-syousai.pdf
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行政 （Japan）：ITS無線システムの高度化に関する研究会_１

ITS 無線システムの高度化に関する研究会 報告書より
http://www.soumu.go.jp/main_content/000025421.pdf

車車間通信を利用したイメージ
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行政 （Japan）：ITS無線システムの高度化に関する研究会_２

路車間通信を利用したイメージ

ITS 無線システムの高度化に関する研究会 報告書より
http://www.soumu.go.jp/main_content/000025421.pdf
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行政 （Japan）：ITS無線システムの高度化に関する研究会_３

ITS 無線システムの高度化に関する研究会 報告書より
http://www.soumu.go.jp/main_content/000025421.pdf

ITS安全運転支援無線システムの利用イメージ
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行政 （Japan）：ITS無線システムの高度化に関する研究会_４

ITS 無線システムの高度化に関する研究会 報告書より
http://www.soumu.go.jp/main_content/000025421.pdf
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行政 （Japan）：寒冷地AHS_１

立行政法人土木研究所寒地土木研究所 HPより
http://www2.ceri.go.jp/jpn/bousai/pdf/01j.pdf

冬期道路の安全走行支援システムの研究について

（独立行政法人 北海道開発土木研究所 研究レポートより）

積雪寒冷地の冬期道路は、滑りやすくい雪氷路面や吹雪等による視程障害のため非常に厳しい運転
環境にある。特に、視程障害時の事故は後続車からの発見が遅れやすいため、多重衝突事故に発展
する事例も少なくない。多重衝突事故は長時間にわたり道路交通に障害を生じさせ、社会生活に与え
る影響も非常に大きい。



(参2) - 21

行政 （Japan）：寒冷地AHS_２

冬期道路における走行環境

立行政法人土木研究所寒地土木研究所 HPより
http://www2.ceri.go.jp/jpn/pdf2/panf-200907-environment.pdf
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行政 （EU）：MAP & ADAS

Map-based ADAS applications

Vision is primary sensors 
here - Map is only 
secondary

Track geometry, road 
network topology

Vision 
enhancement

Safety

Track geometry, road 
network topology, road 
type information, area 
type urban/non urban

Adaptive light 
control

Safety

Vision/radar are primary 
sensors here - Map is 
only secondary

Track 
geometry,curvature, 
slope, road network 
topology

Collision 
warning and 
avoidance

Safety

Vision/radar are primary 
sensors here - Map is 
only secondary

Fuel consumptionTrack geometry, road 
network topology

Stop & GoSafety

Vision/radar are primary 
sensors here -Map is 
only secondary

Track geometry, road 
network topology, lane 
level topology

Lane change 
assistant

Safety

Vision systems are 
primary sensors here -
Map is only secondary

Track 
geometry,curvature, road 
network topology

Lane keeping 
assistant

Safety

Fuel Consumption 
reduction

Speed limits, 
curvatures,crossings, 
priority signs,traffic 
lights

Speed limit 
assistant

Safety

Fuel Consumption 
reduction

Track geometry, 
slope,curvature, speed 
limits,road network 
topology

Heavy trucks 
ACC

Safety

General track 
geometry,curvature, 
slope,banking, number of 
lanes, surface quality

Curve speed 
warning

Safety

Mobility and Safety -
avoidance of 
commercial vehicles 
riding on unsuitable 
roads

Traffic signs, legal 
restrictions, historic 
traffic information, speed 
limit, tolling, Truck POIs

Enhanced 
navigation for 
trucks

Route 
optimizatio
n

For energy control 
management, less 
resolution data are 
sufficient - even rough 
height profile may be ok

Slope, curvature, speed 
limit, road network 
topology

Power train 
management(h
ybrid, fuel 
cell)

Fuel 
consumptio
n reduction

Slope, curvature, speed 
limit (continuous 
speed),traffic lights

Fuel 
consumption 
optimization

Fuel 
consumptio
n reduction

Other issues

(technical,organizatio
nal, etc.)

Secondary BenefitsAttributesApplicationBenefits
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行政 （EU）：SAFESPOT_１

ERTICO SAFESPOT HPより
http://www.safespot-eu.org/use_cases.html

Use Cases

Intersection Safety application
Six UCs have been collected regarding the Intersection Safety application:
・Accident at intersections
・Obstructed view at intersection
・ermission denial to go-ahead
・Defect traffic signs
・Other vehicle brakes hard due to red light
・Approaching emergency vehicle warning

Lane change maneuver
Three UCs have been synthesized for the Lane Change Maneuver application:
・Lane change maneuver for trucks with blind spots
・Lane change maneuver for car/trucks
・Lane change maneuver for ramp in motorways

Safe Overtaking application
Three Use Cases are proposed for this application:
・Safe overtaking in urban and semi urban roads with PTW (Powered Two Wheelers) already in 
overtaking the Other Vehicle (OV)
・PTW overtaking OV while OV is turning left to park area
・PTW overtaking OV while OV is turning left to park area
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行政 （EU）：SAFESPOT_２

