


自動運転のレベル分けについて
開発
状況等

政府目標

ACC ： Adaptive Cruise Control,  LKAS: Lane Keep Assist System
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【例】自動で止まる
　　（自動ブレーキ）

前のクルマに付いて走る
（ACC）

車線からはみ出さない
（LKAS）

○完全自動運転
　常にシステムが運転を実施
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※官民ITS構想・ロードマップ2020（令和２年７月IT総合戦略本部（本部長内閣総理大臣）決定）にて規定

＊1 （株）SUBARUホームページ　＊2 日産自動車（株）ホームページ　＊3 本田技研工業（株）ホームページ
＊4 トヨタ自動車（株）ホームページ　＊5 Volvo Car Corp.ホームページ　＊6 福井県永平寺町実証実験
＊7 CNET JAPANホームページ
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○特定条件下における完全自動運転
　特定条件下においてシステムが運転を実施
　（作動継続が困難な場合もシステムが対応

○特定条件下における自動運転
　特定条件下においてシステムが運転を実施
　（当該条件を外れる等、作動継続が困難な場合は、システム
　の介入要求等に対してドライバーが適切に対応することが必要）

○高度な運転支援　システムが前後及び左右の車両制御を実施
　【例】高速道路において、
　①車線を維持しながら前のクルマに付いて走る（LKAS+ACC）
　②遅いクルマがいればウインカー等の操作により自動で追い越す
　③高速道路の分合流を自動で行う

特定条件下とは …
場所（高速道路のみ等）、天候（晴れのみ等）、速度など自動運転が可能な条件
この条件はシステムの性能によって異なる

○運転支援　システムが前後・左右のいずれかの車両制御を実施

高速道路でのレベル４の自動運転（2025年目途）
※

限定地域での無人自動運転移動
サービス（2020年まで）※

高速道路におけるレベル３
の自動運転（2020年目途）※
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スズキは、交通事故ゼロに向けて、自動運転技術の開
発に取り組んでいます。自動運転は、レベル1～レベル５
の5段階に分けられます。レベル１は、システムが前後・
左右のいずれかの車両制御を実施する運転支援、レベル
２はシステムが前後及び左右の車両制御を実施する高
度な運転支援で、いずれもドライバーによる監視が必要
です。これに対して、レベル３以上がドライバーの監視を
必要としない自動運転となります。スズキは、これまでに、
レベル１に該当する運転支援技術（スズキセーフティー
サポート）をお客様に提供してきました。

以下に、レベル１からレベル３以降の取り組みを紹介
いたします。

スズキの運転支援技術であるスズキセーフティサポー
トでは、近距離レーザーレーダーを採用したRBS（レー
ダーブレーキサポート）を皮切りに、「衝突被害軽減ブ
レーキ」などのドライバーの運転支援技術を開発し、各
車両に求められる機能に応じた最適センサを選択して
きました。

スズキのCASE新技術への取り組み（その3）

新たな100年に向かって新たな100年に向かって
運転支援と自動運転の取り組み  
自動運転技術は、交通事故の低減や交通渋滞の緩和、地方における交通
弱者などの移動手段の確保等、様々な課題の解決のために取り組んで
いる技術です。スズキは、お客様に安心して楽しくクルマに乗って頂く
ため、自動運転技術の開発に取り組んでいます。今回は、事故を未然
に防ぐ運転支援技術「スズキ セーフティ サポート」、および自動運転に
向けた取り組みをご紹介します。

運転支援と自動運転技術

スズキセーフティサポート（レベル1）

  

ステレオカメラ
ステレオカメラの視差を利用し、前方のクルマや
人を検知・識別。夜間の検知にも優れる。

  

単眼カメラ + レーザーレーダー
前方のクルマや人を検知。近距離や夜間の検知
に優れたレーザーレーダーと、中・長距離に強く
歩行者も認識する単眼カメラの組み合わせ。

ミリ波レーダー
前方のクルマを検知。ミリ波の強い
直進性から遠方の物体も検知可能
で、天候変化にも強い。

出典：国交省報告資料　https://forum8.co.jp/fair/df/movie-ppt/day1-l04.pdf

スズキのブレーキサポート（衝突被害軽減ブレーキ）年表

カメラカメラ レーザー発光部レーザー発光部

単眼
カメラ

レーザー受光部



ミリ波
カメラ
ソナー
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レベル３以上は、ドライバーに代わりシステムが周囲の安全
監視を行う自動運転となります。スズキは、レベル３以上の自動
運転の研究開発にも取り組んでいます。自動運転には以下の
ような技術が必要となります。

