
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年度 

高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業： 

 

専用空間における自動走行等を活用した 

端末交通システムの社会実装に向けた実証 

成果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年 3 月 

 

 

 

（委託先） 

国立研究開発法人産業技術総合研究所 

  



ii 

平成 31 年度 

高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業： 

 

専用空間における自動走行等を活用した 

端末交通システムの社会実装に向けた実証 

 

－ 目 次 － 

第 1 章 はじめに ............................................................. 1 

1.1 事業全体の目標 ........................................................ 1 

1.2 実施事業内容 ............................................................ 1 

1.2.1 全体概要 .............................................................. 1 

1.2.2 事業の実施方法と体制 .................................................. 2 

第 2 章 低速自動運転車両での長期の移動サービス実証 .......................... 4 

2.1 概要 .................................................................. 4 

2.1.1 背景 .................................................................. 4 

2.1.2 目的 .................................................................. 4 

2.1.2.1 作業フロー ....................................................... 5 

2.1.2.2 実施内容 ......................................................... 6 

2.2 実証実験準備・現地調査支援 ............................................ 8 

2.2.1 共通事項 .............................................................. 8 

2.2.1.1 電磁誘導線 ....................................................... 8 

2.2.1.2 車両仕様 ........................................................ 11 

2.2.1.3 自動運転システムの概要 .......................................... 14 

2.2.1.4 マニュアル切り替え時の周知方法 .................................. 16 

2.2.1.5 故障等への対応 .................................................. 16 

2.2.1.6 各種データ等の記録・保存 ........................................ 17 

2.2.2 永平寺町 1 ヶ月実証 .................................................. 18 

2.2.2.1 実証実験計画書の作成支援・利用促進計画の作成 .................... 18 

2.2.2.2 永平寺 1 ヶ月実証実施計画 ........................................ 18 

2.2.3 永平寺町 6 ヶ月実証 .................................................. 28 

2.2.3.1 実証実験計画書の作成・利用促進計画の作成 ........................ 28 

2.2.3.2 永平寺 6 ヶ月実証実施計画 ........................................ 28 

2.2.4 北谷町 6 ヶ月実証 .................................................... 57 

2.2.4.1 実証実験計画書の作成・利用促進計画の作成 ........................ 57 

2.2.4.2 北谷町 6 ヶ月実証実施計画 ........................................ 58 

2.2.5 実証評価における安全管理 ............................................. 76 

2.2.5.1 共通事項 ........................................................ 76 

2.2.5.2 永平寺実証実験時の安全管理 ...................................... 84 

2.2.5.3 北谷町実証実験時の安全管理 ...................................... 90 

2.3 実証実験の実施・管理 ................................................. 94 

2.3.1 永平寺町 1 ヶ月実証 ................................................... 94 



iii 

2.3.2 永平寺町 6 ヶ月実証 ................................................... 96 

2.3.3 北谷町 6 ヶ月実証 ..................................................... 98 

2.4 事業性分析 .......................................................... 102 

2.4.1 永平寺町 1 ヶ月+6 ヶ月実証での事業性分析 ............................ 102 

2.5 北谷町 6 ヶ月実証事業性分析支援 .................................... 104 

第 3 章 レベル４での運用に向けた開発と実証 ................................ 107 

3.1 低速自動運転車両のセンサおよび制御等の高度化 ......................... 107 

3.1.1  端末交通システムのレベル４自動運転の運用を目的とした車両制御・周辺環

境認識のための制御ソフトウェアアーキテクチャの構築 ....................... 107 

3.1.1.1 ソフトウェアアーキテクチャの概要 .................................. 107 

3.1.1.2 カート用 IO .................................................... 108 

3.1.1.3 自己位置推定・障害物検出 ....................................... 108 

3.1.1.4 走行制御 ....................................................... 108 

3.1.1.5 ユーザーインタフェース ......................................... 109 

3.1.1.6 データ記録 ..................................................... 109 

3.1.1.7 共有メモリ ..................................................... 109 

3.1.2 端末交通車両の機器構成に合わせた周辺環境認識のための信号 IO、調整、周

辺障害物検出ソフトウェアの開発 ........................................... 109 

3.1.2.1 IO 制御ソフトウェアの開発 ........................................ 109 

3.1.2.2 調整ソフトウェアの開発 ......................................... 110 

3.1.2.3 障害物検出ソフトウェアの開発 ................................... 111 

3.1.3 端末交通車両の機器構成に合わせた駐車車両回避支援ソフトウェアの開発 .. 113 

3.1.3.1 駐車車両回避支援のソフトウェアの要件 ........................... 113 

3.1.3.2 自己位置推定の処理 ............................................. 113 

3.1.3.3  占有グリッドマップの作成処理 ..................................... 115 

3.1.3.4 障害物回避制御 ................................................. 116 

3.1.4 AI 技術を活用した横断歩行者の認識 ................................ 120 

3.1.4.1 想定車両と環境 ................................................. 120 

3.1.4.2 画像処理方式 ................................................... 120 

3.1.4.3 提案手法 ....................................................... 121 

3.1.4.5 実験条件 ........................................................... 124 

3.1.4.6 歩行者検出評価 ..................................................... 125 

3.1.4.7 歩行者認識のまとめ ................................................. 130 

3.1.5 自動運転車両における自動発車・車両内安全判定システムの研究開発 .. 132 

3.1.5.1 自動発車・車両内安全判定手法 ................................... 132 

3.1.5.2 自動発車・車両内安全判定システムの評価 ......................... 136 

3.1.5.3 自動発車・車両内安全判定システムのまとめ ....................... 141 

3.1.6 端末交通システムにおける高精度地図の活用技術の研究 .................. 142 

3.1.6.1 エレベーションマップの作成 ..................................... 142 

3.1.1.2 勾配の演算と制御への活用 ....................................... 144 



iv 

3.1.6.3 障害物検出の高信頼化 ........................................... 146 

3.1.7 地上局側遠隔モニタリング・遠隔操作プログラムの改修 .................. 148 

3.2 運行管理システムおよび、最適運行のための配車ロジックの技術開発 ...... 149 

3.2.1 目的と課題 ....................................................... 149 

3.2.2 背景 ............................................................. 151 

3.2.3 システム詳細検討 ................................................. 155 

3.2.4 運行管理システムの実装 ........................................... 155 

3.2.4.1 システムアーキテクチャの見直し ................................. 156 

3.2.4.2 RFID を用いた位置推定アルゴリズムの高度化 ........................ 157 

3.2.4.3 1 クリック発車方式 ............................................... 157 

3.2.4.4 すれ違いアルゴリズムの改善 ..................................... 157 

3.2.5 実証走行の実施とその評価 ......................................... 158 

3.2.5.1 すれ違いアルゴリズムの検証 ..................................... 158 

3.2.5.2 セミデマンド方式による実証走行 ................................. 161 

3.3 公道交差部における簡易自動遮断器の研究開発 ........................... 166 

3.3.1 簡易自動遮断機のコンセプト.......................................... 166 

3.3.1.1 目的と課題 ........................................................ 166 

3.3.1.2 背景 .............................................................. 166 

3.3.1.3 開発目標（最終イメージ）.......................................... 166 

3.3.1.4 エアバー式 RYOBI 開閉装置活用簡易自動遮断機コンセプト ............. 167 

3.3.1.5 エアバー式メカタイプ簡易自動遮断機コンセプト ..................... 167 

3.3.1.6 市販リモコンタイプゲートコンセプト ............................... 169 

3.3.2 簡易自動遮断機の機能テスト結果 ..................................... 171 

3.3.2.1 エアバー式ＲＹＯＢＩ開閉装置活用簡易自動遮断機の機能テスト結果 ... 171 

3.3.2.2 エアバー式メカタイプ簡易自動遮断機の機能テスト結果 ............... 173 

3.3.2.3 市販リモコンゲートの機能テスト結果 ............................... 175 

3.3.3 遮断機簡易自動遮断器の研究開発のまとめ ............................. 175 

3.4 一般車混在公道における自動運転車両走路を示すピクトグラムの評価検証 ... 177 

3.4.1 ピクトグラムの狙い .................................................. 177 

3.4.1.1 背景 .............................................................. 177 

3.4.1.2 課題と解決策 ...................................................... 177 

3.4.1.3 ピクトグラムの評価 ................................................ 178 

3.4.2 ピクトグラムの評価検証 .............................................. 178 

3.4.2.1 検証内容 .......................................................... 178 

3.4.2.2 車両速度測定結果 .................................................. 180 

3.4.2.3 路上駐車車両台数記録結果.......................................... 181 

3.4.3 ピクトグラムの評価検証のまとめ ..................................... 183 

第 4 章 中型自動運転バスの実証評価......................................... 185 

4.1 中型自動運転バスの実証評価の準備 ..................................... 185 

4.1.1 概要 ................................................................ 185 



v 

4.1.1.1  事業全体の目標 .................................................... 185 

4.1.1.2 全体スキーム ...................................................... 185 

4.1.1.3 業務項目 ....................................................... 186 

4.1.1.4 業務フロー ..................................................... 186 

4.1.2 中型自動運転バスによる実証事業者・地域の公募・受付 .................. 187 

4.1.2.1 中型路線バスによる実証評価の企画案の検討 ....................... 187 