ERTICO SAFESPOT HPより
http://www.safespot-eu.org/use_cases.html

Head on collision warning
Three UCs are collected for the Head On Collision Warning function:
・Head On Collision Warning due to hazardous overtaking attempt by host vehicle
・Head On Collision Warning due to hazardous overtaking attempt by a second vehicle
・Head On Collision Warning due to the presence of a coach vehicle climbing down through a hairpin 
curve

Rear end collision
Two Use Cases have been identified for the Rear End Collision application:
・Rear End Collision due to the presence of an heavy vehicle climbing up through an hairpin curve at a low 
speed
・Rear End Collision due to the presence of a slower vehicle at the end of a hilly road segment

Speed limitation and safety distance
Three Use Cases have been identified for the Speed Limitation and Safety Distance application:
・Speed limitation and Safety Distance and trucks driver recommendations
・Safety Margin Assistant on black spots ? tunnels
・Safety Margin Assistant on black spots ? reduction of lanes
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行政 （EU）：SAFESPOT_３

Frontal Collision Warning
Three UCs have been collected for the Frontal Collision Warning application:
・Frontal collision warning due to static obstacle in front
・Frontal collision warning due to static obstacle in a tunnel
・Frontal collision warning due to abnormal vehicle behaviour in frontMercedes-Benz

Road condition status
Two UCs have been collected regarding the Road Condition Status ? Slippery Road application:
・Road Condition Status ? V2I Based
・Road Condition Status - V2V Based

Curve warning
One Use Case is proposed for the Curve Warning application:
・UC9a - Curve Warning in rural black spots, based on a transponder in the infrastructure keeping memory 
of the speeds adopted by passing vehicles.

ERTICO SAFESPOT HPより
http://www.safespot-eu.org/use_cases.html
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行政 （EU）：SAFESPOT_４

Vulnerable Road User Detection and Accident Avoidance
The Vulnerable Road User Detection and Accident Avoidance function is the single function belonging to 
the VURU cluster of applications. For this application three Use Cases have been collected (first two 
belonging to the same situation related to the VRU crossing a road):
・Vulnerable road users crossing a road, based on on-board detection system
・Vulnerable road users crossing a road, based on environment analyses
・Vulnerable road users in blind spots of a truck

ERTICO SAFESPOT HPより
http://www.safespot-eu.org/use_cases.html
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行政 （USA）：US DOT ITS Program Plan 2008_１

Electronic Freight Management (EFM)
To develop a web-based, open platform system for businesses of all sizes, but particularly small 
businesses, to track cargo shipments in near real-time. This provides all businesses with a way to 
connect with new shipping partners and expedite the paperwork process.

Emergency Transportation Operations (ETO)
To test and document technology applications for use in emergency response.

US DOT HPより
http://www.itsdocs.fhwa.dot.gov/JPODOCS/REPTS_TE/14429.htm
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行政 （USA）：US DOT ITS Program Plan 2008_２

Vehicle Infrastructure Integration (VII)
To develop the capability for vehicles to communicate with each other and with the roadside 
infrastructure through wireless technologies that will support critical safety applications, improve the 
safety and mobility of the roadway environment, broaden travel options, and assist in reducing the 
environmental impact of transportation.

Situational Safety Alerts

Pedestrian/Bicycle Safety Alerts

Real Time Traffic Information

Multimodal Real-Time Trip Planning

Smart Parking Information/Reservations

Transit Signal Priority

SafeTrip

Emergency Electronic Brake Light (EEBL)

Forward Collision Warning (FCW)

Intersection Movement Assist (IMA)

Blind Spot Warning plus Lane Change Warning 
(BSW+LCW)

Do Not Pass Warning (DNPW)

Control Loss Warning (CLW)

Vehicle-to-Vehicle 
Communications

Heartbeat

Signal Phase and Timing/Geographic Information 
Description (SPAT/GID)

VII POC Safety

In-Vehicle Signage

Off-Board Navigation

Pay for Parking

Pay Toll

VII POC Private

Traveler Information

Signal Timing Optimization

Ramp Metering

Weather Information

Corridor Management: Planning Assistance

Corridor Management: Load Balancing

VII POC Public

POC Application NameType

US DOT HPより
http://www.itsdocs.fhwa.dot.gov/JPODOCS/REPTS_TE/14429.htm
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行政 （USA）：US DOT ITS Program Plan 2008_３

Cooperative Intersection Collision Avoidance Systems (CICAS）
To develop and test technology applications to help drivers avoid crashes at intersections.