① センサの高性能化・多重化
認識の信頼性、冗長性を持たせるため、カメラや電波を使った

レーダー、レーザー光を使用したライダー（LiDAR）、超音波を
使ったソナーなど複数のセンサを組み合わせる必要があります。

② 車載の通信技術
自車搭載センサで検出できない死角情報や信号機等のイン

フラ情報を得るために必要となります。また、地図情報の更新
や車載コントローラのソフトウェアアップデート、遠隔監視・操作
にも使用します。

③ 自車両の位置認識技術
自動走行を行うためには自車の正確な位置情報が必要になり

ます。自車のセンサと人工衛星からの座標信号や高精度3D
マップを組み合わせてリアルタイムに自車位置を特定します。

④ 車両制御技術
搭乗者に不安や不快感を与えない車両挙動を実現するため

に、経路生成の技術や、走る曲がる止まるを行うアクチュエータ
とその制御技術が必要になります。

⑤ 乗員状態検出技術
ドライバーの居眠りや脇見だけでなく、将来は乗員一人ひ

とりの認識技術や自動運転としての新たな乗員とのインター
フェース開発が必要となります。

今後の自動運転技術の普及を踏まえ、スズキは、お客様に
安全なシステムを安心して使っていただけるよう、日々取り組ん
でいます。

スズキセーフティサポートの中から、
ここでは主な３つの技術について紹介します。

●衝突被害軽減ブレーキ
　（Autonomous Emergency Braking ： AEB）
「ぶつからない」をサポートする衝突被害軽減ブ

レーキは、車両前方のセンサで、前方のクルマや歩行
者を検知し、システムが衝突のおそれがあると判断
すると、音やメーターなどの表示によってドライバー
に警告。ブレーキペダルを踏むと、ブレーキ力をアシ
スト、衝突の可能性が高まると、自動で強いブレー
キをかけ、衝突の回避または衝突時の被害軽減を図
ります。また、ステレオカメラ方式を採用したDCBS

（デュアルカメラブレーキサポート）では、夜間の歩
行者についても制御対象になっています。

●アダプティブクルーズコントロール
　（Adaptive Cruise Control ： ACC）
「車間距離の確保」をサポートするアダプティブク

ルーズコントロールは、先行車との距離をミリ波レー
ダーやステレオカメラで測定し、設定した車間距離を
保ちながら自動的に加速・減速します。[全車速追従
機能付 ] の場合は停止まで追従します。また、先行
車がいない場合、設定した車速（40km/h ～）を
キープします。

●車線逸脱抑制機能
　（Lane Departure Prevention ： LDP）
「車線をはみ出さない」をサポートする車線逸脱

抑制機能は、走行している車線を単眼カメラやステ
レオカメラで認識し、車線逸脱の可能性が高いと
システムが判断したら、車線内側方向へ車両を戻す
力をステアリングに与えて、車線を車両の内側に
戻すように支援します。

新たな100年に向かって� スズキのCASE新技術への取り組み（その3）

レベル２は、前方の車両や歩行者を検出するレベ
ル１のシステムに加え、前側方、後側方を検出する
センサ（例えば、ミリ波レーダー）を搭載し、それら
のセンサで検出した情報を組み合わせて処理する
高度な運転支援システムです。

現在、これらレベル2のシステムの実用化に向け
て取り組んでいます。

自動運転レベル３以上の取り組み

高度な運転支援（レベル２）の取り組み

実験車の例

① センサの高性能化・多重化

センサの高性能化・
多重化

カメラ、ステレオカメラ
レーダー / ライダー

ソナー
など.

ライダー（LiDAR）

カメラ

レーダー

ソナー

② 車載の通信技術

通信システム
各種通信装置

車々間通信(V2V)
路車間通信(V2I)
歩車間通信(V2P)

ネットワーク通信(V2N)
E-CALL
データ更新 

( 各種コントローラ、
高精度3D地図、

ナビゲーション地図 )
など.

③ 自車両の位置認識技術

自己位置認識
GNSS受信機、慣性センサ

高精度3D地図
カメラ･ライダーデータの

マッチング

人工衛星

④ 車両制御技術

センサ、アクチュエータ
アクセル
ブレーキ

パーキングブレーキ
ステアリング
シフト
 など.

制御システム
動力制御
操舵制御
制動制御

電子プラットフォーム
機能安全
セキュリティ 
など.

車両情報
車速

加速度・減速度
操舵角/ヨーレート

横加速度
エンジン/モータ出力
ブレーキ状態
運転者・乗員状態
イベントレコーダ

など.

HMI、人間工学

運転者

ドライバーモニタ
生体情報モニタ
乗員認識
個人認証

視覚情報提示
体感情報提示
音響情報提示
運転権限移譲
など.

