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ソフトカーの最高速度制御・外部表示の次段階の社会実験に向けて
‐ 日本学術会議の「交通事故ゼロの社会」と ISA 導入の提言を視野に ‐
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ソフトカー・プロジェクトは、2000 年より ISA と方向性を同じくする速度制御と固有の外部表示の必要
性に関する社会実験とデモンストレーションを行い、その成果を得て来た。その上で、今後の大きな課題は、
社会の受容性、効果予測、課題発見・解決のための大規模な社会実験を行うことであると提案してきた。2008
年に出された日本学術会議の『提言・交通事故ゼロの社会を目指して』では、
「交通事故死傷者、究極ゼロ化」
という目標を設定し、中でも ISA 導入の重要性に言及し、同時にその社会実験の必要性を提案している。本
稿では、この『提言』を視野に、次段階でのソフトカーの社会実験のあり方を論じる。
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In Soft Car Project, which started in 2000, experimental trials and demonstration of Maximum Speed Control, which is
identical to ISA, and External Speed Indication, which is unique, have been conducted and reasonable outcomes have
been observed. Based on this, the authors have argued it is essential to conduct large scale trials to evaluate social
acceptance, to forecast effects, and to identify problems and solutions. Science Council of Japan published a Proposal
Aiming for Zero Traffic Accident Society in 2008 in which zero death and injuries by road crashes was stated as the
ultimate goal and importance of introduction of ISA and necessity of social experiments of ISA was advised. In this
paper, the authors discuss how next stage trials of Soft Car should be conducted with SCJ Proposal in view.
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1. はじめに
ソフトカーは「環境に応じて最高速度を制御し、
それを外部表示する仕組みを持つ車」である。ドラ
イバーはソフトカーを運転することで、歩行者や自
転車などの安全を強く意識するようになり、深刻な
交通事故を無くし、また、人と車が優しくコミュニ
ケートでき歩行者が安心して歩けるコミュニティを
形成することを可能とする。
ヨーロッパ諸国を中心に ISA（Intelligent Speed
Adaptation）の実験が進行している。ソフトカーと
ISA は最高速度を制御する点で共通し、ソフトカー
は速度表示装置で外部とコミュニケーションを行う

ことに固有性がある。
わが国の ITS は自動車安全の向上や交通事故減少
を目標に掲げ、そのために多額の予算を投入し技術
開発が進められている。しかし、これまでの ITS は
「高速で自由に走る個室」という自動車（ハードカ
ー）の概念を変えることなく、高速走行時の衝突回
避や衝突衝撃の軽減に焦点をあわせており、事故の
圧倒的多数が、少なくともわが国においては、市街
地内の道路で起き、歩行者や自転車、そして高齢者
が被害者となりやすいという現実に沿っていない。
高度な装置が高級車に搭載され、普及が進まず、効
果も明確ではない。ITS 施策には多額の公共予算と
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時期にフランスで ISA の原型が生まれた。ISA には、
速度超過を警告し情報を提供する「警告・情報提供
システム（Informative Systems）」と、速度超過を
メカニカルに制御する「運転支援システム（Active
Support Systems）」とがある。いずれも GPS と連
動している。しかし、ISA にはソフトカーの持つ速
度の外部表示機能はない。ISA の実験・研究はヨー
ロッパ諸国やオーストリアで進行している3。
2-2 ソフトカー装置の開発
2000 年に公募ミレニアム・プロジェクトに採択さ
れ、2003 年 3 月までに、ガソリン車に搭載するソフ
トカー装置を開発した。
a. 最高速度表示装置：LED を使用し、最高時速
15km をレインボー、30km を青、60km を黄緑、100
ｋｍをオレンジで示し、最高速度を越えるとライト
が点滅し、それをドライバーと外部に伝える装置。
b.最高速度制御装置：エンジンに供給するガソリン
と空気の混合気を調整するスロットルを引っ張るワ
イアをコンピュータ制御し、最高速度を超えた加速
を制御する装置。
c. 最高速度認識装置：GPS で走行道路を確認、デ
ジタルマップで走行道路の最高速度を認識し、その
シグナルを表示装置と制御装置に提供する装置。
2-3 ソフトカー走行実験
a. 最高速度表示装置の効果測定： 2001 年 12 月～
2002 年 1 月と 2002 年 12 月～2003 年 3 月の 2 期に
わたり、千葉商科大学に隣接する地区で、速度表示
装置をつけた約 25 台のモニター車が走行した。第 1
期の調査で、モニターと同乗者の全員が速度表示装
置をつけるとゆっくりドライブするようになるなど
のアンケート結果を得た。第 2 期の調査の走行記録
では、速度が大幅に抑制され、走行が著しく安定す
るという走行結果を得た。
b. 最高速度制御・認識装置のテスト：2003 年 3 月、
日本自動車研究所で、最高速度制御装置を認識装置
で制御するテスト走行をおこない、
。最高時速 15km、
30km､60ｋｍの設定に対して時速 15km、39km、
69ｋｍに制御されるなど、ほぼ想定どおりの結果を
得た。
2-4 電気自動車 Q カーへのソフトカー装置搭載
2002 年末、タカラが開発した一人乗り電気自動車
Ｑカー（最高速度は時速 50km）に速度表示装置を