CICAS-Violation Warning 
System (CICAS-V)

CICAS-Stop Sign Assist (CICAS-
SSA)

CICAS-Signalized Left-Turn 
Assist (CICAS- SLTA) CICAS-Traffic Signal Adaptation 

(CICAS-TSA)

US DOT HPより
http://www.itsdocs.fhwa.dot.gov/JPODOCS/REPTS_TE/14429.htm
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行政 （USA）：US DOT ITS Program Plan 2008_４

Integrated Vehicle-Based Safety Systems (IVBSS)
To create and test an integrated crash-alert system for the three most common causes of crash-
related fatalities.

National Surface Transportation Weather Observing and Forecasting System 
(Clarus)
To integrate a wide variety of weather observing, forecasting, and data management systems to 
deliver timely, accurate,and reliable weather and road condition information.

US DOT HPより
http://www.itsdocs.fhwa.dot.gov/JPODOCS/REPTS_TE/14429.htm
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行政 （USA）：US DOT ITS Program Plan 2008_５

Integrated Corridor Management (ICM)
To research, model, and demonstrate how technology can enable integration of transportation assets 
for improving multimodal congestion management in the Nation's most critical metropolitan corridors.

Mobility Services for All Americans (MSAA)
To research, design, and demonstrate the use of communications technologies for coordinating and 
improving mobility options for the handicapped and other historically transportation-disadvantaged 
communities.

US DOT HPより
http://www.itsdocs.fhwa.dot.gov/JPODOCS/REPTS_TE/14429.htm
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行政 （USA）：US DOT ITS Program Plan 2008_６

National 511 Program (511)
To provide important travel information to users via a single, predictable, and easy-to-remember 
number. 511 is the Federally designated telephone number for traveler information available 
nationwide.

Commercial Vehicle Information Systems and Networks (CVISN)
To facilitate the seamless exchange of critical information in support of efficient Commercial Vehicle 
Operations (CVO) (for instance, information on safety, credentials, and tax administration) by 
providing a framework, or "architecture," that assists transportation agencies, motor carrier 
organizations, and other stakeholders in the planning and deploying of integrated networks and 
systems. CVISN, refers to a collection of information systems and communications networks owned 
and operated by governments, motor carriers, and other stakeholders that support CVO.

I-95 Corridor Congressional Appropriation (I-95)
To provide a forum for policy makers and transportation officials in an alliance of transportation 
agencies and related organizations from Maine to Florida to discuss and address transportation 
management and operations issues of common interest across multiple jurisdictions and modes. The 
extreme congestion and limited capacity to expand I-95 makes ITS an essential component in 
maintaining the regional and economic vitality of the corridor.

Road Weather Research Program
To maximize use of available road weather information and technologies; expand road weather 
research and development efforts to enhance roadway safety, capacity, and efficiency while 
minimizing environmental impacts; and promote technology transfer of effective road weather 
scientific and technological advances.

Rural Communications Study
To study the feasibility and benefits of, as well as the impediments to, installing fiber-optic cables 
and/or wireless communications infrastructure along interstate rights of way. The envisioned result 
was a high-capacity "backbone“ system, which would carry large amounts of data over long 

distances and offer connection to both transportation operating agencies and rural communities 
within the corridor.

Surface Transportation Security and Reliability Information System Model 
Deployment(iFlorida)
To create an innovative model deployment with the ITS Program sponsored by the Florida 
Department of Transportation (FDOT). The goal was to build a comprehensive, regional information 
infrastructure to demonstrate the wide variety of public-sector operations that can be enabled or 
enhanced by an integrated information system covering a wide area that

is densely populated and frequently visited by tourists.

US DOT HPより
http://www.itsdocs.fhwa.dot.gov/JPODOCS/REPTS_TE/14429.htm
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プリクラッシュセーフティシステム（ミリ波レーダー方式）

道路上の障害物（先行車など）と衝突する可能性が高いと判断した場合、ドライバーに警報ブザー等
で知せ、ドライバーがブレーキを踏むとプリクラッシュブレーキアシストが作動してブレーキの制動力を
高める。

また、衝突不可避と判断した場合には、プリクラッシュシートベルトが作動、更にプリクラッシュブレーキ
により衝突速度を低減し、被害を軽減させる。

Toyota HPより
http://www2.toyota.co.jp
/jp/tech/its/

プリクラッ
シュシート
バック
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一時停止情報提供＆ナビ・ブレーキアシスト

カーナビゲーションの地図情報に基づき、一時停止の存在を画面と音声で知らせます。リヤカメラで道
路上のペイント標識を認識し地図情報と照合して、一時停止線までの正確な距離を把握する。

車両が一時停止線に接近しても減速しない場合は、ドライバーに注意喚起し、その後、ドライバーの急
ブレーキ操作を支援するナビ・ブレーキアシストが作動する。

Toyota HPより
http://www2.toyota.co.jp/jp/tech/its/
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DSSS：安全運転支援システム Driving Safety Support Systems