ドライバー
状態検知
ドライバー
状態検知

乗員
状態検知
乗員

状態検知

乗員

レベル１のセンサ構成例 レベル2のセンサ構成例

ステレオカメラ
360°ライダー GNSSアンテナ

⑤ 乗員状態検出技術
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スズキは、4月末時点で軽四輪車の国内累計販売台数2,500万台を達成※1しました。

スズキは1955年10月に日本初の量産軽四輪車「スズライト」を発売して以来、

1970年に「ジムニー」、1979年に「アルト」、1993年に「ワゴンR」などを発売し、

独創的でお客様に求められる商品を提供してきました。近年では、2013年に「スペー

シア」、2014年に「ハスラー」を発売し、このたび65年7カ月での軽四輪車国内累計

販売台数2,500万台達成となりました。
� ※1�一般社団法人�全国軽自動車協会連合会データよりスズキ調べ。

スズキ株式会社は、ストリートバイク「GSX-S1000」を全面改

良し、6月より欧州をはじめ世界各国で順次販売を開始しました。

「GSX-S1000」は、スーパースポーツバイク「GSX-R1000」

のエンジンと車体をストリート向けにチューニングした、高揚感

のある加速と軽快な走りを楽しめるストリートバイクです。

今回の全面改良では、扱いやすさとスポーツ性能の高さを継

承しつつ、アグレッシブかつ前衛的なデザインを採用しました。

また、エンジンの出力向上を図るとともに、電子制御システム

S.I.R.S.（スズキ・インテリジェント・ライド・システム）を新たに

搭載することで、より扱いやすさとスポーティーなライディングを

両立できるストリートバイクとなりました。

4月27日、スズキ株式会社（以下、スズキ）、株式会社
SUBARU（以下、SUBARU）、ダイハツ工業株式会社（以下、
ダイハツ）、トヨタ自動車株式会社（以下、トヨタ）およびマツダ
株式会社（以下、マツダ）は、より安全で快適なコネクティッド
サービスの早期提供に向けて、5社で次世代の車載通信機
の技術仕様を共同で開発し、通信システムの共通化を推進

することに合意しました。
今回は、トヨタが開発した車載通信機技術をベースに、スズキ・
SUBARU・ダイハツ・マツダが保有する技術を盛り込みながら、
クルマからネットワーク、車載通信機センターまでの接続仕様
を共通化した次世代のコネクティッドカー向けのシステムを構築
する予定です。

スズキの中型船外機「DF140BG」「DF115BG」が、米国のマリン業界

専門誌Boating�Industryの「Top�Products賞」を受賞しました。

この賞は、2020年1月から12月までにアメリカで発売された船外機や

ボート、用品などのマリン商品の中から、マリン業界の活性化に貢献した商品

を表彰するものです。船外機での受賞は、スズキとしては今回が6回目で

あり、船外機メーカーの中で最多となります。

「DF140BG」「DF115BG」は、2020年10月に発売して以来、欧米を

中心に好評を得ている4ストローク船外機です。電子スロットル&シフトシス

テム「スズキ・プレシジョンコントロール」を4ストローク140馬力・115馬力

クラスで世界初※採用し、素早く正確なスロットルコントロールを実現した

ほか、燃費効率や静粛性、整備性などが評価され、今回の受賞となりました。

� ※2021年5月現在�スズキ調べ

スズキのニュースリリースから最近のトピックスを紹介します。

1955年 スズライト 1970年 ジムニー 1979年 アルト

1993年 ワゴンR 2013年 スペーシア 2014年 ハスラー

コネクティッドサービス運用のイメージ図

全長 2,115㎜

全幅 810㎜

全高 1,080㎜

ホイールベース 1,460㎜

装備重量 214㎏

エンジン型式 999㎤水冷4サイクル直列4気筒DOHCエンジン

最高出力 112kW/11,000rpm

最大トルク 106N・m/9,250rpm

燃料タンク容量 19.0L

【スズキ軽四輪車 主な車名別国内累計販売台数】

アルト 524万台

ワゴンR 481万台

キャリイ 467万台

エブリイ 325万台

フロンテ 159万台

スペーシア 101万台

DF140BG DF115BG

新型「GSX-S1000」

スズキ、軽四輪車の国内累計販売台数2,500万台を達成 （2021年４月末時点） 自動車会社５社は、次世代車載通信機の技術仕様の共同開発に合意

スズキの船外機「DF140BG」「DF115BG」が米国
Boating Industry誌の「Top Products賞」を受賞

スズキ、ストリートバイク新型「GSX-S1000」を発表

「DF140BG」「DF115BG」の主要諸元
◦排気量2,045㎤ 直列4気筒
◦出力
　DF140BG ：
　103.0kW（140馬力）/6,000rpm
　DF115BG ：
　84.6kW（115馬力）/5,500rpm
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三次元測定機を活用して機械加工後
の金型が図面通りにできているか確認
し、精度保証を行っています。後工程をお客様と
考え、不良を流出させぬよう日々心掛けています。

サイドボディ等のプレス
金型を設計しています。
設計した金型を間近で確認でき、良かっ
た点や改善点を次の設計に生かせるとこ
ろがこの仕事の面白さです。

鋳造解析を用いて、長寿命で信頼性の
高い金型設計に取り組んでいます。ま
た次世代エンジンの試作型製作にも取
り組み、スムーズな量産移行を目指して
関係部署一丸となって進めています。