民間の研究開発費が投入されてきたが、その成果を
問い今後の方向性を再検討すべきと思われる。
ソフトカーは歩行者や自転車の安全を第一に考え
ており、そのため自動車の価値の中心ともいえるス
ピードに着目している。道路交通の安全性を高める
方法は、先ず自動車の最高速度を適切に制御するこ
とである。そして、最高速度制御は莫大な費用をか
けることなく既存技術の応用で十分に実現可能であ
り、また、社会的受容性も高いことが、2000 年のプ
ロジェクト開始以来、明らかになってきた。
日本学術会議の『提言・交通事故ゼロの社会を目
指して』
（日本学術会議[2008]）は ISA の意義を強
調し、社会実験の必要性を提言した。本稿ではこの
新しい提言を視野に、これまでのソフトカー・プロ
ジェクトを振り返り、最高速度制御と外部表示の普
及の展望と課題を、特に、その社会実験の方法と関
連させて論じ、社会実験の成果を現実の道路交通の
安全に結実させる道筋を論じる1。
2．ソフトカー・プロジェクトの展開
2-1 ソフトカーのコンセプト
既存の車に「最高速度表示装置」、「最高速度制御
装置」
「最高速度認識装置」を搭載したものがソフト
カーであり、これらの組み合わせを「ソフトカー装
置」と呼ぶ。
（以下では、３つの装置を「表示装置」
、
「制御装置」「認識装置」などとも呼ぶ）
。
3 つの装置をすべて搭載することは絶対条件では
なく、例えば「表示装置」のみを搭載しても、それ
が速度抑制などの効果を持てばソフトカーと呼ぶ。
また、ソフトカー装置をあらかじめ組み込んだ車も
ソフトカーである。
ソフトカーのコンセプトは、1982 年、筑波研究学
園都市の交通環境キャンペーンで生まれた2。全く同
ソフトカーの構成
最高速度
既存の車

ソフトカー装置

表 示

ソフトカー
制 御
認 識
装 置

1小栗は『脱・スピード社会』
（小栗[2009]）を刊行し,ソフ

トカーの構想の背景、プロジェクトの経緯、ITS との関連、
今後の方向性などを論じた。本稿はそこでの議論を発展さ
せたものである。
2小栗、前掲書、pp.11-12