見通しの悪い周辺の状況や交通管制情報（信号・標識等）を、交通インフラからクルマに伝達し、ドライ
バーの安全運転を支援するシステム

AHS：走行支援道路システム Advanced Cruise-Assist Highway Systems

道路とクルマが連携し、センサーや路車間通信などのITS技術を駆使して交通事故や渋滞の削減を目
指すシステム

Toyota HPより
http://www2.toyota.co.jp/jp/tech/its/

2007年スマートウェイ首都高速道

路実証実験

2008年愛知県豊田市公道実証

実験
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道路インフラと協調して交通情報を提供する「DSRCユニット」

Toyota ニュースリリースより
http://www2.toyota.co.jp/jp/news/09/09/nt09_0905.html

前方障害物情報提供

合流支援情報提供

前方状況情報提供

標識情報
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日産 技術開発の取り組み HPより
http://www.nissan-global.com/JP/TECHNOLOGY/SAFETY/

アクティブAFS（Adaptive Front Lighting System）

車速やステアリングの舵角に応じてロービームを自動的に可動し、夜間走行時の視認性を向上させる。

カーブ 交差点

インテリジェントクルーズコントロール（全車速追従・ナビ協調機能付）

自車線前方の車両に対して車速に応じた車間距離を保って走行するとともに、ナビ情報をもとに、カー
ブ進入時の車速を制御することができる。

全車速追従機能

自車線前方を走行する車両をセンサーが
検知している場合、車速に応じた距離を
保って走行し、自車線前方の先行車両が
減速した場合は減速する。
また、先行車両が停止した場合は、自車
もそれに応じて停止する。

ナビ協調機能

ルートガイドを行っていて、先行車両がい
ない場合、ナビの情報をもとに前方のカー
ブの大きさに応じて緩やかに減速する。
カーブ路を出て直線路になると、再びドラ
イバーが設定していた車速まで滑らかに
加速する。



(参2) - 38

民間 （Japan）：Nissan_２

インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）

レーダーセンサーによって検出した先行車両との車間距離と相対速度に応じて、機能を作動させる。

例えば、先行車両が減速し、ドライバーによる減速操作が必要だとシステムが判断した場合には、シス
テムが表示と音で報知するとともに、ドライバーがアクセルペダルを踏んだままのときは、アクセルペダ
ルを押し戻す力を発生させ、ドライバーがアクセルペダルからブレーキペダルへ踏みかえる操作を支援
する

レーンデパーチャープリベンション

ルーフコンソール内にレイアウトされたカメラで、自車前方のレーンマーカーを検出し、このレーンマー
カーからの相対位置を計算する。その結果を基に、車両を車線内に戻すように各輪のブレーキを個々
にコントロールする。

ドライバーが意図せず、車両がレーンマーカーに近づくと、警報（表示とブザー音）とともに、車両の向き
を変える力を発生させドライバーが車線内に戻す操作を支援する。

日産 技術開発の取り組み HPより
http://www.nissan-global.com/JP/TECHNOLOGY/SAFETY/
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レーンデパーチャーワーニング

車載カメラにより道路上の白線を検知。クルマが車線を逸脱しそうになると、インストルメントパネルの
表示と警告音でドライバーに注意を促す。

インテリジェントブレーキアシスト

レーダーセンサーにより追従中の先行車両との距離を測定し、ほぼ真後ろから先行車に追突する恐れ
のあるとき、ドライバーによる緊急の回避操作が必要だと判断した場合は警報を鳴らし、ドライバーの操
作により追突が避けられないと判断した場合はブレーキをかけて減速し追突時の被害を軽減する。

先行車に追突の恐れがあり、ドライ
バーの回避操作が直ちに必要な場合

ドライバー操作では追突が避けられない
場合

日産 技術開発の取り組み HPより
http://www.nissan-global.com/JP/TECHNOLOGY/SAFETY/
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SKY PROJECT

出合い頭事故低減を目的とした情報提供システム

出合い頭事故が多い見通しの悪い交差点で、見えない位置にいる車両の存在情報を提供する。

速度超過時情報提供システム

スクールゾーン等でスピード超過時に、減速を促す情報を提供する。

スリップ事故低減を目指したスリップ地点情報提供システム

ABS 作動情報などからスリップの発生を判定し、その時の走行位置、時刻などから、「いつどこでスリッ
プが発生したか」を把握し、その周辺を走行中のクルマに「最新のスリップ地点」として配信する。

日産 技術開発の取り組み HPより
http://www.nissan-global.com/JP/TECHNOLOGY/SAFETY/
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安全運転支援機能

出会い頭衝突防止支援システム

一時停止規制見落とし防止支援システム

信号見落とし防止支援システム

赤信号停止車への追突防止支援システム

出会い頭事故が多発する見通しの悪い交差点において、路上のインフラ設備との通信により、音声ガ
イドと画面表示でドライバーに注意を喚起する。

日産 プレスリリース
http://www.nissan-global.com/JP/NEWS/2009/_STORY/090722-02-j.html

ナビ協調変速制御

カーブの度合や交差点および料金所までの距離など、カーナビの地図情報を利用してエンジンとトラン
スミッションを協調制御することにより、エンジンブレーキを最適にコントロールし、燃料カットの頻度を
高めてエコ運転を支援する。
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カーナビゲーション協調機能付インテリジェントペダル（ディスタンスコントロールアシスト）

