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レーザースキャナー装置は、左がレーザー発

行器、右が回転ミラーになっている。

レーザーは波長905ナノメートルの目に見え

ない赤外線レーザーを発光し、1回のスキャン

で581のレーザーパルスを処理する。

回転ミラーは毎分750回転で動く。

【レーザースキャナーの測定原理】

1. レーザーが光のパルスを送信（約 4 ナノ秒）

2. 目標物上で光が拡散

3. 跳ね返ってきた光をレーザースキャナーで検知

【回転ミラー】

レーザービームを -72.5°～ +72.5°の範囲で照射

「レーザースキャナーを例えるならば、周囲の

空間的イメージを探るための『光の指』とでも

言えば良いでしょうか」と、アウディのコンセ

プト開発エンジニアとしてドライバーアシス

タンスシステムのセンサーの研究を行ってい

るハンス - マルティン クロールは説明する

The laser scanner

レーザースキャナーの搭載により飛躍的に性能を高める自動運転車

近年、AI（人工知能）や VR（バーチャルリアリティ）などの様々な技術発展により、自動運転技術も

飛躍的に進化しています。アウディは、2011 年にパイクスピークスを無人で完走した「Audi TT」を

皮切りに、ドイツ・ホッケンハイムサーキットを時速 240 キロで無人走行した「ボビー」、サンフランシスコ

からラスベガスまで自動運転で走破した「ジャック」、そして各業界と協力して車両技術や通信技術、

交通インフラを研究する「デジタル モーターウェイ テスト ベッド」など、自動運転及び Car-to-X

通信の分野においても先駆者として技術開発を推し進めており、数々の技術的成果を得ています。

今年2月に開催されたベルリン国際映画祭でも、アウディはドライバーズシートに人のいない「Audi A8」

の自動運転車が映画俳優を乗せてレッドカーペットまで送迎するデモンストレーション走行を行いま

した。近いうちに「Audi A8」の量産モデルにも搭載予定のレーザースキャナーは、人のこぶし程度の

大きさでラジエターグリルの内側に収められています。かつては何 kg もの重量があり、車両の

ルーフに搭載していたセンサー類が、このように既存のカーデザインに融合するかたちに進化した

のも長年にわたる研究成果のひとつです。

アウディの市販車に搭載されているセンサーシステムに、レーザースキャナーが将来加えられる

ことで、性能は大幅に高まります。車両前方のエリアはレーダーシステムによって監視。車線や

ガードレール、歩行者やほかの車両などは 3D ビデオカメラによって、車両の周囲については、

超音波センサーやほかのカメラにより完全に認識することが可能となります。

レーザースキャナーがカバーするのは 80～100 メートルの距離ですが、長距離レーダーの照射

範囲が 35 度と狭いのに対し、カバーする範囲は 145 度と、4 倍にも及びます。この圧倒的に広い

視野により、クルマは道路の他のユーザーの存在やその行動、例えば左右から近づいてくる

クルマや人の侵入や離脱などを、従来よりもずっと早いタイミングで認識できるようになります。

また、レーダー同様、レーザースキャナーは周囲の明るさに影響を受けません。その点は、暗いと

性能が発揮できないカメラとは対照的で夜間にもその威力を発揮します。

これらのあらゆるセンサーからのデータを、最新世代のドライバーアシスタンスコントロール

ユニット (zFAS) に統合制御することで、クルマの周囲のきわめて正確なイメージを演算できる

ようになります。そこで重要なのは、様々なセンサーが相互に情報を交換しあうことでデータの

信頼性を担保できるようになるという点です。測定範囲 ( 距離 ) と記憶速度が異なるセンサー

機構同士が、互いを補完しあい、どこかでミスが発生した場合でもリカバーできるようになります。

今後、レーザースキャナーからの情報が加わるようになれば、冗長化により信頼性が向上する

だけでなく、静止しているものも動いているものも、より精密に認識できるようになります。

レーザースキャナーがコンパクトになったことと、コストも比較にならないほど安くなったことで、

生産モデルに採用できるほど技術的にも成熟しました。さらに zFAS とも組み合わされたことで、

自動運転機能を備えた最初のアウディモデルの登場も間近に迫ってきています。ベルリン国際映画祭で

行ったデモンストレーション走行は、そう遠くない将来に日常的な光景になっているかもしれません。