4.1.2.2 公募要領の作成 ................................................. 192 

4.1.2.3 公募の実施 ..................................................... 217 

4.1.3 中型自動運転バスによる実証事業者・地域の選定 ........................ 235 

4.1.3.1 評価方法の検討 ................................................. 235 

4.1.3.2 審査の実施 ..................................................... 238 

4.1.4 実証時の運用シナリオ等の検討に係る支援 .............................. 245 

4.1.4.1 共通項目の設定 ................................................. 245 

4.1.4.2 各地域の実証計画の作成 ......................................... 265 

4.1.5 小型自動運転バスを用いた運用のプレ実証の実施支援 .................... 286 

4.1.5.1 課題管理 ....................................................... 286 

4.1.5.2 プレ実証計画 ................................................... 289 

4.1.6  ビジネスモデルの構築や事業性の評価、利用者や周辺交通の受容性の醸成な

どについての検証支援 ....................................................... 302 

4.1.6.1 実証評価内容の整理 ............................................. 302 

4.1.6.2 検証項目の検討 ................................................. 305 

4.1.6.3 事業化に向けた課題の設定 ....................................... 308 

4.1.6.4 普及に向けた取組 ............................................... 310 

4.1.7 実証実験の準備についてのまとめ ...................................... 315 

4.1.7.1 2020 年度実証評価に向けた支援のまとめ .......................... 315 

4.1.7.2 2019 年度プレ実証のまとめ ...................................... 316 

4.1.7.3 2020 年度の実証評価に向けた課題 ................................ 317 

4.2 中型自動運転バスの開発 ................................................ 318 

4.2.1 概要 ................................................................ 318 

4.2.1.1  目的 .............................................................. 318 

4.2.1.2 研究内容 .......................................................... 318 

4.2.2 中型自動運転バスシステム概要........................................ 319 

4.2.2.1 機能概要 .......................................................... 319 

4.2.2.2 システム構成図 .................................................... 321 

4.2.3 車両外観 ............................................................ 322 

4.2.3.1 外装 .............................................................. 322 

4.2.3.2 内装 .............................................................. 324 

4.2.4 動作確認結果 ........................................................ 325 

4.2.4.1 GPS 受信の確認結果 ................................................ 325 

4.2.4.2 経路トレース機能の確認結果........................................ 332 



vi 

4.2.4.3 プレ実証実験の確認結果 ............................................ 333 

4.2.5 開発のまとめ ........................................................ 345 

第 5 章 自動車業界のソフトウェア人材確保策調査 ............................ 346 

5.1 調査事業の目的 ........................................................ 346 

5.2  自動車業界のソフトウェア人材確保策の検討 ............................. 346 

5.2.1  人材不足感と他業界の人材分布に基づくシナリオ、人材確保策検討 ....... 346 

5.2.1.1  調査の目的 ........................................................ 346 

5.2.1.2  自動運転 IT 人材不足数の推計 ...................................... 346 

5.2.1.3  自動車産業以外の IT 人材分布 ...................................... 350 

5.2.1.4  人材確保シナリオの検討（必要な人材タイプと確保の方法） ........... 361 

5.2.2  自動走行スキル診断サービスの具体策の検討 ........................... 364 

5.2.2.1  調査の要旨 ........................................................ 364 

5.2.2.2  調査の位置付け .................................................... 364 

5.2.2.3  ヒアリング概要 .................................................... 365 

5.2.2.4  ヒアリング結果要旨 ................................................ 368 

5.2.2.5  簡易スキル診断結果（非公開） ..................................... 369 

5.2.2.6  スキル診断の具体的要件 ............................................ 370 

5.2.2.7  スキル診断普及に向けたポイント ................................... 371 

5.2.3  資格試験への反映に関するフィージビリティ検討 ....................... 373 

5.2.3.1  調査の主旨 ........................................................ 373 

5.2.3.2  調査の位置付け .................................................... 373 

5.2.3.3  本調査で対象とする資格試験とその概要 ............................. 373 

5.2.3.4  資格試験の今後の取組みへの考察 ................................... 384 

5.3  自動走行スキル標準に基づく教育講座の整備 ............................. 386 

5.3.1  教育プログラムおよび講座の策定シナリオの検討 ....................... 386 

5.3.1.1  自動車業界の現状と課題 ............................................ 386 

5.3.1.2  人材育成のニーズ .................................................. 387 

5.3.1.3  講座策定シナリオ .................................................. 391 

5.3.2  教育プログラムおよび講座の設計と作成方法の検討 ..................... 395 

5.3.3  第四次産業革命スキル習得講座制度の認定のための準備 ................. 401 

5.3.3.1  講座認定制度の概要と要件等........................................ 401 

5.3.3.2  認定講座策定のための補足事項 ..................................... 402 

5.3.3.3  講座策定候補に対する注釈.......................................... 403 

5.4  自動走行スキル標準の具体化 ............................................ 405 

5.4.1  スキル標準の改訂・具体化の方針の検討 ............................... 405 

5.4.1.1  技術動向調査（具体化項目の特定と判断基準の整理） ................. 405 

5.4.1.2  スキル標準の検討運用体制案の検討 ................................. 425 

5.4.1.3 既存スキル標準の例 ............................................. 426 

5.4.1.4 スキル標準の改訂・具体化の在り方とマイルストーン ............... 429 

5.4.2 委員会対応 .......................................................... 430 



vii 

5.5  まとめと提言 .......................................................... 431 

第 6 章 まとめ ............................................................. 432 

6.1 平成３１年度の成果のまとめ ............................................ 432 

6.2 ２０２０年度の取り組み予定 ............................................ 435 

 

 



 1 

第 1章 はじめに 

 

1.1 事業全体の目標 

 

 環境・エネルギー制約への対応の観点から、我が国のＣＯ２排出量の約２割を占める運輸部

門において、新たな取組である自動走行の普及による省エネへの期待が高まっている。一方

で、高度な自動走行の社会実装に向けては、産学官の協調が不可欠な技術や事業環境等の課題

が存在する。本事業では、２０２０～２０３０年頃の実現が期待される、専用空間における自

動走行等を活用した端末交通システムを対象として、安全性・社会受容性・経済性の観点や、

国際動向等を踏まえつつ、必要な技術開発と実証を通じて、その社会実装に必要な技術や事業

環境等を整備することを目的としている。具体的には、標準化等の協調領域が大きく、事業モ

デルが存在しない、専用空間における自動走行等を活用した端末交通システムについては必要

な技術開発と実証、事業面での検討を行う。なお、「『日本再興戦略』改訂２０１５」において

「改革２０２０」プロジェクトとして位置づけられている、高齢者等の移動手段（専用空間に

おける自動走行等を活用した端末交通システムを含む）については、この技術開発や実証等を

通じて、２０２０年にショーケース化することを目指している。 

 

1.2 実施事業内容 

 

1.2.1 全体概要 

 

端末交通システムは、都市部や地方などの導入場所によって利用頻度や許容コストが大きく異

なるものと考える。本事業としては、公共的な利用を前提として、許容コストや導入の段階に応

じた各種の自動走行技術を選択して活用し、さらに受容性変動に耐え柔軟な運行を可能とするこ

れまでにない新しい交通手段としての端末交通システムの実現を目指すものとする。先行事例と

しては、EU のプロジェクトなどがあるが、車両コストが高額であり、初期投資コストが問題で

ある。そのため、本開発では、事業化の最先端を示すため、完全自律型の車両だけでなく、専用

空間の移動であるため誘導線等のインフラを用いた車両制御技術などを活用するなど、各種の自

動運転技術を環境条件に応じて選択できるシステム構成を可能とすることで、コスト抑制を目指

すこととする。車両としては、2018年度までに研究開発し、実地域での実証評価を行ってきた、

低速自動運転車両を用いることとし、社会実装に向けて、より長期の実証や多車両での移動サー

ビスの総合的な実証を実施した。また、これまで規制をかけない一般公道の自動運転の実証にお

いては、ドライバが乗車または遠隔にいることが求められ、自動運転のレベル２での実証にとど

まっていたが、昨今の国際情勢の変化を受けて、2020 年以降には、自動運転のレベル 4 での運

用実証の可能性が出てきている。そのため、端末交通システムが設定する限定領域内となる走路

において、レベル 4 での完全無人回送などの運用に向けた技術開発と実証を実施した。さらに、

既存の公共バス路線における人手不足解消やコスト削減に対しては、経済産業省、国土交通省の

自動走行ビジネス検討会等での議論に基づき、バス事業者の乗車定員増の車両での実証要望が多

いことから、座席 20 席から 28 席程度の中型の路線バスを対象に自動運転制御を可能とする開

発を実施する。これにより要望の多い中型自動運転バスによる実証地域または運行事業者を公募

により選定し、次年度以降に実運用に近い実証を実施すべく、運用シナリオの検討とプレ実証等

を実施した。端末交通システムを含む自動運転の新たな交通システムの社会実装には、ハードや

ソフトといった技術者だけでなく、交通工学、都市工学、土木工学、法工学、経済学、経営学、

交通心理学などの多岐にわたる分野の人材が必要である。しかし、分野横断的な議論ができる人

材は不足しており、人材育成が必要となっている。これらの実態を調査し、スキル標準の活用検

討等を通して、提言のまとめを実施した。 

2019 年度は、より早期の社会実装に向け、実用化見込みの高い移動サービスの長期実証と、
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社会的要求の高い開発と実証等を、以下の４つの研究開発項目として実施した。 

１）低速自動運転車両でのサービス実証 

２）レベル４での運用に向けた開発と実証 

３）中型自動運転バスの実証評価 

４）自動運転に関する人材育成 

 

以下に、各研究開発項目の実施内容の概要、2019年度の具体的な実施内容を示す。 

１）低速自動運転車両でのサービス実証 

本研究開発項目では、2018年度に実施した 4カ所での実証評価のうち、特に早期の実用化の

見込みの高いと判断される、以下の２つの地域において、地域事業者による運用の長期の移動

サービス実証を実施し、事業化への道筋を明確にする。 

１）-Ａ．低速自動運転車両でのサービス実証（福井県永平寺町） 

福井県永平寺町でのサービス実証としては、以下の２つを実施した。 

① 地域事業者による多数車両の運用・受容実証（1か月） 

② 地域事業者による長期サービス実証（6か月） 

１）-Ｂ．低速自動運転車両でのサービス実証（沖縄県北谷町） 

沖縄県北谷町でのサービス実証としては、以下の１つを実施した。 

① 地域事業者による長期サービス実証（6か月） 

 

２）レベル４での運用に向けた開発と実証 

 本研究開発項目では、国際動向に伴い、日本国内において規制をかけずに一般公道で、自動

運転のレベル４での運用が、2020年以降に可能となる可能性が出てきている。そのため、レベ

ル４での運用となることを想定し、端末交通システムとして、低速自動運転車両に対する実用

化は早いと判断し、必要となる車両やシステムの開発を早期に進め、実証を行うことで必要と

なる技術や性能、安全性やその検証方法等について、実証評価を通して明確にする。 

 

３）中型自動運転バスの実証評価 

本研究開発項目では、2018年度までに実施してきた小型バスを用いた自動運転技術等の実証

評価の結果も踏まえ、バス事業者からの要望等も受けて見直しを行い、発展的に中型自動運転

バスの実証評価に移行するものである。 

この中型自動運転バスの実証評価にあたっては、車両の開発に時間がかかることもあり、以下

の２つを実施した。 

① 中型自動運転バスの開発 

② 中型自動運転バスによる実証評価準備 

 

４）自動運転に関する人材育成 

端末交通システムを含む自動運転の新たな交通システムの社会実装には、ハードやソフトと

いった技術者だけでなく、交通工学、都市工学、土木工学、法工学、経済学、経営学、交通心

理学などの多岐にわたる分野の人材が必要である。しかし、分野横断的な議論ができる人材は

不足しており、人材育成が必要となっている。 

自動運転分野での IT 人材エコシステム構築を目指し、経済産業省では平成２９年度に自動走

行ソフト開発スキル標準を作成した。本研究開発項目では、自動車分野の IT人材不足にかかる

実態を調査し、関連先へのヒアリングなどを通して、スキル標準を活用した民間講座開発、自

動車エンジニア育成インフラのアジア展開、産学連携について検討を行い、提言のまとめを実

施した。 

 