地図データより取得した前方のカーブ情報に応じてアクセルペダルに反力を発生させ、戻す操作を支援
する。

更に、ドライバーがアクセルを離すと、滑らかに減速制御を行う。

日産 プレスリリース
http://www.nissan-global.com/JP/NEWS/2009/_STORY/090724-01-j.html

アクティブスタビリティーアシスト

•コーナリングスタビリティーアシスト機能

•山道や高速道路のカーブで、ドライバーのハンドル操作やアクセルやブレーキ操作に基づいた走行状
況に応じて、4輪それぞれのブレーキ制御やエンジントルクを調整することによって、車両の動きをより滑
らかにすると同時に、応答性を高めるなどして、安定感のあるコーナリングを実現する。

•左右制動力配分機能

•ブレーキング時、カーブの度合に応じて各車輪の制動力の配分を制御することで、しっかりした制動が
可能となる。

•ブレーキ効き感向上機能

•走行状態に応じて、ドライバーのブレーキ踏力に対する制動力を補正することにより、ドライバーの意
思どおりの「効きが良い」と感じられるブレーキフィールを提供する。
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日産 プレスリリース
http://www.nissan-global.com/JP/NEWS/2009/_STORY/090727-01-j.html

EV-ITサポート機能

航続可能エリア表示

スイッチを押すだけで、いつでもナビゲーションの地図上に片道、あるいは往復で航続可能なエリアを
円形で表示。

ナビで目的地を設定した際は、目的地までの航続距離を差し引いたうえで、さらに航続可能なエリアを、
目的地を中心とした円形で表示。

充電スタンド自動更新

自車周辺および目的地周辺の充電スタンド位置の最新情報を地図上に表示。また、各スタンドの詳細
情報の確認も可能。

タイマー機能

エアコンや充電の開始時間を事前に設定できるタイマー機能を開発。エアコンの作動に必要な電力を
接続しているコンセントから供給することで、車載のバッテリーを消費することなく、乗車前に車室内を
快適な状態にすることができる。また、充電の開始時間を事前に設定することで、料金の安価な夜間電
力を使った充電が可能。

EVリモートコントロール・モニタリング機能

クルマから離れた状態でも、携帯電話やWEBでEVのバッテリー充電量などがモニタリングできるほか、
充電のON/OFF、エアコンのタイマー設定などのリモコン操作も可能。さらに、バッテリーの充電が完了
したことを自動的にメールで通知する。
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インターナビ・ウェザー

気象情報

目的地や経路の天気情報を、適切なタイミングで提供する。

降雨現況情報 雷の現況情報

降雪の現況情報

ホンダインターナビプレミアムクラブ HPより
http://www.honda.co.jp/internavi/
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津波注意報・警報 台風情報

冠水警戒地点 地震情報

路面凍結予測情報

ホンダインターナビプレミアムクラブ HPより
http://www.honda.co.jp/internavi/

防災情報

災害を防ぐための気象情報を提供する。
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地域安全情報

自動車関連犯罪が多発する地点の情報を提供する。

・自動車盗難多発地点情報

・車上ねらい等多発地点情報

地震発生時安否確認システム

災害を引き起こす可能性が高く、クルマの運転にも影響をおよぼす可能性のある震度5弱以上の地震

が発生したときに、インターナビが把握している車両の位置情報を利用してドライバーの安否確認を支
援する。

ホンダインターナビプレミアムクラブ HPより
http://www.honda.co.jp/internavi/
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災害時移動支援情報共有システム

日本気象協会より提供される震度5弱以上の地震発生時に自動的に起動し、Hondaインターナビシステ
ムを搭載したHonda車およびパイオニア株式会社のスマートループ対応ナビゲーションシステム搭載車

のフローティングカーデータによる通行実績情報、株式会社パスコが提供する被災地の航空写真、イン
クリメントPが運営する｢MapFan Web 災害時情報共有サービス｣、ゼンリンデータコムが運営する｢いつ
もNAVI 災害マップ｣、本田技研工業株式会社の運営する「インターナビ・災害時情報共有サービス」の

地図情報コミュニティーサイトからの投稿情報をリアルタイムで集約し、各社が提供するサイトの地図上
に表示し公開、提供する。

ホンダインターナビプレミアムクラブ HPより
http://www.honda.co.jp/internavi/
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ホンダ オートモービル・テクノロジー HPより
http://www.honda.co.jp/tech/#/auto/safety

追突軽減ブレーキ〈CMBS〉

ミリ波レーダーにより前走車を検知し、追突のおそれがあると判断した場合に警報（音＋表示）でドライ
バーに知らせ、さらに接近した場合には軽いブレーキによる体感警報を行う。