（Audi ENCOUNTER より抜粋）

右）ベルリン国際映画祭で登場した Audi A8。

助手席にはハリウッドスターのダニエルブリ

ュール、後部座席にはガールフレンドのフェ

リシタス ロンボルドが乗車しているが運転席

には誰も座っていない
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HERE HD Live Map

HERE and Now（デジタルマップの現在）

近未来の自動運転車は、メートル単位でなく、センチメートル単位の精度で指示されたルートを

辿らなければなりません。アウディが出資する地図事業会社「HERE」は、それを実現するための

デジタルマップを作成しています。

HERE は、元はノキアの傘下にあった、ベルリンに本拠を置くマップデータベース会社です。現在

世界の約 200 カ国、50 以上の言語で地図情報を提供しており、欧州及び北米地域においてナビ

ゲーションシステムを搭載する車両の 80％が同社のマップを使用しているといわれます。

2015 年末に AUDI AG、BMW グループ、ダイムラー AG の３社からなるコンソーシアムが買収し

ました。その HERE が、未来の自動運転社会に向けて手がける新しいデータプラットフォーム

「HERE HD Live Map」は、交通空間をスタティックなものだけでなく、ダイナミックかつきわめて

精密な 3 次元モデルで描きます。

「HERE HD Live Map」上では、地図データはマップタイルと呼ばれる 2km 四方のブロックに分割

されています。これにはあまりに膨大なデータを、処理可能なレベルにまで分割する狙いがあり

ます。データはクラウド上にホスティングされており、車両とのデータ通信は、携帯電話の

ネットワークを介して行います。近い将来 5G 規格のネットワークが普及すれば、データ通信を

さらにスピーディに行えるようになります。

「HERE HD Live Map」は 3 つの階層から構成されます。ひとつ目は HD マップで、クルマの周囲

一帯の情報をスタティックなデジタルイメージで表します。ガードレール、信号、道路標識、

カーブした道路の路肩など、固定されたものが描かれています。また、ホテル、 レストラン、ビジネス

関連の情報データベースも含まれています。

２つ目の階層にあるのはダイナミックな「ライブ」情報で、ほぼリアルタイムの道路状況を示してい

ます。工事中の場所、事故、緊急事態、路面の凍結もしくは霧の発生など、それらは様々なソースから

得ることになりますが、中心となるのはネットワークに参加している他の車両からの情報です。

近隣の車両と常にアップデートされた、膨大な交通データを共有することになります。その結果、

例えば信号や速度制限の変更、空いている駐車スペースといった常に最新の情報が提供されます。

３つ目の階層は「ヒューマナイズド ドライビング」のセクションです。これは近い将来に向けての

開発投資の対象となっています。未来の自動運転車は、HERE にプールしたデータをもとに、現在と

似た状況においてドライバーがどう行動してきたかを推測します。例えば、ハイウェイ前方に

渋滞を見つけた場合、すぐにブレーキを踏んだか、それとも少し待ってから減速する場合が

多かったか、蓄積されたデータから情報を探ります。このデータの記憶＆検索機能により、自動

運転のシステムは個々のドライバーの習慣や期待に沿った運転操作を行えるようになります。

現在「HERE HD Live Map」は、まだ開発過程にあります。しかしその機能の一部は、北米及び

西ヨーロッパですでに一部が利用されており、将来的には交通信号や危険な状況の警告といった

Car-to-X サービスも、「HERE HD Live Map」に基づいて提供されるようになります。

（Audi ENCOUNTER より抜粋）

AUDI AG の 100％子会社であるアウディ エレ

クトロニクスベンチャー GmbH(AEV)のゼネラ

ルマネージャーであり、HERE コンソーシアム

において技術レベルでアウディを代表する存在

のペーター シュタイナー博士は、アウディが

「HERE HD Live Map」の助けにより完全自動運転

が可能になった際の、ブランド・アイデンティティ

について以下のように言及している。

「アウディは今後もアウディであり続けます。

素晴らしいデザインとエモーショナルなドラ

イブフィール、最高の品質と操る歓び。そうし

た本質は変わらないでしょう。今後はそれに、

さらなる特長が加わるということです。