1.2.2 事業の実施方法と体制 
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本事業は、国立研究開発法人産業技術総合研究所が幹事法人として全体の取りまとめ役とな

り、各研究開発項目に対して、高い知見や研究開発能力を持つ法人を主体とした再委託や外注

の体制を組んで実施した。ただし、本事業は、各研究開発項目は実証評価等に向けて、相互に

深く関連し、連携が必要であることから、参加する全法人とのコンソーシアム形式とし、テー

マに応じて参加法人と関連する外部有識者、関連メーカー等を含むによる開発検討会を設置

し、連携した成果の最大化に留意して行う。2019年度は、より早期の社会実装に向けて、実用

化見込みの高い移動サービスの長期実証を行うものとし、2018年度に一部地域で行い成果のあ

った小型電動カート（低速自動運転車両）を用いた約 1か月の地域事業者による運用の体制を

引き継いで実施する。また、国際動向に応じ 2020年以降に自動運転のレベル４による公道走行

の認可の可能性が出てきており、こちらも実現性の高い低速自動運転車両でのレベル４での運

用に向けた開発と実証を、これまでの遠隔型自動運転システムの開発実績を活かした体制で実

施した。さらに、2018年度までは小型バスを用いた実証評価を推進してきたが、バス事業者か

らの要求や自動走行ビジネス検討会での議論をふまえ、より乗車定員数の多い中型バスでの実

証評価に移行する。そのため、これまでの体制を見直し、新たに中型自動運転バスの開発を行

い、それを用いて実証評価を行う実証地域と事業者を公募・選定するものとした。この公募・

選定については、まず、実証コーディネーターを企画選定し、実証支援の実績を活用すること

で実証までの検討時間の短縮等の効率化を図れる体制で実施した。自動運転に関する人材育成

については、関連分野が幅広いこともあり、ITS（高度交通システム）の分野に精通したシンク

タンクによる支援の体制で実施した。 

 

 

 

図 1.2-1 2019年度の実施体制および役割分担  
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第 2章 低速自動運転車両での長期の移動サービス実証 

 

2.1  概要 

 

2.1.1 背景 

 

国立研究開発法人産業技術総合研究所知能システム研究部門では、平成 29 年度「高度な自動

走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業」の一環として、「専用空間における自動

走行等を活用した端末交通システムの社会実装に向けた実証」を経済産業省より受諾している。

本研究開発は、自動走行技術を活用した高齢者等における移動手段の確保の実現を図ることを目

標とし、特に公共的な利用を目指した端末交通システムを提案するものである。本事業では、

2020～2030 年頃の実現が期待される、専用空間における自動走行等を活用した端末交通システ

ムを対象として、安全性・社会受容性・経済性の観点や、国際動向等を踏まえつつ、必要な技術

開発と実証を通じて、その社会実装に必要な技術や事業環境等を整備することを目的としてい

る。また、本事業では、平成 31 年度中までに研究開発及び実地域での実証評価を行ってきた低

速自動運転車両を用いた端末交通システムの社会実装に向けた、より長期の実証や他車両での移

動サービスの総合的な実証を実施することが求められている。 

 

2.1.2 目的 

 

本年度は、平成 30年度に低速自動運転車両を用いて実施した 3 ヵ所での実証評価のうち、特

に早期の実用化の見込みが高いと判断される 2 つの地域において、地域事業者による長期の移

動サービス実証を実施し、事業化への道筋を明確化することを計画しており、本作業は、実証評

価の実施支援及び事業性の評価に係る作業を行うものである。 
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2.1.2.2 実施内容 

 

各項目の作業方針を以下に示す。 

 

(1) 実証実験準備・現地調整支援 

実証実験地域での実証実験準備において現地事業者の開催する準備会議への参加や関係者との

調整等を支援する。会議進行、議事、助言を行う。 

 

1) 支援対象となる地域 

・沖縄県北谷町 

・福井県永平寺町 

 

2) 支援対象となる事業者 

・沖縄県北谷町：北谷タウンマネジメント＆モビリティサービス合同会社 

・福井県永平寺：まちづくり(株)ZEN コネクト 

 

3) 支援内容 

① 実証実験計画の作成支援 

現地事業者にて一次的に作成された実証実験計画書を確認し、必要に応じて作成を支援する。ま

た、必要に応じて現地での会議に出席し、進行においても補助を行う。 

② 利用促進計画の作成支援 

現地事業者にて一次的に作成された利用促進計画を確認し、技術的な側面において支援を行う。

また、必要に応じて現地での会議に出席し、進行においても補助を行う。 

 

(2) 実証評価実施管理支援 

現地状況を踏まえて、インフラ整備(産総研・ヤマハ・現地自治体)、運行計画策定(地元関

係機関・産総研)、関係者調整・協議(産総研)、実証評価(産総研、地元関係機関)を支援す

る。 

① 実証実験の実施支援 

地域事業者による実証実験の運営状況に合わせて、必要に応じて実証実験実施支援を行う。 

② 実証実験時の調査支援 

地域事業者による実証実験の運営状況に合わせて、必要に応じて調査支援を行う。 

 

(3) 事業性分析支援 

各実証評価地域の現地事業者にて実施する事業性分析において、検証及び評価の支援を行う。実

施した支援や助言の内容まとめを成果物とする。 
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① 実証実験結果の検証支援 

実証実験結果について、現地事業者による採算性シミュレーション等を用いた定量評価の実施を

指導する。 

② 効果と課題の評価支援 

実証実験結果について、現地事業者による一次的な定性評価を踏まえて意見交換等を通じて効果

と課題の評価支援を行う。 
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図  2.2-2 北谷町の電磁誘導線整備状況 
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2.2.1.3 自動運転システムの概要  

(1)電磁誘導線上を自動走行 

・  ドライバ席等の発進／停止ボタンでの走行と停止、車両上緊急停止ボタンで緊急停止 

・  遠隔操作卓からの発進／停止ボタンでの走行と停止、緊急停止ボタンで緊急停止 

・  誘導線走行中の障害物接近の減速と停止 

・  走行時も周辺状況に対応して速度制限 

 

(2)車両上機能 

・  電磁誘導線追従制御（自律操舵制御対応） 

・  制御用磁石による速度制限や停止（カーブや停留所対応） 

・  レーザレンジファインダによる速度制御や停止（障害物対応） 

・  バンパーによる緊急停止（衝突時安全対応） 

・  遠隔監視卓との音声会話（異常時確認対応） 

・  緊急停止、発信（音声、画面等での提示対応）  

・  操舵、速度のオーバーライド、緊急停止（不具合者対応） 

・  誘導線上にあるか否かの状態取得（電磁誘導線へのマニュアル走行対応） 

・  停留情報（次の停留所の等の情報） 

・  速度情報 

・  車両の障害物との接近や停止、故障情報、 SoC（バッテリ－等管理）の管理 

 

 

図  2.2-3 自動走行システムの概要  
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表  2.2-4 安全機能の概要  

 

 

2.2.1.4 マニュアル切り替え時の周知方法 

自動走行とマニュアル走行との切り替えにおいて、以下の機能を有するものとする。 

 

・  車両に状態表示灯を設置し、外部から状態の確認を可能とする (自動、手動の表示 ) 

・  切り替え時に音を出力する 

・  車内モニタに状態を表示  

 

2.2.1.5 故障等への対応 

遠隔操作卓との通信途絶や故障対応に関して、想定シナリオを作成して、対応マニュア

ルを作成する。（産業技術総合研究所において作成） 

 

 通信途絶：設定した時間以上に通信が途絶すると自動停止（緊急停止） 

停止後の対応についてマニュアルで整理（車両上ので再発進操作） 

 故障時：機器の故障対策はソフトウェア作りこみでの対応で自動停止  

停止後の対応についてマニュアルで整理 (キー切替によるマニュアル走行 ) 
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2.2.1.6 各種データ等の記録・保存 

実証中に発生した交通事故又は交通違反の事後検証を十分に行うことができるように、

車両状態の記録を行う。  

 

 実験車両に車両周辺の状況や車両状態情報の記録を行うために、前方を撮影するドラ

イブレコーダーを搭載する。 

 

 公道実証実験中の実験車両に係るセンサ等により収集した車両状態情報を含む各種

データ、センサの作動状況等について、交通事故又は交通違反が発生した場合の事後

検証に利用することが可能な方法により、適切に記録・保存する。 
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2.2.2 永平寺町  1 ヶ月実証 

 

2.2.2.1 実証実験計画書の作成支援・利用促進計画の作成 

(1) 会議開催 

2019 年  4 月  5 日（木） 13： 30 ～  16： 15 

2019 年  4 月  23 日（火） 16： 00 ～  17： 00 

 

(2) 会議主旨 

・ 2019 年 4 月 5 日会議主旨： 1 ヶ月実証での運行方法・時期・周知方法等の実施計画

に係る協議を行った。 

2019 年 4 月 23 日会議主旨：実証実験実施時における安全対策に係る会議を行った。 

 

(3) 助言内容 

会議において、実証実験の目的を関係者共有で実施し、今後のビジネス化を見据えて収

益構造なども意識して実証実験に取り組む必要性を提案した他、以下のような観点も議

論した。 

 利用者のデータについて：年齢、属性（住民・観光客）、乗車人数当  

 コストを意識した運用/運行について：運行時間、運行日数、運行台数等 

 データの取得方法について 

 

2.2.2.2 永平寺 1 ヶ月実証実施計画 

(1) 1 ヶ月実証スケジュール 

トレーニング、リハーサル期間： 2019 年 4 月 22 日（月）～ 2019 年 4 月 24 日（水） 

1 ヶ月実証期間： 2019 年 4 月 25 日（木）～ 2019 年 5 月 24 日（金）【 1 ヶ月】 
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表  2.2-5 1 ヶ月のスケジュール  

 

(2) 実証対象地域概況 

大本山永平寺を訪れる観光客は 50 万人ほどで、うち約 1 万人が外国人観光客。ほとんど

が車かバスで訪れる。 

駅周辺に市街地が集中しており、図 2-5 における A 区間の中間地点に町営住宅や小学校

があり、沿線の地域課題として 15 歳未満の住民や高齢者のための移動手段確保が挙げら

れる。 

 

図  2.2-4 実証場所概況  
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(4) 実施体制 

主な関係者の体制は下図の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  2.2-6 永平寺町 1 ヶ月実証の実施体制 
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(7) 対象者 

乗車を希望する中学生以上を対象とする。小学生については保護者の同意があれば乗

車可能とし、幼児（小学生未満）については保護者同伴であれば乗車可能とする。 

福井県永平寺町は、過疎地モデルとして住居から駅への移動、住民と観光客の併用によ

り、少子高齢化地域の活性化を目指していることを考慮し、地域住民と観光客を対象に実

証を行う。 

●高齢者や子育て世代（特に高齢者）の通院、買い物等の移動支援 

●大本山永平寺へ訪れる観光客の永平寺口駅から大本山永平寺への移動支援 

（えちぜん鉄道を利用する観光客の移動支援）  

 