金型工場の若手 技術者たち
スズキのモノづくりの根幹を担う
若手技術者たちのメッセージをご紹介します。

量産不具合ゼロの金型を
目指し、解析と実機測定

結果の比較を繰り返し、金型品質保証に取り
組んでいます。量産工場へ足を運び、現場の
声を次型に反映する活動も行っています。

板金部品の成形解析
や、樹脂、アルミ部品

の流動・熱解析を行い、金型成形時の挙
動を研究しています。高品質・高精度の
金型成形品が得られた時の喜び、実際
の現象を紐解いていく楽しさが魅力です。

段取りや加工をどうす
れば無人化できるか考
え、日々試行錯誤して
います。当たり前に行っ
ていた作業が無人化で
きた時の喜びを忘れず
に継続していきます。

プレス型NCデータ作成用のサーフェスモデ
リングを行っています。溶接指示のタブレット
化や手修正部をリバースモデリングするため
の新ソフト導入などデジタル化へ向けて日々
新しいものに挑戦しています。

サーフェスモデル評価「ゼブラチェック」

金型の構造解析

成形シミュレーション デジタルパネル評価

　金型工務・技術グループ　

CAD/CAM/CAE/CAT のデジ
タル技術を駆使して、日々品質の
良いモノつくりに挑戦しています。

新機種の金型製作を担当しています。
生産工場で安心安全に生産が出来る金
型づくりをしています。調整にはミクロン単

位の仕上げが必要な時もあり難し
いですがやりがいを感じています。

金型の見積りやコスト管理、部品の調達など計画から出荷までの
管理業務を担当しています。取引先との交流の中で金型につい
て学べる機会も多く、日々成長を実感できることがやりがいです。

モデリング

犬塚 美苑、高田 優奈  

計画・管理

平井 雄基

設備の自主保全や工場内の電気設備
の改善を行っています。金型を製作す
る設備をいかに故障させずに安定して
稼働させられるか、コツコツと日々のメン
テナンスに取り組んでいます。

高い技能を持って仕上げられた金型は量産工場で良い品質の製品を
生産できます。その為に日々技能を高めるように
努力しています。とてもやりがいのある業務です。

仕上げ

竹下 勇太

設備

大澄 拓哉

機械加工

村澤 良太

加工技術

中野 奈央

樹脂型設計

石川 裕隆

CAE

赤池 勇樹

プレス型設計
東 英一

測定・評価
友野 雅也

仕上げ

加藤 健太

DC型設計

木村 将大

バンパーやシリンダーブロック
の機械加工を行っています。

機械加工を行った部品を自工程で品質保証する為
にベクトロンを活用して測定しています。狙い通り
の加工ができたときはとても痛快です。

機械加工（ベクトロン）
堀内 匡志

CAMを使用し、金型加工データ
の作成を担当しています。デザイ
ナーの意思を金型で再現をする
のは難しいですが、加工方法・加
工工具などを日々検討し、品質
向上に努めています。

　金型製造グループ　

大型加工機/測定機/職人の技を融合させて、量産
工場に喜ばれる金型造りをモットーに活動しています。
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新型「Hayabusa」の エンジン開発

燃焼改善と排ガスのクリーン化
燃焼改善アイテムの一つとしてエアクリーナボデー後
方面にセカンダリインジェクタを取り付け、ファンネル筒内
に設けられたプレートへ側面から燃料噴霧を衝突させる
Suzuki�Side�Feed�Injector（S-SFI）（図１）を採用しま
した。プレートに衝突した液滴を飛散させることで、空気と
ガソリンの混合を促進すると共に新気を冷却し、体積効率
を上げました。
また、従来の2過流式燃焼室（TSCC）に対し、吸気
流れを阻害しない形状への変更（赤丸部）と、燃焼室の
凹凸を減らすスムージング（青丸部）を行い、流量係数と
S/V比の改善を図りました（図２）。
排出ガスの浄化装置としては、エンジンと路面の間の
空間を最大限利用できるレーストラック断面形状の大型
触媒を採用しました。これにより排出ガス浄化の要求
性能とバンク角を両立させました（図３）。

エンジン出力特性の変更
Hayabusaは安心してライディングを楽しめるように、
初代モデルから扱いやすさを重視した造り込みを行って
います。今回はその造り込みをさらに進めるため、高回転
域の出力を低中回転域に振り分け実用域の出力を増加
させることで、リニアでよりコントロール性の高い出力特性
を実現しました。
特性変更の方法としては、＃２＃３気筒の連結のみだった
従来のエキゾーストパイプに対して＃１＃４への連結管の
追加（図４）や、カムプロフィールおよび吸気管長の低中
回転域への最適化などを行いました。
エンジンのコントロール性に関しては、電子制御スロッ

トルを採用し、緻密な制御と適合を行うことで、初代から
続くHayabusaらしい出力フィーリングと扱いやすさの
両立を実現しました。

部品の見直しによるエンジンの熟成
ピストンはスカート形状の変更とピンボスの小型化を
実施しました（図５）。コンロッドの軽量化と併せて往復
運動系全体として１気筒あたり33gの軽量化を実施し、
二次振動を低減しました。
クランクシャフトはコンロッド大端へのオイル通路変更