3ISA

の国際的状況については Young et.al. [2002],
Carsten [2004]が詳しく、そこでソフトカーが紹介されて
いる。
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搭載したソフトＱカーを走らせはじめた。
2-5 広報と受容性の調査
パンフレット、CG、ホームページ、ポスター、イ
ベント、アンケート、展示会、講演、論説等による
広報をおこない、テレビ、新聞、雑誌などでの報道
もあり、繰り返しおこなったアンケートで回答者の
約 75～100％がソフトカーの社会的意義を評価した。
2-6 安全な自動車交通システム（SVS）研究会
2002 年 4 月より、ソフトカー、ISA など自動車側
からの対応、コミュニティ道路など都市計画の側か
らの対応を技術的・事業的・制度的に検討する安全
な交通システム（SVS）研究会を開始した。関係省
庁、自治体、民間企業、大学、メディア関係者など
が個人資格で参加し、自由な意見交換をおこなった。
2-7 国際連携
毎年開催される環太平洋都市開発会議(PRCUD)
の東京/千葉大会 2000、マラッカ 2001、南京 2004、
ジャカルタ 2007 の各年次大会で、ソフトカーのコ
ンセプト紹介、デモンストレーション走行、都市開
発との関連性の議論などをおこない、支持が広がっ
た。
ミレニアム・プロジェクト開始後、欧州諸国が ISA
の実験を進めていることがわかり、2001 年にスウェ
ーデン・ルンド大学を訪問し、交流をはじめた。ITS
世界会議でも頻繁に報告し、2004 年の名古屋大会で
は、速度制御の特別セッションを開催し、ソフトカ
ーの展示・試乗をおこなった。
2-8 愛･地球博へのソフト Q カーの参加
日本博覧会協会からの要請で、タカラグループが
提供した Q カーにソフトカーの速度表示と制御装置
を搭載し（制御装置は慶応大学電気自動車研究室に
委託）、３台が愛・地球博のパレード車となった。速
度制御装置は博覧会場では時速 2、4、6km に、会
場外では 6、15、30km に設定された。
2-9 ソフトカーEXPO キャラバン
博覧会参加を契機に全国の自治体、学校などを訪
ね、ソフト Q カーの解説と試乗をおこなった。約 40
件の新聞、テレビの報道があり、アンケート結果な
どは、小学生、大学生、市民などがソフトカーの本
質を理解し、それに肯定的であることを示している。
博覧会期間以降もソフト Q カーによるイベント参加
などを継続している。
2-10 交通被害者とのコンタクト
2006 年 8 月から小栗のブログで交通被害を取り
扱いはじめ、一般車に速度抑制を勧めるソフトド
ライブキャンペーンやソフト Q カーを活用した衝
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突回避実験をおこなった。被害者とのコンタクト
が始まり、国連総会で決議された「世界道路交通
犠牲者の日」を契機にネットワークが全国的・国
際的に拡大した。この過程で、被害家族などから
ソフトカーの速度制御についての賛意や期待が示
されるようになった。

千葉商科大学 2009．7

朝日新聞 2008．3．29

2-11 評価
プロジェクトを通じてソフトカーは市民、ITS、交
通の専門家に一定の認知を得、ソフトカーを知った
各層がそれを高く評価することが明らかになった。
2008 年 4 月から自動車走行禁止の千葉商科大学キャ
ンパスでソフト Q カーの走行が可能となった。しか
し、ソフトカーの最高速度制御や表示が政府の施策
となり、企業がソフトカー装置を開発し、また、そ
れを組み込んだ車を開発する段階には至っていない。
3．これまでの ITS における「安全」と｢速度制御」
安全・効率・快適・環境調和・経済活性化などの
ITS の目標4の中で、最も基本となるのは安全である。
以下では、わが国の ITS の展開の中での安全の位置
づけと「速度制御」の組み込みの状況を確認する。
3-1 政策の流れ
1996 年に ITS 関連５省庁5が策定した「高度道路交
通システム（ITS）推進に関する全体構想」の中で
ITS の 9 つの目標が示され、そのひとつが「安全運
転の支援」であり、これらを実現する手段が「走行
環境情報の提供」、「危険警告」、「運転補助（危険回
避の操作）」
、
「自動運転」とされているが、この中に
「速度制御」は明示的に含まれていない。2006 年の
IT 新改革戦略で ITS は｢世界一安全な道路交通社
会｣を目指す6と位置づけられ、現在に至っているが、
4米国交通省、ITS America