(8) 運行日 

定休日を水曜日として、それ以外を運行日とする。 

 

(9) 運行時間 

運行時間は 9 時～ 16 時とする。 

通勤・通学の時間帯である 9 時前と 16 時以降は、永平寺参ろーどにおける通勤・通学

者の自転車利用が多く、スマートＥカートとの錯綜が危険であるため、その時間は対象外

とする。 

 

(10) 運行方法 

運行方法は、運行頻度を変えた定時定路線とする。 

実多台数同時運行により、当地域での最大乗車数を見極めることが本実証における課

題の一つであるため、乗車ニーズを網羅する運行形態が求められる。事前予約型は、予約

管理及び運行管理に多大な労力を割くため、労務コストを抑える観点から事前予約制を

排した。カートバッテリーの許す限り最大限の運行本数を確保するダイヤ編成とした。   

 

(11) 運行頻度 

東古市～荒谷間は 30 分ごとに１便を出発させる。荒谷～志比間は 10 分ごとに１便を

出発させる。東古市および志比からは 30 分ごとに終点および起点までの直通便となる。 
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(12) 運行ルート 

運行ルートについては、永平寺参ろーどのえちぜん鉄道永平寺口駅～大本山永平寺門

前まで約 6km の往路・復路であり、荒谷の国道を跨ぐ箇所において分断された運行とす

る。国道の走行は搭乗ドライバによる手動運転とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  2.2-7 永平寺町 1 ヶ月実証の運行方法 

 

図  2.2-8 永平寺町 1 ヶ月実証の運行時刻表 
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図  2.2-9 永平寺町 1 ヶ月実証のドライバ別運行プランの例  
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2.2.3  永平寺町  6 ヶ月実証  

 

2.2.3.1 実証実験計画書の作成・利用促進計画の作成 

(1) 会議開催 

2019 年  6 月  3 日（月） 13： 30 ～  16： 00 

2019 年  6 月  25 日（火） 13： 30 ～  15： 00 

2019 年  9 月  5 日（木） 9： 30 ～  12： 00 

 

(2) 会議主旨 

2019 年 6 月 3 日会議主旨：1 ヶ月実証での振り返り、6 ヶ月実証に向けたスケジュール

等を確認した 

2019 年 6 月 25 日会議主旨： 6 ヶ月実証の安全対策について再確認した 

2019 年  9 月  5 日会議主旨：6 ヶ月実証の進捗状況を確認の確認と将来課題について議

論した 

 

(3) 助言内容 

1 ヶ月実証を終え、ピーク需要に対する実証を行った中で、運行面や天候への対応など、

課題点含めて議論し、6 ヶ月実証に反映させることとした。 

6 ヶ月間に及ぶサービス実証に対して、将来の事業採算性を意識して、車両やシステム

のコスト、集客や付帯サービスなど収入を増やす方法等の考慮しておくべき項目の検討

を開始した。 

 

2.2.3.2 永平寺 6 ヶ月実証実施計画 

(1) 目的 

「高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業：専用空間におけ

る自動走行等を活用した端末交通システムの社会実装に向けた実証」において、安全

性・社会受容性・経済性の観点や国際動向等を踏まえ、必要な技術開発と実証を通じ

て、その社会実装に必要な技術や事業環境等を整備することを目指している。実証評価

に向けて、 2016年度に永平寺町を含む 3つの実証評価地域を選定した。 

福井県永平寺町は、過疎地モデルとして、駅から住居地、観光施設の往復の走路にお

いて、住民と観光客の併用により少子高齢化地域の活性化を目指している。実証の目的
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(5) 実施体制 

実証の主な関係者の体制は下図の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  2.2-10 永平寺町 6 ヶ月実証の実施体制 

 

  

福井県警察本部  

中部運輸局  

近畿地方整備局  道路部  

福井警察署  

福井運輸支局  

指示  

警察庁  交通企画課  

国土交通省  技術政策課  

指示  

経済産業省  自動車課  

産業技術総合研究所  

永平寺町  

京福バス㈱ 

マスコミ 

ヤマハ発動機  

YMPC 

相談・報告  

福井県  

観光客  
地域住民  

慶應大学  

日立製作所  

豊田通商（後方支援） 

連携  

支援  

サービス提供   （受容性評価） 

現場調整主体  

まちづくり㈱ＺＥＮコネクト 

利用者  

技術対応  

実施主体  

永平寺町消防本部・消防署  

【広報】 

運行者  

連携  
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(8) 対象者 

乗車を希望する中学生以上を対象とする。小学生については保護者の同意があれば乗

車可能とし、幼児（小学生未満）については保護者同伴であれば乗車可能とする。 

福井県永平寺町は、過疎地モデルとして住居から駅への移動、住民と観光客の併用によ

り、少子高齢化地域の活性化を目指していることを考慮し、地域住民と観光客を対象に実

証を行う。 

●高齢者や子育て世代（特に高齢者）の通院、買い物等の移動支援 

 

●大本山永平寺へ訪れる観光客の永平寺口駅から大本山永平寺への移動支援 

（えちぜん鉄道を利用する観光客の移動支援）  

 

(9) 運行日 

定休日を水曜日・木曜日として、それ以外を運行日とする。 

 

(10) 運行時間 

運行時間は 9 時～ 16 時とする。 

通勤・通学の時間帯である 9 時前と 16 時以降は、永平寺参ろーどにおける通勤・通学

者の自転車利用が多く、スマートＥカートとの錯綜が危険であるため、その時間は対象外

とする。 

(11) 運行方法 

運行方法は、運行頻度を変えた定時定路線とする。 

実用化を想定し事業採算性を考慮した運行プランを見極めることが本実証の狙いであ

り、需要予測に基づいた適正経費での運行を探る。実用化に向けて需要を喚起していく

ことが必要であり、利用シーンの提案により潜在需要を把握する。 

事前予約型は、予約管理及び運行管理に多大な労力を割くため、労務コストを抑える

観点から事前予約制を排する。 

LV2 走行とし、ドライバが搭乗する。安全確認は原則ドライバが行うため、交差点等

への保安員の配置はしない。 

  

(12) 運行頻度 

東古市～荒谷間は 60 分ごとに 1 便を出発させる。荒谷～志比間は、休日（土・日・祝
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日）と平日において運行間隔を分ける。需要が見込める休日は 10 分ごとに 1 便を出発、

需要が想定されない平日においては 30 分に 1 便を出発させる。荒谷停留所（国道）にて

分断される運行となり、原則、東古市から志比の直通便はない。 

(13) 運行ルート 

運行ルートについては、永平寺参ろーどのえちぜん鉄道永平寺口駅～大本山永平寺門

前まで約 6km の往路・復路であり、荒谷の国道を跨ぐ箇所において分断された運行とす

る。国道の走行は搭乗ドライバによる手動運転とする。 
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図  2.2-11 6 ヶ月実証の運行方法
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図  2.2-12 ドライバ別運行プラン
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図  2.2-13 時刻表 
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(14) 停留所 

停留所は、永平寺線跡地の旧鉄道駅の場所を活用し設定する。 

旧鉄道駅は以下が挙げられ、以下を停留所とする。 

①東古市（永平寺口駅）  

②諏訪間 

③寺本 

④京善 

⑤市野々 

⑥荒谷 

⑦志比（門前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  2.2-15 永平寺参ろーど案内図  

  



 43 

 

①東古市（永平寺口駅）  ②諏訪間 

  

③寺本 ④京善 

  

⑤市野々 ⑥荒谷（町側） 

  

⑥荒谷（山側） ⑦志比（門前） 

  

図  2.2-16  停留所 
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図  2.2-17 拠点間距離・所要時間
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(15) 車両すれ違い地点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  2.2-18  車両すれ違い地点  



 
 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  2.2-19  車両すれ違い地点位置図  
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(16) 使用車両一覧 

表  2.2-11 使用車両一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  2.2-20  車両一覧

No. 定員 車両種別 ナンバープレート番号 車台番号 シリアル番号 備考

1 4 軽自動車 福井580ま4193 国【01】110808 JB0－220103 1号車（予備）
2 4 軽自動車 福井580む8986 国【01】110806 JB0－220101 2号車（予備）
3 5 特殊 福井800す223 国【01】114164 JB0－220109 3号車（予備）
4 6 小型 福井501と6155 国【01】114166 J4C－130102 4号車
5 6 小型 福井501な6901 国【01】122336 J4C－130103 6号車
6 7 小型 福井501な6902 国【01】125851 JB0－420101 8号車
7 7 小型 福井501な6904 国【01】122331 JB0－320104 9号車
8 7 小型 福井501な6899 国【01】122332 JB0－320105 10号車
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(17) 車両の保管 

志比浄化センター近隣、永平寺口駅南側、ふれあいセンター地下に保管・充電場所を設

置。 

 

■永平寺口駅南側 車庫兼充電拠点 

 〇 200V×４台分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ふれあいセンター地下駐車場  車庫兼充電拠点 

 〇 200V×６台分 

 

■志比浄化センター横 車庫兼充電拠点 

 〇 200V×２台分 

 

 

 

 

 

 

 

図  2.2-21  保管・充電の拠点  
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(18) 遠隔操縦 

①  概要 

・使用する通信規格 

－ WiFi（ 2.4GHz 帯｜制御、画像） 

－３ G LTE（制御） 

－ UHF デジタル車載型簡易無線電話装置（位置｜ GPS 内蔵、音声）、予備｜ LTE（画像） 

・普段は遠隔監視（車両と管制制御）、緊急時（障害物感知等）のみ遠隔操縦。今回の実

証においては正常な運行の監視を行う。 

 

遠隔監視・操作卓の機能  

・前後左右の映像取得 

・車内映像と音声取得、音声会話 

・遠隔緊急停止、遠隔発進 

・遠隔操舵、速度制御 

・前のカメラの情報を画像処置して、歩行者検知と警告 (AI 機能 ) 

・車両の障害物との接近や停止、故障情報、SoC（バッテリー管理）等情報 

操作室 

四季の森文化館を管制センターとして使用する。同様に操作室および管制センターと

しても使用し、遠隔監視・操縦の拠点とする。  

 

図  2.2-23  操作卓および管制センターイメージ  
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(22) のぼり旗の設置 

東古市、志比停留所に重点設置する。荒谷停留所への誘客のため、ゴマ豆腐専門店「團

助」駐車場にも設置する。 

 

(23) 誘導看板の設置 

えちぜん鉄道永平寺口駅、京福バス永平寺バス停、團助様に自動走行乗車場所への誘導

看板を設置する。 

 