を行い、ピストンクーリングジェット等、他の箇所へ分配
される油量と油圧を最適化、冷却と潤滑性能を向上させ
ました（図６）。他にもトランスミッションやカムドライブ系
など多数の部品を見直し、フリクションロス低減や耐久
信頼性の向上を図りました。

最新の電子車両制御
あらゆる走行シーンにおける走行体験を向上させること

を目的に、多くの電子車両制御を採用しました（表１）｡
表１の①、④、⑤、⑨は当社の二輪で初めて採用した

制御になります。
SDMS-αは②から⑥の5項目の各制御モードの組

合せを記憶しておき、走行状況に応じて組合せを一括で
切り替えるシステムです。晴れた高速道路や雨のワイン
ディング、ツーリングや二人乗り等、シチュエーションに
応じて好みの組合せを選択できるので、利便性と楽しさを
大幅に向上させることができました。
アンチリフトコントロールは前輪の浮き上がりを防止して
安定した加速に寄与します。予め入力された車重など
の情報をもとに、最適な駆動力を計算し調整を行うフィード
フォワード制御と、前輪浮き上がりを検知した際に駆動
力の調整を行うフィードバック制御を組み合わせた方式
を使用しています。

アクティブスピードリミッタはアクセルを操作しても設定
したリミッタ車速より、実際の車速が大きくならないように
制御します。

開発者の想い
最高のHayabusaを求めて数種類のエンジンを試作

し検討を重ねましたが、Hayabusaとは何かを追求した
先にエンジンの正常進化という結論がありました。すべて
の部品に対して機能や性能を再検証し改善を行った結果、
3代目となる新型「Hayabusa」で本エンジンは熟成の域

に達したと、開発担当一同、自信を持っております。
独自の世界観が支持され、国内外に熱狂的なファンを

持つHayabusaです。今回の新型も長く愛されるモデル
となり、乗った皆様の人生を豊かにする相棒となることを
願っています。

▋著者紹介

東郷 隼也
二輪技術部
係長
（2007年�入社）

佐々木 和弘
二輪技術部
チームリーダー
（2006年入社）

瀬尾 圭亮
二輪技術部
チームリーダー
（2008年入社）

小林 洵也
二輪技術部
　
（2005年入社）

田村 孝輔
二輪技術部
　
（2009年入社）

吉岡 悠弥
二輪技術部
　
（2013年入社）

初代から受け継がれてきた1,340㎤水冷直列4気筒エンジンは乗り味や
フィーリングを決定付ける大きな要素となっており、Hayabusaのアイデン
ティティの一つとなっています。
13年ぶりにフルモデルチェンジした3代目となる新型でも、同エンジンを継承
しながら歴代最高の仕上がりにすることを目標に開発しました。

背景・狙い

▍燃焼改善と排ガスのクリーン化

▍エンジン出力特性の変更と部品の見直しによる熟成

▍最新の電子車両制御の投入

表1 電子車両制御一覧表
制御名称 切替段数／条件

初 ① SDMS-α
（Suzuki Drive Mode Selector Alpha）

プリセット ： 3
ユーザモード ： 3

─ ② パワーモードセレクタ 3

SDMS-αで
一括切替も
可能な項目

─ ③ モーショントラック
トラクションコントロール 10＋OFF

初 ④ アンチリフトコントロール 10＋OFF
初 ⑤ エンジンブレーキコントロール 3＋OFF
─ ⑥ 双方向クイックシフト 2＋OFF
─ ⑦ ローンチコントロール 3＋OFF
─ ⑧ クルーズコントロール 30km/h〜200km/h
初 ⑨ アクティブスピードリミッタ 40km/h〜200km/h
─ ⑩ イージースタート ─
─ ⑪ ロー RPM アシスト ─

（A） 新TSCC

図1 S-SFI構造

図2 燃焼室形状比較

（A） 新型「Hayabusa」
 （レーストラック断面形状）

（A） 新型「Hayabusa」

（B） 従来TSCC

（B） 従来機種
 （円筒形状2本）

（B） 従来機種

図3 触媒形状比較

（A） 新型「Hayabusa」 （B） 従来機種
図5 ピストンの軽量化

図4 エキゾーストパイプ連結管

（A） 新型「Hayabusa」 （B） 従来機種
図6 クランクシャフト内オイル通路比較
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Q3
今後、ロボットや自動運転はどのようになっていく
とお考えでしょうか？ そのために、大学や企業は、
何に着目していけばよいのでしょうか？

人工ニューラルネット（Artificial�Neural�Network,�
ANN）の実用性が高いことが画像処理をはじめとした多く
の領域で認められるようになってきています。画像に写って
いる個別対象の識別では、今や人の能力を凌ぎ、CT画像
からの癌組織の検出などで人に替わって使われています。
人の自動車を運転する動作が、感覚情報に基づく無意識
化されたものであるとすれば、これをANNで置き換えること
ができると考えられます。課題は多々ありますが、自動運転
は実用化されていくと考えられます（個別の課題については
「自動運転技術入門（オーム社）」をご覧ください）
ANNの基本技術である深層機械学習では、ANNの学