の定義などを参考にした。

5警察庁、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省（当時）
6小栗、前掲書、ｐ.389

ここでも「速度制御」は組み込まれていない。
3-2 ETC レーンでの事故、「強行突破」の多発
最も普及した ITS のひとつが ETC であるが、ETC
レーンでは、例えば 2007 年の関西圏では側壁衝突
や遮断機があがらないための追突などの事故が 439
件、料金を払わない「強行突破」が 10,500 件発生し
た7。ETC レーンでの推奨速度（時速 20km）が守ら
れれば、こうした事故は激減すると考えられる。
3-3 参宮橋カーブの AHS 実験と事故減少
首都高新宿線上り線参宮橋カーブで 2005 年 3 月
から大規模な AHS（走行支援道路システム）実験が
おこなわれ、車載器を通じた警告で事故が大幅に減
少したことが、国土交通省国土技術政策総合研究所
や技術研究組合走行支援道路システム開発機構のホ
ームページ8などで大々的に報告され、実験関係者の
最大級の自賛が表明されている9。しかし、参宮橋カ
ーブでは、大型情報板からの情報提供や路面の改良
なども行われており、事故減少は各種の安全対策に
よる総合的な結果である10。実験に遡る調査からは、
事故の大半が過度のスピードでのカーブへの進入が
原因であることが明かであり、実験に「速度制御」
を組み込めばその効果が明らかになる可能性が高い。
参宮橋カーブの実験は 2006 年の ITS 新改革戦略の
下での「インフラ協調による安全運転支援システム」
の大規模実証実験の先駆けとなり、わが国の ITS 政
策の根拠づけとなってきた。その正確な評価と今後
に向けての方向修正が必要である11。
3-4 神奈川県 DSSS 実験での速度低減
上記の大規模実証実験として、2006 年から全国各
地で「地域実証実験」が行われてきた。そのひとつ
が神奈川県で行われた DSSS（安全運転支援システ
ム）実験で、車載器を通じて一時停止・信号・出合
い頭衝突危険などの情報を得たドライバーが安全走
行を行うことなどを実証した。
「安全走行」の指標は
速度低減であり、ITS 専門家が速度を重視し、市民
が速度制御を受け入れる素地があると推測される12。
3-5 自動車に組み込まれた ASV 装置
自動車各社は、1991 年以来の ASV （先進安全自
7西日本高速道路株式会社、NEXCO

調べ

動車）検討会の成果などをもとに「障害物警報シス
テム」、「衝突速度低減システム」、「車間距離制御シ
ステム」などを開発し、高級車への装備をはじめて
いる。これらの ITS は安全を実現するだろうか？以
下の懸念がある：①センサーの精度不足、誤作動、
限界、②ドライバーの誤操作、③情報・警告に対す
る、情報や警告が過多になることによるドライバー
の混乱、④安全装置が働くという意識からの危険運
転、⑤安全装置の稼動を確認するための危険運転、
⑥高コストによる普及の遅れ。現在の ITS の安全支
援は、少なくとも限界があり、時に危険性を増す可
能性もある13。
3-6 評価
速度制御を行わない ITS は危険である(ETC)。衝
突の危険を察知した場合に限定し、局所的な速度制
御が行われる ITS 技術(AHS, DSSS, ASV）があるが、
危険察知のための技術が複雑で、コストもかかり、
効果の不確実性が高まる。限定的・局所的ではなく、
常態的な速度制御を組み込み、その安全性向上効果
が検討されるべきである。
4．わが国での速度制御と ISA 導入の提案 日本学
術会議『提言・交通事故ゼロの社会を目指して』に
焦点を当てて
上で見たようにわが国の ITS は速度制御の導入を
明示的に行っていないが、積極的な速度制御や ISA
導入の提案も行われてきた。それらは、谷口[1993],
[2002]、ITS 情報通信システム研究会編 [1999]、
吉本[2003]、Tsugawa[2004]、トヨタ自動車株式会
社 IT・ITS 企画部[2005]などである。これらについ
ては他で紹介している14ので、本稿では日本学術会
議の提案に焦点をあわせる。
4-1 概要
日本学術会議の『提言・交通事故ゼロの社会を目
指して』
（日本学術会議[2008]、以下『提言』と呼ぶ）
は、同会議に設けられた「事故死傷者ゼロを目指す
ための科学的アプローチ検討委員会」
（委員長：永井
正夫教授（東京農工大学））15がとりまとめたもので、
交通事故死傷者ゼロを目指すには既存の施策の延長
では無理であり、敢えて難しい課題解決を提案する