(24) 広報活動 

以下の広報活動を関係機関と調整し、実施を検討する。 

 ポスター掲示：福井駅（観光案内所、えちぜん鉄道ホーム） 

 ポスター掲示：永平寺町観光案内所 

 ポスター掲示：永平寺口駅 

 ポスター掲示：京福バス内、ステーション等 

 ポスター掲示：近隣店舗、施設 

 記事掲載：永平寺町広報誌の掲載 

 記事掲載：新聞 

 記事掲載：プレスリリース 

 記事掲載：永平寺町 HP 

 チラシ配布：配布チラシ（次項） 

 チラシ配布：京福バス車内（ライナーバス６台へ約 5,000 枚） 

 誘客活動：全国版メディアへの掲載 

 誘客活動：旅行会社と連携した体験ツアーの設置 

 

(25) 乗車インセンティブ 

 近隣店舗を協議の上、以下の項目の実施を検討する。 

・  乗客へのお買い物券（お食事券）の配布 

・  乗客への地場産品の提供  

・  町内の体験型コンテンツ利用券の提供（ TABICA 連動） 

・  車内限定の観光案内（観光ボランティア or 福井大学生作成映像） 
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図  2.2-26 広報資料 
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図  2.2-27 周知活動例 
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2.2.4  北谷町 6 ヶ月実証 

 

2.2.4.1 実証実験計画書の作成・利用促進計画の作成 

(1) 会議開催 

2019 年 4 月 24 日（水） 10： :00～ 11： 00 

2019 年 6 月 5 日（水） 16： 30～ 17： 30 

2019 年 6 月 27 日（木） 13： 00～ 15： 00 

2019 年  7 月  30 日（火） 10： 00 ～  17： 30 

2019 年  10 月 18 日（金） 13： 00 ～  16： 00 

 

(2) 会議主旨 

2019 年 4 月 24 日会議主旨：  6 ヶ月実証実施に向けての準備事項とスケジュールの検

討  

2019 年 6 月 5 日会議主旨： 6 ヶ月実証実施に向けた計画策定と準備状況確認 

2019 年 6 月 27 日会議主旨： 6 ヶ月実証実施に向けた準備状況確認 

2019 年 7 月 30 日会議主旨：詳細な 6 ヶ月実証実施計画の確認及び安全対策について確

認した。 

2019 年 10 月 18 日会議主旨： 6 ヶ月実証の進捗状況の確認と将来課題について議論し

た  

 

(3) 助言内容 

6 ヶ月実証計画を検討する上で、 2018 年度の受容性評価結果および運行実績を踏まえ

て運行体制や運行ルートを検討することとした。乗降実績に応じた停留所の再考や利用

者の要望を踏まえて夜間（ 22 時まで）の運行も行うことに加えて、採算性を考慮したコ

スト（車両台数、運行頻度・時間・方法）を踏まえた運行計画を立てるべく関係者と議論

を重ねた。 

また、システムの課題及びユーザビリティに対しても議論を重ね、技術または運用で対

応する方法について助言すると共に議論した。  
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2.2.4.2 北谷町 6 ヶ月実証実施計画 

(1) 目的 

「高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業：専用空間におけ

る自動走行等を活用した端末交通システムの社会実装に向けた実証」において、安全

性・社会受容性・経済性の観点や国際動向等を踏まえ、必要な技術開発と実証を通じ

て、その社会実装に必要な技術や事業環境等を整備することを目指している。実証評価

に向けて、 2016年度に北谷町を含む3つの実証評価地域を選定した。  

2018年度には、地域事業者による運用で 1ヶ月の長期実証を行い、受容性や事業性の

評価を行った。しかしこの 1ヶ月の実証は、技術検証による安全性や信頼性、運用性等

の期間としては、必ずしも充分とは言えず、より長期の実証を行うことにより、保守性

や様々な環境変化への対応や状況変化への対応等の実証評価必要となっている。そのた

め、 2019年度には、実用化に向け、より実運用に近い状態での移動サービスの実証を約

6ヶ月実施する。これにより、車両やシステムの安全性や耐久性、保守性、事業性等の

評価を行い、また、長期の運用による利用者の定着性や受容性、利用変化等の評価を実

施する。 

 

(2) 前提条件 

6 ヶ月実証を行う上での前提条件を以下に示す。 

 

 ホテル事業者のニーズを踏まえた実証内容を実施する。 

 2019 年度においては、 2018 年度 1 ヶ月長期実証時のコース（図 1-1 赤色コース）

に、その先でＵターンするコース（図 1-1 青色コース）を加えたコースにおいて実証を

行う。実証開始時点で延長部分の青色コースには電磁誘導線が未埋設のため、実証開始

後数週間においては手動モードを交えての運行とし、電磁誘導線の埋設工事が完了次

第、全コースにおいて自動モードで運行する。  

 但し、延長部分の電磁誘導線による自動走行の運行の可否に関し沖縄県警察本部

の回答待ちであり、了承が得られない場合は、電磁誘導線は埋設せず手動モードで運行

することとする。 

 一方で北谷公園サンセットビーチ内を通りザ・ビーチタワー沖縄でＵターンする

コース（図 1-1 黄色コース）においても沖縄県警察本部と協議中であり、了承が得られ

た場合は、青色コースから黄色コースへのコース変更もあり得る。 

 コース周辺の北谷町住民および関係機関の協力のもと実施する。 
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③デポアイランド 

（サンセットビーチ方面） 
④サンセットビーチ  ※保留 

  

 

 

 

⑤デポアイランド 

（うみんちゅワーフ方面） 

⑥ダブルツリー by ヒルトン 

沖縄北谷リゾート 

 

 

⑦ヒルトン沖縄北谷リゾート西口 ⑧うみんちゅワーフ 
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(11) 走行方法 

①サービス実証 

・走行ルート：ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷～うみんちゅワーフ 

・運行本数：約 10 分間隔で運行予定 

・所要時間：約 15～ 20 分／周 

・運転手の有無：有 

・乗客：主にホテル宿泊者。日帰り観光客、地元住民など。 

 

(12) 走行空間における安全対策 

・緊急時において、ドライバがオーバーライド機能で危険を回避する。 

・走行ルート内に実験車両への注意喚起看板を設置する。 

・警察署、消防署に事前説明を行う。 
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(14) 遠隔監視 

①  概要 

・使用する通信規格 

－３ G LTE（制御情報、画像） 

－ UHF デジタル車載型簡易無線電話装置（位置： GPS 内蔵、音声） 

②  遠隔監視卓の機能 

・前後左右の映像取得 

・車内映像と音声取得、音声会話 

・車両位置、速度、手動・自動、バッテリー残量の情報 

③  操作室 

美浜メディアステーション 3 階事務室 D を操作室および管制センターとし、遠隔監視

の拠点とする。 

 

 

図  2.2-33 遠隔監視卓および管制センター 
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(16) 広報活動 

広報資料は下記のものを想定する。 

 

①  ルートマップの配

布  

・ルート上のホテル 

ココシャスモンパ、ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷、ヒルト

ン沖縄北谷リゾート、ダブルツリーby ヒルトン沖縄北谷リ

ゾート、ベッセルホテルカンパーナ沖縄、コンドミニアムモ

ンパ、リンケンズホテル、ザ・ビーチタワー沖縄 

・ルート周辺の商業施設  

アメリカンビレッジ事業者及びテナント会 

・北谷町観光協会 

②  記事掲載 ・地元新聞（沖縄タイムス、琉球新報） 

・北谷町広報誌 

③  ホームページ掲載  ルート上のホテル（バナー含む） 

 ルート周辺の商業施設（バナー含む） 

 北谷町観光協会 

 北谷町役場 

④  テレビ・ラジオ ローカル番組、ラジオカー 

⑤ＳＮＳ 北谷町観光協会ほか 
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⑤  調査票 

 
 

 

 

 

  

№

号車 時間帯 乗車人数 乗車場所 降車場所 宿泊者 日帰り客 北谷町民 その他 積み残し

（ ）月 （ ）日 （ ）曜日

 晴  ・  曇  ・  雨

日時

天気

ドライバー
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⑥  同意書 

車両およびバス停に同意書（日本語版・英語版）を掲載することで同意事項に同意した

ものとみなし、同意書へのサインは求めない。  

 

 

 

 

沖縄県北谷町自動走行実証事業６カ月実証実験

下記の事項に同意の上、ご乗車ください。
■遵守事項

• 自動運転車両への乗車時、道路交通法等を遵守
• 自動運転中または車両への乗り降りの際、乗務員へ対し運転及びシステム操作の妨げとなる行為
• 乗車時は、必ず車内の座席にご着席

以下に該当する場合、自動運転車両の乗車をお断りさせていただきます。
▶ 乗務員の指示に従わない方
▶ 泥酔状態と認められる方
▶ 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められる方
▶ 医師等の診断により乗用車等に乗車することについて注意を受けている方
▶ 暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められる方

■実験時の映像写真記録・アンケートの取扱い
• 実験中の映像・写真等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権と肖像権は実験実施者（産業技術総合研究
所）に属します。

• 実験中は、車内、外観を映像として記録しますが、個人を特定するものではなく、調査結果の分析に必要なデータとし
て映像データを記録させて頂きます。ご了承ください。

• ご回答いただいたアンケート内容は、本事業改善の為の貴重な情報として、依頼元（産業総合研究所）に提供、活用さ
れます。

■事故等への補償
• 本実証実験へ参加するに当たって、停留所までの移動中の事故に対しても責任を負いかねます。停留所への道中は事故
等の無いようお気をつけください。

• 遵守事項を怠った場合の事故等による補償は自己負担となります。

乗車ルール
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(2) リスクに対する対応方針 

1)テスト走行の実施 

産業技術総合研究所において、「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイ

ドライン」に準拠したテスト走行を実施する。 

想定外の事象が生じにくいと考えられる状況下において、実験車両が自動走行システ

ムを用いて安全に走行可能であることを確認し、段階的に実証を進めていくものとする。 

【対応するリスク】：システムの誤作動・不動作 

2)ドライバの選定 

産業技術総合研究所において、「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイ

ドライン」に準拠したドライバを選定する。尚、遠隔操作の場合は、「遠隔型自動運転シ

ステムの公道実証実験に係る道路使用許可の申請に対する取扱いの基準」に準拠し、警察

庁交通局に申請した者のみとするが、地域事業者による実証実験は運転免許を保有する

ドライバが乗車及び運転するため、今回は対象外とする。 

ドライバに求められる要件として以下が挙げられる。 

 

表 2.2-18 ドライバの必要要件 

 

 

【対応するリスク】：ドライバの運転ミスが発生 

自動走行ガイドライン
5(1) 運転免許の保持

5(2)
テストドライバーの運転者としての義務。事故の場
合の責任を負うこと

5(5)
道路状況及び車両状況の監視、緊急時の操作実
施

8(1)