習時に与えられる学習用のデータが異なると、結果として、
異なるANNになる可能性があります。例えば、ある交通状
況下で衝突回避に成功したとします。この時に取得したデ
ータを自動運転システムの学習データとして利用すると性
能改善につながる可能性があります。衝突回避に失敗し
たとすれば、次に失敗しないための性能改善の貴重なデー
タになるかもしれません。しかし、これらの学習を自動運転
車の稼働中に行うと個々の自動運転車が個性を持つこと
につながります。個性を持った自動運転車を交通事故の
責任問題ではどのように扱うべきなのでしょうか？
このため、自動運転車のデータを社会全体として集中

して集め、ある程度まとまった段階ですべての自動運転
車に学習データとして提供するなどの方策が必要と考え
られます。ここには、個別企業では扱いきれない問題が
存在しているのではないでしょうか。大学などのいわゆる
第3者機関には、個性を持つ可能性のある学習機能付き
の機械やロボットを社会の中でどのように位置づけるかと

いった基本問題について、議論を深めそしてその議論の結
果を社会実践していく責任が生じていると思います。

Q4
先生にはスズキ財団で審査委員や審査委員長を
務めていただきました。研究者の研究助成金の
活用について、および助成する側は今後どのよう
な点に着目していくべきか、についてもご意見等
いただけないでしょうか？

スズキ財団の研究助成では、科学技術研究助成では
斬新なアイディアを中心に助成し、課題提案型研究助成
では社会的意義を生み出す実用性の高い研究開発に
助成するというように異なる視点からの助成が行われて
います。
課題提案型研究助成は、助成後にフォローすること

が大切です。研究成果のフォロー結果が審査委員会
や理事会・評議員会などへ報告されることが必要である
と思います。
自動運転技術は、非常に広い範囲の技術領域によっ

て支えられています。スズキ財団の助成では、この点を
考えて、広い視点から審査を行っていただきたいと思い
ます。

Q5
最後に若い研究者や技術者に対して何かアドバ
イスや励ましのお言葉など頂けないでしょうか？

数年前に、将棋の世界ではAIが名人経験者などのトップ
棋士をしのぎ、人間を超えたことが証明されました。現在
はプロ棋士もAIの候補手を参照したり、相手にしたりして
訓練しています。そして、若手棋士のホープ藤井聡太の
指し手に「AI越え」といったコメントが発せられていたりも
しています。
このように、AIをうまく使うことによって将棋の世界が
広がったように感じます。将棋の世界のAIの活用例か
ら自動運転や医療の診断などの領域におけるＡＩの有
効性、実用性を類推することは危険ですが、人間とAI
の関係の典型例として、将棋の世界でのAIの利用の
仕方は、他の領域でも参考にすべきと思われます。これ
からの研究者、技術者は、否が応でもAIの影響やその
活用に配慮する必要が出てきます。ぜひAIとうまく付き
合う方法を見つけていってほしいと思います。

（2021年6月）

大日方 五郎先生インタビュー 大日方 五郎先生インタビュー   

械を設計した後に、その機械系を制御対象にしてコント
ローラを設計する2段階の設計法は、トータルとして最
適性を満たす設計ができないことに気がついた訳です。
そこで、「機械系と制御系の統合化設計法」の研究を博
士課程の学生と一緒に行いました。
しかし、この設計法の実用化では、多くの壁にぶつかる
ことになりました。大学の研究室単独でこの設計法の実
用化レベルの研究を行うことは難しいのが現状です。そ
のため、「使用者に配慮した機械システムの設計」や「対
象物や環境に自動的に適合する機械システムの設計」
に進みました。センサやアクチュエータを一切使わない機
械は珍しくなりましたので、機械系と制御系を統一的に考
えることの重要性は明らかです。人の触覚に匹敵する触
覚センサ付きのロボットハンドの実用化を通して、これら
の重要性を実証していきたいと考えています。

※オーストラリア国立大学

Q1
先生は、制御工学、ロボット工学分野の第一人
者として著名です。機械と制御を組み合わせる
研究を始められたきっかけについてご紹介いただ
けないでしょうか？

大学で卒業研究を行う研究室を選ぶときに、「制御」
という言葉に惹かれ流体制御の研究室を選びました。
1970年代当時、研究室では「流れ」を使ってディジタル
信号処理を行う技術の開発をめざしていました。気体の流
れを電子の流れのように小さいものに押し込めることが難
しいので、この技術は電子制御ディジタルデバイスの発展
とともに姿を消しました。しかし、機械を制御するためにディ
ジタル論理（論理回路）を使うというコンセプトがベースで
あり、それは今のロボットなどの機械の制御につながってい
ますので、この研究分野を選んでよかったと思っています。

Q2
先生が行ってきた研究について、お聞かせいただ
けないでしょうか？

大学院生の時は「制御理論」の研究を行いました。そ
の後、制御理論と関係が深い数学の領域を勉強し、こ
の領域で論文と書籍を英文と日本文で同時に出版しま
した（ANU※のBrian�DO�Anderson教授との共著）。
そして、1990年？ごろから「制御することを前提にした
機械システムの設計法」に着目するようになりました。機