そして追突の回避が困難と判断した場合には強いブレーキ制御を行い、ドライバー自身のブレーキ操
作との相乗効果によって追突速度を低減。効果的に追突事故の回避支援とダメージ軽減を図る。

HiDS(Honda インテリジェント・ドライバーサポート・システム)
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IHCC(インテリジェントハイウェイクルーズコントロール)

フロントグリル中央に設けられたレーダーにより、 先行車の動きを検知。そこから得られた情報をもと
に、前方の状況を的確に判断し、スロットル制御による「定速制御」、スロットル制御およびブレーキ制
御による 先行車追従時の「車間距離制御」、さらに先行車との接近を知らせる「車間距離警報」などを
自動的に行なう。

ホンダ オートモービル・テクノロジー HPより
http://www.honda.co.jp/tech/#/auto/safety
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EyeSight

ステレオカメラを利用した走行支援システム

◆４つの予防安全機能

１．プリクラッシュブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ）

クルマや歩行者、自転車など障害物に向かってクルマが進み、衝突が避けられないとシステムが判断
すると、警告音で注意喚起をしたり衝突被害を軽減するためにブレーキ制御を行う。

２．AT誤発進抑制制御

アクセルとブレーキの踏み間違えによる急発進事故を防く。

３．車線逸脱警報

走行中に運転者の「よそ見」などでクルマが車線から逸脱しそうになるとディスプレイと警報音で注意を
促す。

４．ふらつき警報

走行中にドライバーの居眠りなどの覚醒低下によって起こるクルマのふらつきを検知してディスプレイ
の表示と警報音で注意を促す。

◆２つの運転負荷軽減機能

１．全車速追従機能付クルーズコントロール

先行車との距離、速度差を検知してエンジン、トランスミッション、ブレーキなどを制御して、ほぼ０ｋｍ／
ｈ～１００km／までの幅広い範囲で追従走行が可能。

２．先行車発進お知らせ機能

信号待ちや渋滞などで停車した後、前のクルマが発進したのに気づくのがくれた場合、ディスプレイとア
ラームで知らせる。



(参2) - 51

民間 （Japan）：Subaru_２



(参2) - 52

民間 （EU）：BMW_１

BMW_7series

Speed Limit display

The Speed Limit Display keeps the driver informed of 
the maximum permissible speed at all times. A camera 
fitted near the interior mirror permanently monitors 
the signs by the road as well as variable speed limit 
signs on overhead displays and only responds to signs 
indicating a 60 km/h speed limit in the wet if it actually 
is raining. The permitted speed is presented to the 
driver in the instrument cluster or on the optional 
Head-Up Display.

Lane Change Warning System

At the rear, radar sensors monitor traffic conditions, 
and a triangular symbol on the base of the exterior 
mirror shows the driver if there is another vehicle 
moving into a potentially dangerous position. As soon 
as the driver uses the indicator to change lanes, they 
are warned in such a situation by a flashing LED signal 
and vibrations.

Lane Departure Warning System

The camera installed near the interior mirror on the 
windscreen monitors road markings and their position 
versus the car as well as the edge of the road or lane. 
The system is activated whenever the vehicle leaves its 
current lane unintentionally and alerts the driver by 
making the steering wheel vibrate. When the driver 
indicates their intention to change the lane by using the 
indicator, there is no warning signal.

BMW HPより
http://www.bmw.com/com/en/index.html
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Active Cruise Control with Stop&Go

Active Cruise Control automatically reduces your 
speed up to a standstill if a slower vehicle appears in 
the lane ahead. If the vehicle is stationary for more 
than three seconds, a button must be touched before 
the vehicle will pull away. Even when Active Cruise 
Control is not in use, drivers can choose to have the 
system warn them if they are in danger of running 
into the back of the vehicle in front. Driving in slow-
moving traffic becomes remarkably less tiresome.

Adaptive Headlights with variable light 
distribution

On a winding road at night, Adaptive Headlights move 
in harmony with the bend ahead: the beams of the 7 
Series' headlights stay on the road and the light 
beam is adapted according to the vehicle's speed. 
When driving in the city, a low beam is used to better 
illuminate the road immediately ahead without 
dazzling oncoming drivers. And when driving at higher 
speeds, the Xenon headlights are raised to increase 
visibility. The result: outstanding illumination and a 
more relaxed driving experience.