交通事故時の対応
・運転停止
・負傷者の救護
・危険に対する措置
・警察への報告

5(2)
実施主体の構成員でない場合、テストドライバーが
責任負担について確認した旨の書類を徴すること

5(3) 相当の運転経験かつすぐれた運転技術の保有
自動走行システムの仕組み及び特性の理解
事前の実験車両の運転経験、緊急時操作の習熟

5(4) (3)を満たさない場合
テストドライバーによる公道実証実験の実施と機能
の安全性確認
テストドライバーへの教育、システム理解者の同乗

5(5) アームレストへの手の保持

(6)ア 運転免許の保持
(6)イ 運転者としての責任及び義務を負うこと

ガイドライン項目

遠隔操縦基準

義務
（必要が
ある）

推奨
（べきで
ある）
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3)安全管理教育 

産業技術総合研究所において、「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイ

ドライン」に準拠し、ドライバに対する安全管理教育を実施する。また、ドライバのため

の対応マニュアルを作成し、走行時に携行させるものとする。 

 

安全管理教育の項目として以下が挙げられる。 

・走行ルール、走行可能エリア 

・ヒヤリハット地点 

・走行、駐車上における注意点 

・車両に係る自動車検査証の備考欄記載事項に記載されている条件及び制限 

・事故または不具合発生時の適切な対応方法 

 

【対応するリスク】 

ドライバの運転ミスが発生 

4)自動走行システムの要件 

産業技術総合研究所において、「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイ

ドライン」に準拠した車両を手配する。 

テスト走行や操作に習熟したドライバの選定、ドライバへの教育、ドライバの対応マニ

ュアルの作成を通じて、外部要因や想定外の要因に対しても安全に対応できるよう配慮

する。 

 

【対応するリスク】 

システム運転を阻害する外部要因が発生 

システム仕様を超える状況が発生 

外部からのサイバー攻撃が発生 

5)走行ルートの動線計画 

遠隔監視・操作者が遠隔操作装置を離れるときは、他人が遠隔監視施設内に侵入して車

両を運転することができないよう、監視員により、関係者以外の立ち入りを規制する。 

歩行者や自転車は少ないが、一般道との交差ポイント（転回ポイント）は車両との接触

がないように安全対策を実施する。 

 

【対応するリスク】：一般車両との接触事故、歩行者と車両との接触事故 
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6)保険の加入 

当日使用する全ての実験車両は、不慮の事故等に備え車両保険に加入する。また、試乗

会等のイベントを実施する際のトラブルへの対応として、施設所有（管理）者向けの賠償

責任保険へ加入する。 

 

【対応するリスク】：部外者による車両の盗難、破損 

試乗会等のイベントでのトラブル 
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7)連絡先の共有 

不具合時の連絡先について、以下の体裁にて共有できるようにしておく。 

 

緊急時の対応に向けて共有すべき情報 

 smart e cart 

◆操作で困った場合 ◆故障、トラブル発生の場合 

  【連絡先】 

  産業技術総合研究所 

 担当者：加藤 晋  電  話：029-861-7127 

◆万が一、交通事故に遭ったら 

 ①負傷者の確認（いれば１１９番） 

 ②警察への届出（１１０番） 

 ③相手方の確認 

 ④主催者に連絡 

  担当者：加藤 晋  電  話：029-861-7127 

⑤ 保険会社には、主催者から連絡します 

   証券番号 C356271061-1～3 

 

【対応するリスク】：緊急時の対応の遅れ 

 

8) 住民への対応 

住民への対応として、実験の目的や乗り方について、事前に周知しておく。 

 

【対応するリスク】：住民からの苦情 
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(2) 緊急時、事故発生時の対応 

自動走行システムが故障した場合や交通事故が発生した場合等の緊急時における具体

的な対応方法や連絡体制等について整理する。 

 

1)基本的な考え方 

労働災害により施設損傷など、第三者に及ぼす影響があると判断される場合は、主催者

や施設管理者との協議により速やかに対処し影響を最小限に食止める。 

事故・労働災害・苦情等が発生した場合は、緊急時連絡体制に従い、電話で速やかに主

催者に連絡するとともに必要な措置を講じる。 

 

【主催者連絡先】 

連絡先：産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 地域システム研究部門 

    担当者：加藤 晋 

    TEL ：029-861-7127（携帯直通） 

 

2)走行可能可否およびマニュアル走行切り替えの判断 

走行に関するトラブルとして、以下の要素が想定されるため、各要素で判断をするもの

とする。 

 

【ハードウェア】 

 運行開始前の点検結果に異常や NG があった場合、処置を施すこととする。処置不可

の場合は、当車両を使用しないこととする。 

 運行している最中、車両が走行不可となった場合は、すぐに停止し、乗客を一般車両

にて送迎を行う。 

 その後、後述する「車両故障等が発生した場合」の対応をとる。 

 

【ソフトウェア】 

 仕様通り走行していないと感じた時（停まる場所で停まらなかった場合など）は、す

ぐにマニュアル走行に切り替える。 

 何らかのエラーが発生した場合、すぐにマニュアル走行に切り替える。 

 

【乗客の妨害があった場合】 

 原因である乗客を自動運転車両からすぐ降ろす。 
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3)運行中止の判断 

悪天候時の運行中止の判断については、前日の午前 11 時の天気予報（天候、注意報・

警報発令状況等）を参考に、主催者内部で協議を行い、中止の判断・決定を行う。 

① 福井地方気象台・永平寺町／沖縄地方気象台・北谷町に大雨、暴風、波浪等の警報を

発表し、走行を実施することに危険が伴う等と判断した場合 

② 気象庁が実証実験実施地域に震度 5 弱以上の地震情報を発表した場合 

③ 気象庁が実証実験実施地域に津波注意報又は津波警報を発表した場合 

④ 台風が実証実験実施地域に接近している場合 

⑤ その他、大規模災害の発生や大事故等により、主催者が中止することが適当であると

判断した場合 

 

4)交通事故が発生した場合 

公道であるため事故が発生した際は、道路交通法に定義される「交通事故」の扱いとな

る。事故対応は実証実験実施地域所轄警察署が行う。 

交通事故が発生した場合には、ドライバは、直ちに運転を停止して、負傷者を救護し、

走行ルートにおける危険を防止する等必要な措置を講じ、警察（110 番）および主催者に

当該交通事故の状況等を報告する。 

交通事故が自動走行システムの不具合や当該システムへの過信を原因として発生した

可能性がある場合には、実施主体は、当該交通事故の原因について調査した上で、再発防

止策を講ずるまでの間、同種の公道実証実験の実施を控える等の対応を検討する。 

 

【報告項目】 

・発生日時 

・場所 

・死傷者の数および負傷者の数、負傷の程度 

・破損した物および破損の程度 

・車両の積載物 

・交通事故時に講じた措置 
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5)けが人・病人が発生した場合 

けが人や病人が発生した場合は、緊急性を判断し、次の初期対応を迅速に行う。 

 負傷の部位、度合いを確認し、負傷者の救助を最優先する。 

 けが人や病人は、原則としてその場に安静の状態にしておくが、必要に応じて応急処

置を行う。 

 必要に応じて 119 番通報し、救急車を手配する。 

 二次災害を防止する。 

 正確な状況を把握し、主催者へ連絡する。 

 

6)車両故障等が発生した場合 

実験車両を利用中、故障やバッテリーが上がった場合、通信ができなくなった場合、操

作が分からない場合等は、車両開発の担当者へ連絡する。 

 

7)不審物・不審者を発見した場合 

【不審物】 

不審物を発見した場合は、周囲に持ち主がいないか確認し、いない場合は、直ちに主催

者に連絡する。また、できるだけ来場者が近づかないよう措置を講ずる。なお、内容物を

確かめるために、動かす、触れる等の行為はしない。 

主催者は、状況確認の上、必要に応じ 110 番通報する。 

 

【不審者】 

挙動が不審な人物を発見した場合は、直ちに主催者に連絡する。他の来場者に迷惑がか

からないよう監視し、主催者の到着を待つ。（むやみに刺激しないよう注意する）万一、

暴力行為等に及んだ場合、来場者の安全を優先し、避難させるなど適切な対応を行うこ

と。（無理に身柄を確保するなどの行為は行わない） 

主催者は、状況確認の上、必要に応じ 110 番通報する。 

8)問合せや苦情への対応 

沿道住民・店舗や道路利用者、マスコミより問い合わせがあった場合には丁寧に質問の

内容を確認し、速やかに主催者に報告する。実験の実施に関する質問への回答は原則とし

て主催者から行う。 

 

 













 89 

緊急時連絡体制 

 

個人情報などがあり、削除 
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緊急時連絡体制 

連絡体制は以下の示すとおりである。 

 

個人情報などがあり、削除 
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2.3 実証実験の実施・管理 

 

各地域の実施支援・管理支援の結果を下記に示す。 

 

2.3.1 永平寺町 1 ヶ月実証 

 

 
図 2.3-1 1 ヶ月実証最終集計 

 

図 2.3-2 1 ヶ月実証 時間別利用者数 
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図 2.2.3-3 1 ヶ月実証 利用者属性 

 

 

図 2.3-4 1 ヶ月実証 利用区間 
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2.3.2 永平寺町 6 ヶ月実証 

 

図 2.3-5 6 ヶ月実証 最終統計 

 

図 2.3-6 6 ヶ月実証 曜日・時間別統計 

 



 97 

 

図 2.3-7 6 ヶ月実証 有客便率統計 

 

 

図 2.3-8 6 ヶ月実証 手動介入統計 



 98 

2.3.3 北谷町 6 ヶ月実証 

 

 

図 2.3-9 6 ヶ月実証 曜日別利用者統計 

 

 

図 2.3-10 6 ヶ月実証 平日・土日祝別利用者統計 
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図 2.3-11 6 ヶ月実証 時間別利用者統計 1 



 100 

 

図 2.3-12 6 ヶ月実証 時間別利用者統計 2（曜日内訳） 
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 走路について課題：右側走行・白線・公園等 

これら課題の対応をまとめ各対応担当を決め次回会議に

て協議することとした 
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第 3 章 レベル４での運用に向けた開発と実証 

 

3.1 低速自動運転車両のセンサおよび制御等の高度化 

 

3.1.1  端末交通システムのレベル４自動運転の運用を目的とした車両制御・周辺環境

認識のための制御ソフトウェアアーキテクチャの構築 

 

ここでは、小型電動カートを用いた端末交通システムのレベル４自動運転のための制

御ソフトウェアアーキテクチャについて述べる。ここで構築した制御アーキテクチャは、

レベル 4 自動運転の技術開発や検証を効率的に行うためのアーキテクチャである。 

 

3.1.1.1 ソフトウェアアーキテクチャの概要 

 