「制御」から「自動運転」へ、「制御」から「自動運転」へ、
そして「AI」の活用へそして「AI」の活用へ

大日方 五郎
スズキ財団�評議員長
公益財団法人�名古屋産業科学研究所�研究部�上席研究員
名古屋大学名誉教授�（工学博士）

公益財団法人 名古屋産業科学研究所 研究部 上席研究員で
当財団の評議員長の大日方先生にお話を伺いました。

外界とドライバーをモニタリングする運転支援

Controller
sensory State Estimator Controller

motor

compensation automationstimulation stimulation

perfume
fever
light
pressure
oxygen

vibration
posture control

maneuver
braking

assist
alarm
disillusionize

heart rate
aspiration
eye movement

obstacle
detection

state 
variables
of car

モータ一つで動作する
歩行アシスト装置

「地面効果翼機における機体設計と
安定化コントローラの統合化設計」
日本機械学会論文集Ｃ編、1999

設計するパラメータ：
フィードバック制御器（ＬＱＲ）
翼の取り付け位置
翼弦長

モーター

バッテリー制御装置

ボーデン
ワイヤ

光学式
距離センサ
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総 資 産
設 立 年 月

113億7,190万円（令和３年３月末）
1980年 3月

助成件数累計※

助成金額累計※
1,855件
22億5,558万円

※1980年度から2021年度の42年間の累計

公益財団法人 スズキ財団 事業報告

16 17やらまいか 11号 やらまいか 11号

2020年度（令和２年度）事業報告概要  
令和2年度、財団の主たる事業である科学技術研究助成は55件、
課題提案型研究助成は4件実施しました。研究成果発表のための
会議・シンポジウム開催への支援は3件を実施しました。
また、スズキ財団の設立４０周年を記念して創設した顕彰事業の
「やらまいか大賞」と「やらまいか特別賞」の第一回の贈呈を行い
ました。

2020年度（令和２年度）決算概要  
▋貸借対照表（2021.3.31現在）� 単位：千円

科目 金額 科目 金額
Ⅰ. 資産部 Ⅱ. 負債の部
 流動資産 156,461  　流動負債 46,000

負債合計 46,000
 固定資産 11,215,446 Ⅲ. 正味財産の部
 　基本財産 （11,203,184）  　指定正味財産 7,891,759
 　特定資産 （12,000）  　一般正味財産 3,434,148
 　有形固定資産 （262）  正味財産合計 11,325,907

資産合計 11,371,907 負債及び正味財産合計 11,371,907

▋正味財産増減計算書（2020.4.1〜2021.3.31）� 単位：千円

科目 金額 科目 金額
Ⅰ. 一般正味財産増減の部 評価損益等調整前当期経常増減額 12,125
 基本財産運用益 215,661 評価損益等計 1,604,667
 受取寄附金 1,000 当期経常増減額 1,616,792
 雑収益 2 当期経常外増減額 △196

経常収益計 216,663 当期一般正味財産増減額 1,616,596
 事業費 176,304
 　研究助成事業費 （133,852） Ⅱ. 指定正味財産増減の部
 　特科学的研究成果の普及助成事業 （12,000）  当期指定正味財産増減額 3,392,193
 　外国人の科学的研究・研修助成事業費 （2,387） Ⅲ. 正味財産期末残高 11,325,907
 　付帯事業費 （25,865） 負債及び正味財産合計

6,317,133
 管理費 28,234

経常費用計 204,538

スズキ財団2021年度 科学技術研究助成の公募開始について  

スズキ財団では、2021年6月より科学技術研究助成の公募を開始いたしました。

詳細は右記ホームページをご確認ください。 ▶�http://www.suzukifound.jp/

▋科学技術研究助成  
１） 応募資格
� �大学、大学院、高等専門学校または公共研究機関に常勤する研究者で、主たる研究が科学技術に関する研究であること
２） 助成対象と研究分野
� �国民生活用機械等の生産・利用・消費に係る科学技術に関する研究でかつ独創的・先進的、又は基礎的・先導的な研究
開発課題を対象とした下記の分野の研究

� ①生産関連技術　②環境・資源エネルギー関連技術　③計測・制御・解析関連技術　④材料関連技術
� ⑤電気・電子・情報関連技術　⑥人間工学・医療関連技術　⑦ロボッ卜関連技術
３） 助成金総額と助成件数
� ①助成金総額�：�年間7,600万円程度　②助成件数�：�50件程度
� ③�一般向け（最大300万円）と若手向け（一律100万円）に分けて募集します
４） 募集期間と審査結果の伝達と研究期間
� ①公募期間�：�毎年6月14日〜9月30日　②選考結果は12月下旬に申請者に連絡します
� ③助成期間は2022年4月〜2023年3月までの1年間（一般向けは、理由によっては2年間の助成期間も認めます）