8http://www.nilim.go.jp/japanese/its/0frame/under/02ahs/inde

x_02_03.htm，http://www.ahsra.or.jp/whats_ahs/05/index.html
9川嶋（監修）[2007]などに多く見られる。

13小栗、前掲書

10検討会委員長を務めた赤羽弘和教授（千葉工業大学）
（川

14小栗[2008]

嶋、前掲書、pp.82-85）などの見解。
11小栗、前掲書、pp.390-413
12小栗、前掲書 pp.413-416

15日本学術会議の「総合工学委員会・機械工学委員会合同

pp. 417-420

工学システムに関する安全・安心・リスク検討分科会（委
員長：松岡猛教授（宇都宮大学）
）
」の中に設けられた。
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と述べ、
「交通事故死傷者、究極ゼロ化への第１歩と
して、10 年で 1/10 レベルを目指す」16という具体的
目標を設定し、(1)ドライブレコーダーの活用、(2)
ヒューマンファクターの基礎研究、(3)予防安全技術
の研究開発と普及の促進、(4)道路交通構成員の意識
向上・教育の徹底を提言し、特に、ISA 導入の重要
性を強調している。
4-2 自動車交通の特性
『提言』は、自動車交通の特性が、①大多数が一
般の国民が運転するマイカーである、②事故が起き
ることを前提に、被害を小さくするための衝突安全
技術が重要視されてきた、③他の交通モードと比較
すると、車両運動のすばやさなどの視点から、的確
な操作が要求されている、④道路上には、自動車の
ほか、バイク・自転車といった二輪車、さらには多
様な歩行者が共存しており、混合交通での安全性が
要求されるなどにあると指摘し、
「その構成要素であ
る個々の人が、秩序ある交通流を構成するように特
に意識しなければ、たやすく事故が起こりうる不安
定なシステムであるといってよい」という認識を示
している。
4-3 ISA 導入の提言
ISA 導入提言の主要点は以下のようにまとめられ
る。①不適切な速度での走行が事故発生や被害度増
大につながっており、交通事故ゼロ目指すためには
ISA の導入が必要である、②ISA により、幹線道路
では速度を上げて走行するが、小学校が近くにある
市街地道路では速度を落とすなどにより、歩行者事
故のリスクが軽減する、③速度超過の警告を出すだ
けでも運転者にそれを認識させることで一定の効果
がある、④ISA 導入が安全上有効という意見の反面、
運転者側の受容性が困難などの指摘もあり、社会実
験を通して ISA 受け入れの可能性を検証していく必
要があり、そのためには一定の市街地を特区とし、
すべての道路ユーザーが参加する住民参加型の社会
実験を行う必要がある。