現状の小型電動カートを用いた端末交通システムの車両は、遠隔操縦、障害物検知を含

めた自動運転制御に、Windows PC が使用されており、これが車両の車両 ECU（CAN 経由）、

一次元 LiDAR、LTE ルーターと接続されている。また、当機関で構築している乗用車ベー

スの自動運転車両も制御用コンピュータに Windows PC を採用し、その枠組みでソフトウ

ェアアーキテクチャを構築している。本研究では、実績がある乗用車ベースの自動運転車

両の制御アーキテクチャを基として、端末交通カート用の制御アーキテクチャを構築し

た。 

図 3.1-1 に本研究で構築した制御ソフトウェアのアーキテクチャを示す。この制御ア

ーキテクチャでは、自動運転の各役割を担うソフトウェアを独立に動作させる形になる。

これにより、各要素は、それぞれにおいて、適切な制御周期・計算周期で動作させること

が可能となり、PC のマルチコアの利点を最大限に引き出すことが可能となる。ソフトウ

ェアを独立に動作させる場合、ソフトウェア間での情報の送受信が必要となる。このアー

キテクチャでは、Windows 上でメモリを共有し、全てのソフトウェアがそのメモリに書き

込み・読み込みを可能としている。本報告では、このメモリを共有メモリと呼ぶ。共有メ

モリを経由することで、センサ情報、演算結果、制御指令の共有が容易に実現できる。ま

た、データのログなどを記録する際にも、共有メモリを記録することで、ソフトウェア毎

に記録しなくても一括して必要な情報を記録することが可能となる。以下では、各要素に

ついて説明する。 
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誘導線上を維持する操舵制御も車両 ECU が行っているため、速度制御が中心となる。進

路上に駐車車両等の固定障害物がある場合は、誘導線を外れて障害物を回避することを

可能とするため、操舵制御や障害物回避および誘導線への復帰のための経路を計画する

ことになる。 

 

3.1.1.5   ユーザーインタフェース 

 

この要素は、端末交通カートの利用者への情報表示やアナウンスを行うソフトウェア、

オペレータへの情報の表示やオペレータの入力を受け付けるソフトウェアである。また、

遠隔モニタリング・遠隔操作のための管制局との通信状態の監視、車両情報の送信、遠隔

操作指令の受信を行うソフトウェアもこの要素に含まれる。 

 

3.1.1.6   データ記録 

 

共有メモリのデータを記録するソフトウェアである。運行状態のデータログを記録す

る際に、共有メモリのデータを記録することで、ソフトウェア毎にデータを記録しなくて

も、同期した形で必要なデータを記録することが可能となる。よって、ログに残すべきデ

ータについては、各ソフトウェアから、共有メモリへの書き込みを行う必要がある。 

 

3.1.1.7   共有メモリ 

 

ソフトウェア間で共有されるメモリである。共有メモリは車両の CAN 情報を格納する

共有メモリ、LiDAR の計測情報を格納する共有メモリ、汎用共有メモリとしている。CAN

情報、LiDAR の計測する共有メモリの構造は、それぞれのデータ構造に合わせたものとし

ている。汎用共有メモリは、実数型の配列変数としている。汎用共有メモリについては、

配列のラベル（配列番号）と情報の内容関するテーブルを作成し、各ソフトウェアがその

テーブルに基づき値の書き込みや参照を行う。 

 

 

3.1.2 端末交通車両の機器構成に合わせた周辺環境認識のための信号 IO、調整、周辺

障害物検出ソフトウェアの開発 

 

この節では、小型電動カートを用いた端末交通システムのレベル４自動運転のための

制御ソフトウェアにおいて、本年度に搭載された機器に合わせたソフトウェアの開発に

ついて述べる。 

 

3.1.2.1   IO 制御ソフトウェアの開発 

 

 端末交通システムの小型電動カートには、従来、障害物検出用にバンパー部に一次元

LiDAR が搭載されていた。本年度は、より信頼性の高い障害物認識や自己位置推定のため、
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図 3.1-2 のようにフロント部にマルチレイヤーLiDAR（Velodyne VLP16）が搭載された。

このための IO 制御ソフトウェアを開発した。IO 制御ソフトウェアは、マルチレイヤー

LiDAR より計測データとなる UDP パケットを逐次受信し、パケット内のミラー角情報を確

認する。LiDAR のミラー１周分のデータが蓄積されたことを確認したら、共有メモリにデ

ータを書き込む。次のミラー１周分のデータが蓄積され次第、共有メモリの内容が更新さ

れる。よって、他のソフトウェアは、共有メモリを参照することで、常に最新の LiDAR 計

測情報を取得することが可能となる。図 3.1-3 に IO 制御ソフトウェアの画面を示す。 

 

図 3.1-2 電動カートのマルチレイヤーLiDAR の搭載位置 

 

 

図 3.1-3 IO 制御ソフトウェアの画面 

 

3.1.2.2   調整ソフトウェアの開発 

 

 端末交通システムの小型電動カートに LiDAR を取り付けた場合、その設置角度が時間

と共に変化すること可能性があり、また、メンテナンス等で取り外し、再設置される可能

性がある。LiDAR の設置においては、ソフトウェアで設定されている設置位置に厳密に合

わせる取り付けを行うよりも、設置後にソフトウェアで設置位置に関する情報を設定し

たほうが効率的である。よって、LiDAR を取り付けた後に、LiDAR の計測点を表示して、

ソフトウェアの設置位置情報を効率的に更新するためのソフトウェアを開発した。この

ソフトウェアでは、車両と水平面、検出点群を表示し、キーで変更した設置位置情報に合

わせて、その情報に基づく検出点群を表示する。検出点群が実際の状況と合うように、

LiDAR の鉛直角、水平角、高さをキーで変更することで、容易に LiDAR の設置位置情報を
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取得し、障害物検出などのソフトウェアで用いる LiDAR の設置位置情報を格納している

ファイルを更新できるようにした。図 3.1-4 に調整画面を示す。調整ソフトウェアは、後

述の障害物検出ソフトウェアの「調整モード」として組み込んだ。 

 

 

図 3.1-4 調整ソフトウェアの画面 

 

3.1.2.3   障害物検出ソフトウェアの開発 

 

 走行中の障害物検出のための障害物検出ソフトウェアを開発した。マルチレイヤー

LiDAR は、水平方向に走査する一次元 LiDAR と異なり、車両よりも高い位置にある物体

や、地面にもレーザー光が当たり検出点となる。本研究では、以下のように障害物を検出

するアルゴリズムとした。 

① LiDAR の位置を原点として、進行方向を x 軸、左方向を y 軸、高さ方向を z 軸とした

座標系を取る） 

② LiDAR の周囲のｘｙ平面を正方形の格子（グリッドと呼ぶ）に分割する。各グリッド

は、内包する LiDAR の検出点数、内包する検出点の z 座標の最大値、内包する検出点

の z 座標の最小値の情報を持つ。 

③ LiDAR の検出点の全てに対し、検出点の x 座標、ｙ座標から、その検出点を内包する

格子の検出点数、z 座標の最大値、z 座標の最小値を更新する。 

④ グリッドにおいて、検出点数が１以上かつ最大高さが閾値以上のもの、検出点数が２

以上、z 座標の最大値と最小値の差が閾値以上のものを障害物グリッドとする。 

図 3.1-5 に、この手法により検出された障害物グリッドを示す。また、図 3.1-6 にグ

リッドが内包する検出点の z 座標の最大値を用いて、障害物グリッドを直方体で示した



 112 

ものを示す。 

 

図 3.1-5 障害物検出ソフトウェアの画面（グリッド表示） 

 

 

図 3.1-6 障害物検出ソフトウェアの画面（直方体表示） 
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3.1.3 端末交通車両の機器構成に合わせた駐車車両回避支援ソフトウェアの開発 

 

この節では、小型電動カートを用いた端末交通システムのレベル４自動運転のための

制御ソフトウェアとして、進路上の駐車車両等の自動回避を行うことで、遠隔操作オペレ

ータの操作を支援するソフトウェアの開発について報告する。 

 

3.1.3.1   駐車車両回避支援のソフトウェアの要件 

 

 小型電動カートの端末交通システムは、通常の走行においては、電磁誘導線上を走行

することになるが、駐車車両を回避する際は、誘導線を離れた自律走行となり、回避後に

誘導線上に戻ることになる。今年度構築する駐車車両回避支援ソフトウェアにおいては、

産業技術総合研究所との打ち合わせにより、以下の条件・仕様を持たすものとした。 

 LiDAR のみを駐車車両回避支援のためのセンサとして用いる 

 誘導線は直線コースであると仮定する 

 オペレータの操作により、駐車車両回避制御が開始される 

 駐車回避および誘導線復帰のための目標操舵角を出力する 

この条件・仕様を満たした制御を実現する際、単に障害物を回避するための操舵角を固

定パターンで与えても、車両の進行方向等を適切に制御することはできない。また、図

3.1-2 の LiDAR の設置位置では、後方の障害物が検出できないため、誘導線に復帰する際

に、車体の後方が駐車車両に接触する可能性もある。よって本研究では、LiDAR のみで自

車の運動状態を推定し、それに基づく自己位置推定を行う。さらに自己位置推定により車

両周囲の占有グリッドマップを作成することで、後方を含む車両周囲の障害物の配置を

検出することで、回避、復帰の一連の動作を行えるものとした。 

 

3.1.3.2   自己位置推定の処理 

 

 LiDAR の計測情報のみで、オペレータの操作が開始された位置を原点とした自己位置を

推定するアルゴリズムを構築した。時刻 T と時刻 T+１における LiDAR の検出点を比較し

た場合、静止物に対しては、車両の変位分だけずれた検出点が得られる。よって、検出点

のずれから車両の変位を求め、それを積算することで、自己位置を推定する。さらに、検

出点のずれの比較においては、自己位置推定に基づいて、今までの走行の検出点として更

新することで時刻 T と時刻 T+1 の検出点の比較ではなく、時刻 0～T の検出点と時刻 T+１

の検出点の比較による車両変位の導出を行った。以下にその詳細を示す。 

 まず、時刻 0 から時刻 1（１は、計算周期をさす）における変位の算出について述べる。

変位の導出の際のマッチングには、近年自動運転に広く用いられている NDT (Normal 

Distribution Transform) スキャンマッチングアルゴリズムを採用した。 

① 時刻 0 における車両の位置を原点、進行方向に X 軸、左方向に Y 軸を取る。これを絶

対座標系とする。 

② XY 平面を 1m×1m の格子（ボクセルと呼ぶ）に分割する。各ボクセルは、内包する検

出点の内包する検出点の X 座標、Y 座標の平均値、共分散行列、検出点数、の情報を
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持つ。 