BMW HPより
http://www.bmw.com/com/en/index.html
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City Safety：低速用追突回避・軽減オートブレーキシステム

ルームミラー前方に位置するレーザーセンサーで、停車中もしくは同じ進行方向に進んでいる約6ｍ先
の前方車両の走行状態を常にモニターし、走行中、差し迫った追突の危険性を感知すると、ドライバー
によるブレーキ操作に備え、ブレーキの反応を素早くする為にブレーキをプレチャージする。

それでもドライバーが反応せず、ブレーキを踏まなかった場合、シティ・セーフティが自動的にブレーキを
かけ、同時にエンジン出力を抑制する。

シティ・セーフティは、時速30km以下で作動し、両車間の相対走行速度差が15km未満の場合、追突を
未然に回避し、両車間の相対速度差が15km～30kmでは、追突のダメージを軽減する。

プリ・プリペアード・レストレインツ・システム(PRS)

シティ･セーフティで活用するレーザーセンサーを用いて、前方車両をモニターし、衝突の危険を察知す
ると、他の車載技術と連携し、エアバックやロードリミッター付シートベルトを事前に作動準備し、衝突の
被害を軽減させるシステム。

これにより、エアバックやロードリミッター付シートベルトの作動開始時間が短縮され、乗員保護効果を
最大限高める。

フルオートブレーキ付追突警告機能＆歩行者自動回避システム

クルマの前を人が通るのを感知するとドライバーに警告し、21mph（33.8km/h）までの速度で走行してい
るときは、ドライバーがブレーキを踏まなくてもシステムが自動的にプレーキを作動させることで、歩行
者にぶつかる前に車両を停止させ、衝突を回避する。21mph以上で走行しているときは、最大で21mph
減速し、衝突時の歩行者への衝撃を軽減する。
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Opel-Eye

車載カメラで標識を認識する技術。

制限速度規制標識を認識し、速度超過警告を行う。

Opel HPより
http://www.gmeurope.info/insignia/index.php

Intelligent AFL（Adaptive Forward Lighting）

シーンに合わせた、最適な配光に制御する。

Town Light

Country Light Motorway Light

Cornering Light

Highway Light
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民間 （EU）：Mercedes-Benz_１

ATTENTION ASSIST

DISTRONIC PLUS

Night View Assist

DAIMLER HPより
http://www.daimler.com/dccom/0-5-1210218-1-
1210228-1-0-0-0-0-0-8-7165-0-0-0-0-0-0-0.html
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民間 （EU）：Mercedes-Benz_２

Adaptive Highbeam Assist

Blind Spot Assist

DAIMLER HPより
http://www.daimler.com/dccom/0-5-1210218-1-
1210228-1-0-0-0-0-0-8-7165-0-0-0-0-0-0-0.html
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アダプティブ・クルーズ・コントロール（Adaptive Cruise Control, ACC）

ミリ波レーダを搭載により車両前方の道路状況を検出する。また、前走車との車間距離と相対速度を計
測し、進行方向などを計算する。

さらに、自分の車の走行方向も把握し、前方を走るどの車との距離を調整すればいいかを検出します。
ときにはエンジン出力やブレーキを自動調整して車速を周りの状況に適応させる。

BOSCH HPより
http://rb-kwin.bosch.com/jp/ja/automotivetechnology/overview/index.html

車線維持サポート (Lane Keeping System,LKS)

カメラが捉えた車線区分線をその車線内での車の予測位置と比較し、ドライバーが気付かないうちに
車が車線から外れそうになると、ドライバーに警告が出され、その後アクティブステアリングが介入して
車は車線内に留められる。
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BOSCH HPより
http://rb-kwin.bosch.com/jp/ja/automotivetechnology/overview/index.html

衝突予知セーフティシステム（Predictive Safety Systems, PSS）

衝突予知ブレーキアシスト（Predictive Brake Assist, PBA）

ACCで使用しているミリ波レーダーを使って、事故に繋がるかもしれない危険を察知し、急ブレーキに
備えてブレーキシステムの準備を行なう。

衝突予知警告（Predictive Collision Warning, PCW）

事故に繋がる危険な状況を察知してドライバーに警告する。

衝突予知緊急ブレーキ（Predictive Emergency Braking, PEB）

緊急時の急ブレーキを自動で作業する。
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民間 （EU）：Continental_１

Adaptive Cruise Control (ACC)

ACC follows the flow of traffic ahead of the vehicle, even if its forward progress is only stop-and-go.

Blind Spot Detection (BSD)

Blind Spot Detection warns the driver when there are vehicles in the blind spot of the side-view 
mirror.

Emergency Brake Assist (EBA)

Emergency Brake Assist detects critical traffic situations and ensures optimum braking.

Continental HPより
http://www.conti-
online.com/generator/www/de/en/continental/automotive/theme
s/passenger_cars/chassis_safety/adas/ov1_adas_en.html
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Intelligent Headlamp Control (IHC)

Optimal night vision is essential particularly at night when the risk of an accident is twice as great as 
during the day.

Lane Departure Warning (LDW) The Lane Departure Warning (LDW)

driver assistance system alerts the driver with acoustical or haptic warnings before his vehicle is 
about to leave the lane.

Speed Limit Monitoring (SLM)

Just drive and let the car look out for the current speed limits ? it won’t slip out of its mind.