例えば、Apple を見ても iPhone を本当の意味

で魅力的なものにしているのは、App Store 
へのアクセスです。今後は自動車も新しいサー

ビス、アプリケーションを提供していかなけれ

ばならない。そのひとつが自動運転なのです。

将来我々が作る自動運転車も、アウディのブラ

ンドキャラクターを明確に表したものになる

と、私は確信しています」



「ロンドリノ レジデンス」の内装。ベッドルーム

が 3 つ、バスルームが 2 つを備えた一軒家で、

1 泊 610 ドル、最低 2 泊から宿泊が可能。

また、この企画にはラスベガスのマッカラン

国際空港からの運転手付き車両による送迎、

個人シェフにより提供されるすべての食事、

エンターテイメント/ アクティビティなど

さまざまな VIP サービスが含まれている

デスバレーはロサンゼルスとラスベガスの間に

位置し、周囲は広大な荒野となっているので、

Audi R8をとことん乗り回すことができる

The home of the Audi R8

アウディとAirbnbが一生に一度の貴重な滞在＆ドライビング体験を提供

アウディは音楽、デザイン、アートなどの様々なカルチャーコミュニケーションにも注力して

いますが、アメリカで一際ユニークなプログラムが注目を浴びています。

アウディはアメリカで6年連続で「エミー賞」の公式スポンサーを務めています。ＴＶ業界の

アカデミー賞と称され今年で68回目を迎えた同賞のレッドカーペット上には最新のAudi R8

がオフィシャルカーとして展示されました。そして、これを機に新たなマーケティング施策

として、Airbnb（エアビーアンドビー）との特別なパートナーシップにより旅とクルマを愛する

人たちに、とある有名な高級住宅に泊まりAudi R8でドライブを楽しむという、夢のような旅の

プランを提供することになりました。

Airbnbは、2008年に米国・サンフランシスコで創業。ウェブサイトを通じて世界中の宿泊施設を

掲載、予約できるコミュニティー・マーケットプレイスです。マンションやアパートの１室などを

はじめ個人が保有する遊休資産の貸出しを仲介するサービスであり、シェアリングエコノミーが活性化

する中で、近年、日本でも「民泊」と呼ばれ、訪日外国人を中心にその利用率が高まっています。

この企画は、アウディの新しいTVコマーシャル「Desolation」(荒れ地) のオンエア開始に

タイミングを合わせたものです。コマーシャル映像のなかでは、デスバレーの砂漠の真ん中に

ぽつんと建つ住居の印象的な佇まいが紹介されています。ネバダ州のスコッティーズ ジャンクション

近くの未開の地に建つ「ロンドリノ レジデンス」には、番地に相当するものはなく、地図を

頼りに訪れるほかありません。滞在する人に究極の田舎暮らしを経験させてくれる、代表的な

Airbnbホームのひとつです。

ゲストは80エーカーにも及ぶ周辺の土地を、独り占めにすることができます。星の光を遮る

ものがない非常に美しい夜空ひとつをとっても、素晴らしい思い出となるでしょう。信号も

スピード制限も渋滞もない、まさにAudi R8にとって“ホーム”と呼べる場所です。この住居の

傍らには、燃料を満タンにしたAudi R8 Coupeが駐車されており、ゲストは果てしなく続く直線

道路や干上がった真平な湖底など、地球上に2つとない環境のもと、0～100km/h加速3.2秒と

いうAudi R8がもつ本来の性能を心ゆくまで楽しむことができます。

参加の対象となるのは、「冒険心のあるすべての人」です。予約はすでに9月24日に締め切られて

おり、10月に7組のゲストを迎える予定ました。（詳細はウェブサイトwww.airbnb.com/audiにて）

また「Desolation」のコマーシャル映像は、9月14日よりYou TubeとAirbnbのFacebookでも

公開されています。

アウディ オブ アメリカのマーケティング担当副社長であるローレン アンジェロは次のように

述べています。「Airbnbとのマーケティング分野でのパートナーシップを発表するのに、エミー賞

は最高の舞台でした。多くの人々から賞賛され、建築物としてきわめて価値のある住居と、

専門家からも高い評価をいただいている新型Audi R8とを組み合わせることで、旅とクルマを

愛する人たちに、究極のフルスロットル走行を含めて、夢のような体験を提供できるのでは

ないかと思っています」
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VIPラウンジではビュッフェの食事が振舞われた