科学技術研究助成 55件
課題提案型助成 4件
研究成果普及助成 3件
助成事業合計 62件

やらまいか大賞 大聖泰弘 氏 早稲田大学 名誉教授
やらまいか特別賞 山下　淳 氏 東京大学 准教授

２０２１年（令和３年）度 課題提案型研究助成事業の決定  
今年度の課題提案型研究助成は、地球環境負荷の改善や使用するエネルギーの低減のために、自動車に代
表される移動体の革新的な二酸化炭素低減技術につながる、以下の４件の二酸化炭素還元技術、全固体電池
技術、燃料電池技術、シナリオ分析技術への助成を決定しました。

中低温での二酸化炭素還元触媒の開発

環境エネルギー問題の中で、CO2は喫緊の課題の一つであり、様々な削減技術が提案されている。
その中で、申請者は400〜500℃の中温でのCO2削減触媒の開発に取り組んできた。本提案
研究では、ナノ触媒の物理・化学構造の精密制御による新規アプローチでの高活性触媒開発を
行うことで、これまでの熱還元の常識を凌駕する中低温（300℃以下）でのCO2還元を可能
とするナノ触媒の開発を行う。

リチウム金属を負極とする
バルク型酸化物系全固体電池の創製

固体電解質と金属Liを組み合わせた全固体電池を実現するには、充電時に金属Liが固体電解
質内部に成長し、短絡することを抑えなければならない。申請者は、電気化学・材料力学の協奏
効果に基づき、多孔Li-Sn電極を提案する。構造と電気化学特性の相関を精査し、短絡が生じる
臨界電流密度として実用的な2mA/㎠以上を目標に掲げる。さらに、正極合剤層と組み合わ
せて実電池として動作することを実証する。

精密構造化貴金属タングステートによる
廃棄物系バイオマス燃料電池電極触媒への展開

本研究では、申請者が独自に開発した精密構造化･高強度化貴金属ポリオキソタングステートを
バイオマス由来ナノファイバーと分子レベル複合化･炭化させることで、国内の廃棄物を最大限
に活用した高性能型燃料電池電極触媒の新製造技術を確立することを目的としている。

ライフサイクルアセスメントを考慮した
運輸部門シミュレーションモデルとシナリオの開発

本研究では募集課題に例示されたCO2低減技術、2050年カーボンニュートラルに向けた
技術と燃料等を利用する将来社会のシナリオ像を描く。従来のTank-to-WheelやWell-
to-Wheelでのエネルギーの分析とは異なり、ライフサイクルアセスメント（LCA）を考慮した
鉱物・水資源や環境影響を含めたシミュレーションモデルを開発し、カーボンニュートラル社会
における運輸部門のシナリオ分析を実施する。

千葉大学�准教授

大場 友則 氏

長崎大学�准教授

山田 博俊 氏

静岡大学�准教授

加藤 知香 氏

東京工業大学�准教授

時松 宏治 氏
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「やらまいか大賞・特別賞」記念講演会が開催されました  
２０２１年3月24日、第一回やらまいか大賞・特別賞の受賞を記念して、早稲田大学 大聖泰弘名誉教授と

東京大学 山下淳准教授の講演会がリモートで開催されました。当日は、120名を超える多くの方々が参加

されました。以下に概要を紹介いたします。

やらまいか大賞 受賞記念講演

早稲田大学　大聖 泰弘 名誉教授
（１３:００〜１４：３０）

▍講演題目
「自動車の環境・エネルギー技術に関わる過去・現在・未来」

▍講演概要
150年の歴史を持つ自動車の技術は、厳しい要求に
応えて飛躍的な進歩を成し遂げてきました。今、2050年
に向けて、脱炭素化を目指した次世代自動車の開発、実
用化が急がれています。本講演では、自動車の環境・エネ
ルギー対策として、従来車の技術革新の経緯を鑑みた上
で、今後の電動化に向けた新動力システムや新燃料開発
の取り組みが紹介されました。トータルのCO2削減を考え

た場合、電動車や燃料電池車等の次世代車を普及させる
だけでなく、電力や新燃料の生成に関わる低炭素化が重
要であること、また、すべての次世代車について、さらなる
車両重量の削減やITS等の自動車のスマートな利用への
取り組みが重要であること等が提言されました。

やらまいか特別賞 受賞記念講演

東京大学　山下 淳 准教授
（１４：３５〜１６：００）

▍講演題目
「複数視点画像を用いた3次元センシングと情報提示」

▍講演概要
複数視点から得られる画像情報の知的融合により、

3次元センシング、シーンの理解、更には人間への情報提
示を行う手法が紹介されました。スズキ財団の科学技術
研究の結果を基に、人物の自動検出・追跡、光の屈折を
利用した複数視点画像を用いた3次元計測を行いました。

また、原発調査ロボットのための複数カメラを用いた情報
センシング・情報提示、インフラ点検ロボットを用いた複数
視点情報のセンシング、複数カメラを用いた建設機械周辺
の安全性確保などが紹介されました。