5-1 外部表示を活用した社会実験の大規模化
速度抑制車を大量に準備することではじめてその
効果が検証される。広島のオリンピック誘致と連動
した大規模実験などが考えられるが、実験地区を拡
大すれば地区内の自動車数が増え、通過交通の排除
も困難である。多数の実験標識、メディアによる広
報、市民参加が不可欠である。
『提言』では初期段階
でカーナビによる警告を提言しているが、これはあ
くまでもドライバー向けである。ソフトカーの外部
表示は、それを搭載したドライバーだけでなく、地
域住民や通過交通のドライバー、自転車、歩行者な
どが一体となって社会実験への参加意識を高め、実
験を大規模化することに貢献する。
5-2 小規模実験の積み重ね
小規模実験を積み重ねていくことで、社会実験の
基盤が広がる。筆者らは、既にある簡易型の表示装
置を工事現場車両、自治体で使用している車、幼稚
園・小学校の近隣での安全パトロール車、大学とそ
の出入り業者の車、福祉関係の車などに装着するこ
とを検討している。また、一人乗り電気自動車のソ
フト Q カーによるデモンストレーションを継続し、
キャンパスや通学路などで現実的に利用することを
あわせて検討している。
5-3 グラスルーツ型社会実験の展開
ITS の社会実験は国や大企業が中心となって行な
われてきた。最高速度制御と外部表示導入（ソフト
カー）の社会実験は、コミュニティ・自治体が主体
となり、地域企業が共同し、これを国や大企業がサ
ポートしていくことが重要である。上記の小規模実
験とあわせて、ステッカー、バッヂ、T シャツなど
を活用し社会実験への参加意識を高めることも重要
である。
5-4 歩行者、自転車、居住者の参加
歩行者、自転車、居住者による速度表示装置の携
帯・設置やモニタリングと通知の仕組みの検討が必
要である。
5-5 電気自動車の活用
電気自動車は、低速速度制御や小型化などの利点
を持ち、社会実験に積極的に取り入れるべきである。
5-6 情報技術の活用
GPS の ほ か 、 DSRC(Dedicated Short Range
Communication)、非接触型 IC カードシステム、携
帯電話などを利用し、道路側や道路利用者からの情
報発信を活用する。
5-7 国際協力
国際的な主体の参加、技術開発、社会実験適用の
場の選定を進める。

5. 次段階のソフトカー社会実験の展望と課題
『提言』で示された ISA 導入の提案の内容やその
背景となる自動車交通の特性についての認識は、ソ
フトカー・プロジェクトの方向性と一致している。
ソフトカー・プロジェクトでは社会実験を既に実行
し、次の展開の必要性を訴えてきた17。
『提言』と連
動して実行すべき社会実験の展望と課題を述べる。
16日本学術会議

[2008], p.1
2009 年 7 月に内閣府が募集した最先端研究開発
支援プログラムの公募に提案を提出した。
17小栗は
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6.社会実験と法改正・事業化との循環の形成
社会実験の成果を法制度の改定や事業化に活かし、
それによって社会実験を拡大していく循環の仕組み
の構築が重要である。
6-1 法制度の改定
道路交通法施行令第 11 条によれば、速度標識のな
い道路の法定速度は 60km であり、速度制御の基準
となる法定速度が歪んでいる。道路運送車両の保安
基準第 8 条 4 によれば、大型貨物自動車以外、速度
制御装置の搭載義務がない。これらの早急な見直し
が必要である。
6-2 事業化
グラスルーツ型の社会実験を実現し、ソフトカー
技術を普及させるため、大学発の独自のベンチャー、
新興自動車会社のベンチャー、自転車・LRT などと
の共同、そして、自動車メーカーや電子機器メーカ
ーとの連携などで事業化を進める。
6-3 保険
ソフトカーによる事故発生率の低下を確認して保
険料の低い「ソフトカー保険」を検討する。それを
ソフトカー普及、道路交通被害による社会的費用の
減少につなげる。
7. 結語
『提言』は「交通事故死傷者の究極ゼロ化という
大きなターゲットに向けて、オールジャパンでの取
り組みの体制の早期の構築を願う18」と結んでいる。
この方向性の実現には、あらゆる主体が参加した社
会実験の実行が必要である。ソフトカー・プロジェ
クトで開発された技術や蓄積されてきた経験は、こ
の社会実験に活かすことができる。この社会実験は
欧州などの ISA と連携して進められるべきであり、
また、BRICs をはじめとする新興国やアジア・アフ
リカなど世界各国が参加し、グローバルに成果を共
有することが重要である。こうしたつながりは、わ
が国の国際支援の仕組みとしても機能する。これか
らの ITS 政策について、研究者、企業、政府、市民
がオープンに議論し協力し合うことで、新たな展望
を開いていくことが必要である。
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