Continental HPより
http://www.conti-
online.com/generator/www/de/en/continental/automotive/theme
s/passenger_cars/chassis_safety/adas/ov1_adas_en.html
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民間 （USA）：TRW_１

TRW HPより
http://www.trw.com/media_center/technology_information

Adaptive Cruise Control（ＡＣ
Ｃ） Standard

Adaptive Cruise Control（ＡＣＣ）
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民間 （USA）：TRW_２

Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ
Ｂｒａｋｉｎｇ

Ｃａｍｅｒａ－ｂａｓｅｄ Ｄｒｉｖｅｒ Ａｓｓｉｔ
ａｎｃｅ Ｓｙｓｔｅｍs

TRW HPより
http://www.trw.com/media_center/technology_information
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民間 （USA）：TRW_３

Collision Mitigation Braking
（CMB）

Forward Collision Warning（FCW）

TRW HPより
http://www.trw.com/media_center/technology_information
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民間 （USA）：TRW_４

Forward Looking Safety

TRW HPより
http://www.trw.com/media_center/technology_information
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民間 （USA）：Delphi_１

Safety Security Telematics - Collision WarningSystems

Delphi offers real world safety solutions including front, rear, and side collision warning systems, 
adaptive

cruise control and safety telematics.

Sensor zones of the active safety system

Delphi’s sophisticated camera, vision control module and electronically scanning sensor enable an 

innovative active

safety system that offers full automatic braking power when high risk of collision with a vehicle or 
pedestrian is

estimated.

Electronically-Scanning Automotive Radar (with andwithout callouts)

First ever automotive application entering production this year. The new multimode 
electronicallyscanning

radar (ESR) developed by Delphi uses proven solid state technology with no moving parts and 
provides class-leading performance, packaging and durability at a price that will help make radar-
based convenience and

safety systems affordable in the volume automotive market.

Delphi HPより
http://delphi.com/about/news/media/
pressReleases/pr_2009_09_08_001/
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民間 （USA）：Delphi_２

Electronically-Scanning Automotive Radar Sensor(with and without callouts)

Current solutions on the market use multiple beam radars with either mechanical scanning or several 
fixed overlapping beams to achieve the required view. Electronically scanning systems provide a 
substantially superior solution because they combine exceptional performance with robustness and 
compact dimensions.

Intelligent forward view camera hardware

Delphi’s highperformance camera and intelligent image processing techniques provide robust sensing 

and tracking for safety and convenience functions.

Delphi HPより
http://delphi.com/about/news/media/
pressReleases/pr_2009_09_08_001/
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前方車線を認識し、車線内の走行を維持支援するように自
動的に操舵を制御するシステム

車線維持支援システム（LKAS）
Lane Keeping Assist Systems

ナビゲーション地図情報等に基づき、カーブに進入する速
度が超過しているような場合、ドライバに対して警報する
システム

カーブ速度警報システム（CSWS）
Curve Speed Warning Systems

路車協調により、信号現示情報を車載機に表示し、また赤
信号を無視しそうになったとき車載機で警報するシステム

交差点信号情報・無視警報システム
（ISIVWS）
Intersection Signal Information and Violation 
Warning Systems

比較的長い距離を後退中に、車両後方の障害物情報を提
供・警報するシステム

拡張後方障害物警報システム（ERBA）
Extended Range Backing Aids Systems

先方車両に追突する可能性があるとき、自動的に緊急制動
を行い追突被害を軽減するシステム

衝突軽減ブレーキシステム（FVCMS）
Forward Vehicle Collision Mitigation Systems

渋滞路等での低速追従制御を行うシステム低車速追従走行システム（LSF）
Low Speed Following Systems

ACCの追従機能を、停止制御まで拡張したシステム全車速域車間距離制御システム（FSRA）
Full Speed Range Adaptive Cruise Control 
Systems

不注意により車線を逸脱又はその可能性があるとき、ドラ
イバに注意を促すシステム

車線逸脱警報システム（LDWS）
Lane Departure Warning Systems

カーブ前方の障害物を路側のセンサで認識し、路側表示板
でドライバに知らせるシステム

路上障害物警報システム（TIWS）
Roadside Traffic Impediment Systems

先行車との車間距離が詰まったとき、警報によりドライバ
に回避操作を促し、追突を予防するシステム

前方車両追突警報システム（FVCWS）
Forward Vehicle Collision Warning Systems

車線変更時、サイドミラーの死角を走行中の車両や後方か
らの接近車両の情報を提供・警報するシステム

車線変更意思決定支援システム
（LCDAS）
Lane Change Decision Aid Systems

低速での後退、旋回時、ドライバに車両後方やコーナの障
害物情報を提供・警報するシステム

車両周辺障害物警報（MALSO）
Manevering Aid for Low Speed Operation

先行者との車間距離を一定に保つシステム車間距離制御システム（ACC）
Adaptive Cruise Control Systems

内容走行支援システム

ITSの標準化2009（自動車技術会）より
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ITSの標準化2009（自動車技術会）より


