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2.3 テスラ AEB（自動緊急ブレーキ）システム：テスラ AEB システムは、レ

ーダー／カメラの統合システムであり、オートパイロットの作動状態がどうで

あってもスイッチ ON で機能するようになっている。ドライバーは AEB スイッ

チの ON/OFF をダッシュボード中央に配置されるディスプレイの中のドライバ

ー支援ページから操作できるようになっている。AEB システムは、始動の度に

自動的に OFF となる。ドライバーは、FCW（Forward Collision Warning 前方

衝突警報）発出のタイミングを次の4つから選択することができる：早期（Early）、
ミディアム（Medium）、レイト（Late）そして OFF である。もし FCW が OFF
であっても TACC（Traffic Aware Cruise Control 周囲の交通状況(他車など)認
識クルーズコントロールシステム）が ON となっていれば、BCW（Brake 
Capacity Warning ブレーキの性能警報－停止できるかできないか）は作動する

ようになっている。BCW は先行車に接近速度が大きすぎて TACC の減速制御

リミットを超えたと考えられたときにドライバーに警報を発出するようになっ

ている。このとき FCW の距離選択がどのようになっていてもテスラ AEB シス

テムの機能には影響しないようになっている。

レーダーとカメラによる衝突被害軽減または回避システム*⁷は、先行車への

追突防止を目的に設計されている。システムは、同時にカメラとレーダーの双方

が障害物の認識をしなければ自動ブレーキとして作動しないようになっている

（大野註:ここは非常に大事なところ。誤作動予防のため、2 つのシステムの合

致を作動条件としているが、普通はフェイルセーフ機能としてどちらかを最後

の砦として一方だけで作動するようになっている。当該事故は強い逆光でカメ

ラがトレーラーを認識できなかったことが疑われている。わたしの疑問は、レー

ダーが装備されているのに何故レーダーが作動しなかったのかというものだが、

このことで疑問が氷解した）。カメラシステムは、Mobiley’s EyeQ3（メーカー、

製品名）処理チップというバックカメラ用の大きい画像データ処理に使用され

ているものを障害物の程度を認識するのに使っている。このシステムは複数の

障害物ターゲットや変わった形の自動車（大野註:積み荷のないトレーラーなど。

これは、当該事故が積み荷のないトレーラーの側面に衝突したため。しかしどの

くらい遅れるかということには言及していない。つまり、PC でよく見られる砂

時計です）の解析には時間がかかり危険認識に遅れが生じることがある。

NHTSA は AEB の性能調査として追跡ベースの複数回試験を 2016 年 5 月の



事故直後から 2015 年型テスラモデル S 85D（大野註:事故車と同型、高性能タ

イプ）と同種装置を搭載している 2015 年型メルセデスベンツ C300 4 マチック

（4 輪駆動型）にて比較実験を実施した。実験は 3 回ずつ先行車への追突衝突

（先行車停止 LVS、先行車通常走行 LVM、先行車減速 LVD）モード及び自車の

運転状況（手動運転、ACC Adaptive Cruise Control 装置作動中、－ 例えば先

行車との車間距離が設定より狭くなったりした場合、自動でブレーキがかかる

ような装置、前述 ACC 及びレーンキープ機能作動中）の 9 種類の状態を模擬し

て実施された。この試験の結果、テスラ及びメルセデスは、大部分のテスト実施

結果、先行車への追突衝突回避（または軽減）能力があることが実証された；こ

の ACC は、総合的に言えば CIB（Crush Imminent Braking －衝突軽減ブレー

キシステム）の助けなしに衝突回避を行う十分な能力があると考えられる；また、

自動ブレーキ作動実験での設定 SCP（Straight Crossing Path ＝対向車の真っ

直ぐ正面横断）及び LTAP（Left Turn Across Path＝対向車の左折からの正面

横断）シナリオでは効果的に作動したとは言えない状況であった。

ODI の AEB 解析評価試験では、1)衝突防止システムは、システムが認識した

衝突回避しかできない；2)すなわち産業界全般の製品製作合意事項として、2016
年型では装置は直線的な障害物にしか作動しない；そして 3)今回の事故のよう

な正面の道路横断のような障害物に関してはシステム*⁸の適用範囲外となる。
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AEB ：Automatic Emergency Braking 自動緊急ブレーキ

FCW：（Forward Collision Warning）前方衝突

TACC：（Traffic Aware Cruise Control）状況対応クルーズコントロール

BCW：（Brake Capacity Warning）ブレーキ性能警報

ACC ：（Adaptive Cruise Control）走行状況に応じて対応するクルーズコント

ロールシステム（大野註：例えば、車間距

離維持のための自動ブレーキシステムな

ど）

CIB：（Crash Imminent Brake）衝突被害軽減ブレーキ



*⁷ The system is also designed to detect and avoid impacts with pedestrians and 
stationary objects in the path of the Tesla when operating with TACC enabled.

TACC システムが作動している状態では、システムは走行方向の歩行者や静止

している物体を認識して衝突軽減を行うことができる。

*⁸ Object classification algorithms in the Tesla and peer vehicles with AEB 
technologies are designed to avoid false positive brake activations. The Florida crash 
involved a target image (side of a tractor trailer) that would not be a “true” target in the 
EyeQ3 vision system dataset and the tractor trailer was not moving in the same 
longitudinal direction as the Tesla, which is the vehicle kinematic scenario the radar 
system is designed to detect.

テスラ及び同種のAEBシステム搭載車の障害物認識のアルゴリズムは、誤信

号による緊急ブレーキが作動しないようになっている。フロリダの当該事故の

トレーラーの側面イメージ（認識画像）は、EyeQ3ビジョンシステム データセ

ットでは、正面の障害物として認識されていなかった可能性（大野註：それ

は、装置としての欠陥です。正面の障害物を認識できないというのはこじつけ

にしても酷すぎます）があり、これはテスラの動く目標認識の設計シナリオに

入っていなかったと思われる。

大野の意見：前方障害物検知センサーとしてテスラ S3 はレーダーとカメラを

装備しています。自動装置では、通常、どちらかのシステムが作動しなかった

場合、一方がバックアップ（フェイルセーフ機能）として働くのが普通ですが、

テスラの場合は、両方の障害物としての認識が一致することが作動の条件と

なっており、このことが事故車がノーブレーキでトレーラーに衝突した原因

でした。つまり激しい逆光でカメラが正面トレーラーを認識しなかったため、レ

ーダーが例え障害物を認識していても緊急ブレーキをかけなかった理由です。

自動装置の設計には、必ずフェイルセーフ設計思想が必要とされるのにそう

されなかったのは、地上を走る自動車という障害物の多い環境での誤認識・誤作

動を避けるための処置だと思われます。この点を以てしても自動運転への障害

の多さに思いが至ります。勿論、人工知能 AI が搭載されればこれらの問題は解

決されるでしょう。また、テスラのような新興ベンチャー企業があちこちの自動

車メーカーから人を寄せ集めて作った企業は、燃料電池車のような革新的なこ

とはできないでしょうし、AI を搭載することも難しいのではないかと思います。



とすると、本当の意味での自動運転社会の構築の前に咲いたあだ花という感じ

さえします。

以上