ほか、ラウンジ内には「Audi R8」も展示された

通常では入ることのできない、チームが使用

しているPITの中を見学するツアーも実施

「Audi R18」ドライバーのアンドレ・ロッテラー

（中央）やマルセル・ファスラー（右）による

インタビューやサイン会も行われ、ファンとの

交流を図った

レースの途中にはルマン24時間レースで5度

の優勝を誇るエマニュエル・ピロ氏による解説

を行い、来場者に戦況を分かりやすく伝えた

FIA WEC 6 Hours of Fuji

レース観戦をさらに特別なものにする、アウディのホスピタリティ

10 月 14 日 ( 金 ) ～ 16 日 ( 日 )、富士スピードウェイで FIA WEC（世界耐久選手権）富士 6 時間

耐久レースが行われました。好天に恵まれた 15 日の予選で Audi R18 の 8 号車（ルーカス 

ディ グラッシ / ロイック デュバル / オリバー ジャービス）が今シーズン 5 回目のポールポジションを

獲得。そして 16 日の決勝は 6 時間にもおよぶ耐久レースながらも、アウディ、ポルシェ、トヨタの

3 チーム間のタイム差はわずか数十秒と、スプリントレースさながらの大接戦となりました。

アウディは 5 時間に渡りトップを走行していましたが、激闘の末、わずか 1.4 秒差で 2 位と

なりました。

アウディはこうしたレース活動を行うと同時に、ゲストやファンに向けてのホスピタリティを

充実させることにも注力しています。PIT の真上には観戦スペースおよびドリンク、フードサービス

を提供する VIP向けの「Audi Racing Lounge」を用意。ドライバーも訪れ、インタビューやサインに

応じるなど交流をはかることができました。またレーススタート前に、普段は立ち入ることが

できない PIT ロードを解放し、マシンをメンテナンスする様子を目の前で見ることが出来る

「Official PIT Walk」や、レース中にシャトルでコース各所を案内、名物コーナーなどでレースを

観戦いただく「Curve Shuttle」、オリジナルコンテンツ「Audi TV」の放映やステージイベントを

実施するなど、さまざまなプログラムを用意しました。

また関係者以外は立ち入ることができない、アウディチームが使用する PIT 内を見学できる

「Audi VIP Tour」も実施しました。PIT はチームの頭脳として、レース全体をサポートする場であり、

実にさまざまな取り組みが行われています。アウディチームのエンジニアであるフィリップは、PIT
での仕事について以下のように話しています。

「チームが最も力を入れているのは、走行データの有効活用です。リアルタイムに収集される

走行データを、専属のデータエンジニアがリアルタイムで解析しています。これはドライバーへの

アドバイスに利用されるだけでなく、メカニックにも伝達され、マシンセッティングにも活用されます。

またアウディチームは、PIT の工具の配置１つをとっても効率化を追求してきました。例えば、

これまでの経験から R18 のリア部分の改修や調整に必要なツールは、PIT に R18 を格納した際に

リアエンドが位置する場所の真上に置かれています。さらに特徴的なのは、メカニックの間に

ヒエラルキー（上下関係）がないことです。床にゴミが落ちていれば、気づいた人が拾う。どれだけ

小さな仕事でも人任せにせず、気づいた人間が率先して行います。

このように、アウディチームは 15 年以上に渡って PIT の効率化に取り組んで来ました。それは機械的・

システム的な側面だけではなく、チームワークという人間的な側面についても同様です。むしろ、

長年ルマンや WEC を戦い抜いてきた我々が磨き上げてきた、このチームワークこそが、最高の強み

だと感じています」

10 月 26 日、アウディはモータースポーツ戦略を再編することを発表しました。ルマン 24 時間

レースを含めた FIA WEC への参戦は、2016 年シーズンをもって終了します。その代わりとして

電気自動車による FIA フォーミュラ E レーシング シリーズに本格参戦する方針を定めました。

これまで培ったノウハウとスキルを活かし、アウディのモータースポーツへの挑戦はもちろんのこと、

顧客満足度の向上にむけてホスピタリティの充実といった活動はこれからも継続していきます。

▶ November Issue (October 31, 2016)