③ 時刻 0 の LiDAR 検出点のうち、Z 座標が 0.3m～1m の範囲にあるものを、その X,Y 座

標に該当するボクセルの中に入れて、ボクセルが内包する検出点の X 座標、Y 座標の

平均値、共分散行列を更新する。なお、検出点処理と同時に平均値や共分散行列の更

新を行うため、各ボクセルには、②で述べた情報に加え、X 座標の二乗の総和、Y 座

標の二乗の総和、X 座標×Y 座標の総和、X 座標の総和、Y 座標の総和の情報も保持さ

れている。 

④ 時刻 1 の LiDAR 検出点について、Z 座標が 0.3m～1m の範囲にあるものについて、以

下の処理を行う。 

④－1 時刻 0 の位置(Xv, Yv, v)に対し、車両座標系における位置、向きの変化量を

(xv, yv, v)とする。 

④－2 時刻１の車両の位置・向きを(Xv +xv cos(v )-yv sin (v ), Yv +xv 

sin(v )+yv cos(v ), v +v)と仮定し、各検出点の絶対座標上で

の位置を求める。 

④―3 各検出点の絶対座標系の位置から、それを内包するボクセルを求め、そのボクセ

ルに保持されている平均値、共分散行列の値から、各検出点の位置の 2 次元確率

密度関数の値を求める。 

④―4 LiDAR のミラー１周分の検出点において、④-１～④-3 の計算を行い、2 次元確率

密度関数の値の平均値 S を求める。 

⑤ 複数の(xv, yv, v)の組み合わせにおいて、S が最大となる(xv, yv, 

v)の組み合わせ(xv_max, yv_max, v_max)を求め、時刻１における車両位置・

向 き を (Xv +xv_max cos(v)-yv_max sin (v), Yv +xv_max 

sin(v )+yv_max cos(v ), v +v_max)として決定する。 

⑥ 車 両 位 置 を (Xv +xv_max cos(v)-yv_max sin (v), Yv +xv_max 

sin(v )+yv_max cos(v ), v +v_max)として、時刻 1 の検出点の絶対座

標系での位置に基づき、③の処理を行って、ボクセルが内包する検出点の X 座標、Y

座標の平均値、共分散行列を更新する。 

⑦ 時刻２以降については、④～⑥の処理を行い、車両の位置、向き、およびボクセルを

更新する。 

③、④、⑥の処理では、多数の検出点に対して、三角関数演算、指数関数演算が必要と

なり、短時間での処理が難しい、よって本研究では、三角関数や指数関数における取りう

る値の範囲や分解能を確認した上、あらかじめ入力値と計算結果の対応表を用意するこ

とで、三角関数や指数関数の浮動小数点演算をなくし、高速な処理を実現している。 

 ④、⑤の処理では、(xv_max, yv_max, v_max)の導出にニュートン法などの最適値探

索アルゴリズムを用いる報告が多いが、本研究では計算時間の安定化および短縮化のた

めに、電動カートの車速、計算周期を考慮した上、xv については、0，0.04，0.08, 0.12，, 

0.16[m]の５通り、yv については-0.04，-0.02，0, 0.02, 0.04[m]の５通り、v につ

いては、-0.6+v_p, -0.4+v_p, -0.2+v_p, 0+v_p, 0.2+v_p, 

0.4+v_p, 0.6+v_p [deg](v_p は前回のv_max)の７通り、計 5×5×7＝

175 通りの組み合わせを評価し、その中で評価関数の値が最大になるものを採用してい
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図 3.1-9 障害物回避制御の様子１（前方に駐車車両が存在するが距離が遠いため誘導

線上を走行する位置が設定される） 

 

 

図 3.1-10 障害物回避制御の様子２（前方の駐車車両を回避する位置が設定される） 
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図 3.1-11 障害物回避制御の様子３（駐車車両を回避し、誘導線と平行に走行する位置

が設定される） 

 

 

図 3.1-12 障害物回避制御の様子４（駐車車両を通過したため誘導線に戻る位置が設定

される） 

 



 119 

 

図 3.1-13 障害物回避制御の様子５（駐車車両を通過したため誘導線に戻る位置が設定

される） 
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3.1.4 AI 技術を活用した横断歩行者の認識 

 

3.1.4.1  想定車両と環境 

 

(1) 端末交通システム 

本研究で、想定する自動運転車両は、実証事業で用いている小型電動カートを用いた端

末交通システムとしての低速車両（最高速 20[㎞/h]未満）である。本研究は外界認識に

関する処理を行うため、検出可能距離が重要な要素となる。ここでの想定は低速度の自動

運転車両ではあるが、一般車への適用に拡張することも見据えた開発を行っている。ま

た、自動運転車両が自動的に検知するためだけでなく、遠隔型自動運転システムにおける

遠隔ドライバに緊急車両の接近を注意喚起することも想定している。 

 

(2) 人検出に関する過去の論文 

矩形情報の取得による人体の検出は広く研究されている[1, 2]。しかし、矩形情報の

取得のみでは、歩道付近で立ち止まる人が渡るつもりで待っているのか、渡るつもりでは

なく、そこに居るだけなのか等の状況の切り分けが困難である。そこで本研究では、関節

点検出を用いた詳細情報の取得による、人の状態を推定することによって走行、減速、停

車といった車両制御のより柔軟な判断へ繋がるシステムの構築を目指した。 

スマホ操作者の判定も広く研究が行われている[3, 4]。そこで、人の状態検出の一つと

して、スマホ操作をしている人物の判定を行った。加えて、自動運転車両上に搭載した複

数のエッジデバイスで演算、伝送、判定を可能とする環境を構築することで、ネットワー

ク障害面に強い外界認識システムを目指している。 

 

 

3.1.4.2  画像処理方式 

 

 映像から人物の検出処理を行うにあたり、2 つの画像処理ライブラリを使用した。本章

では、これらの手法について述べる。 

 

(1) 関節点の取得による人の検出手法 

 人物が向いている方向の判断や、スマホ操作を行っている等の状態判断は、矩形情報の

取得のみでは困難である。そこで、関節点の取得による人体検出の手法を使用した。この

実装には、米カーネギーメロン大学が 2017 年 7 月に公開した人体の姿勢推定ライブラリ

である OpenPose を使用した[5]。OpenPose は畳み込みニューラルネットワークを用いて

各人体部位の検出を行い、部位間の関連度を算出して骨格抽出するもので、これを用いる

ことで各人体部位の画像平面状での二次元座標と信頼度を得ることができる。検出閾値

となる信頼度を調整することで、誤検出が発生しやすくはなるが、多少の隠蔽があっても

部位の検出が可能となる。 
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(2) 矩形情報による人・物体検出手法 

OpenPose を人の検出手法として使用するにあたり、検出可能距離という点に問題があ

る。このライブラリは人の関節点を取得するため、関節点が識別できる距離の人物でなけ

れば検出が不可能である。そこで本研究では、遠方の人物取得を補完するため、You Only 

Look Once(YOLO)を用いた[6]。これは、画像の領域推定と分類を同時に行うことが可能

なリアルタイム画像認識ライブラリであり、人を含めた物体の矩形情報、信頼度の取得が

可能である。この YOLO を処理に用いることで、OpenPose では困難な遠方の人物検出の補

完を行った。加えて、物体検出が可能である点を用い、スマートフォンの検出を行うこと

でスマホ操作者の判定要素の一つとして用いた[7]。  

 

 

3.1.4.3  提案手法 

 

 車両外界の歩行者状態を判定するため、前の OpenPose、YOLO のライブラリを用いた人

検出・状態判定の開発を行った。ここでは処理の流れ及び、実装した各手法について述べ

る。 

 初めに、本研究における人物検出の処理フローを次に示す。 

 

 

図 3.1-14 Processing flow 

 

始めに、カメラから映像の取り込みを行う。その後、取り込んだ映像をフレーム毎に判

定処理を行い、人物の検出を行った。 

 

(1) 歩行者の方向判定 

 歩行者の方向取得は、横断歩道付近の人に対する車両の対応の面において重要な要素

となる。そこで歩行者が向いている方向を判定するため、前章の OpenPose によって取得

可能な関節点を用いた判定を行った。処理の流れを図 3.1-15 に示す。ここでは左右の関

節点の信頼度の差、耳-鼻の検出の有無、目-鼻間の距離差、による検出の 3 点を用いて

判定を行った。方向判定時の閾値を定めるにあたり 45 度、135 度、225 度、315 度時の値

を閾値とした。この手法を用いる際、10m 先の人物情報を基に閾値の設定を行った。 
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図 3.1-15  Direction determination process 

 

(2) 歩行者の状態検出 

歩行者の状態検出において、代表点の算出、向いている方向、車外空間の領域分け、矩

形情報取得の 4 点を用いた。初めに代表点の算出について述べる。これは、各関節点から

取得した座標の平均値をその人物の代表点として定めた。次の向いている方向は、前の

(1)を基に状態の取得を行った。次に領域分けについて述べる。車両の前方上部にカメラ

を設置とし、前方左側の歩道と車道の領域を区切ることで、場所の識別を行った。最後に

矩形情報取得について述べる。これは YOLO を用いることで、人の矩形情報の取得を行っ

た。これら 4 つの判定を組み合わせることで、歩行者の取得及び、その状態に対して歩道

にいる、車道にいる、渡ろうとしているかの 3 状態へ切り分けを行った。歩道にいる場合

に、車道側を向いている際は渡ろうとしているという出力とした。 

 

(3) 人物検出処理の補完処理 

 人物の検出を行う際、その状態が閾値付近であると、近接フレームの出力結果が短い期

間で切り替わる事態が発生する。後の状態変化に合わせて制御判断を行うことを考慮し、

数フレーム間での切り替わりに対して対策する必要がある。本研究では人物が 1 人のみ

検出可能であった場合、時系列的に状態を処理することによって一時的な未検出状態に

対する対策を行った。手法としては以下の流れとなる。フラグ状態に応じて、1 フレーム

前の状態の継続を行うことで、フレーム間での頻繁な切り替わりに対して対策を行った。 
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図 3.1-16  Complement processing flow 

 

(4)  スマホ操作者検出 

 走行中の自動運転車両は横断歩道手前に人がいた際、停止する必要がある。しかし、必

ずしも全ての人物が渡るために横断歩道付近にいるとは限らない。従って、検出した人物

が渡るつもりであるか否かを識別できる必要がある。そこで、本研究では、一例として横

断歩道付近でスマホ操作している人物の検出を行った。この状態を検出できることによ

って、減速や停止等、自動運転車両のより柔軟な制御判断に繋がるといえる。ここで、図

3.1-17 に示した判定処理の流れについて述べる。人物状態を検出の検出手法として、首

の角度、腕の角度、首-肘と首-手首間の距離の比率、人物矩形内にスマートフォンが検出

されているかの 4 点を判定条件として用いた。まず首の角度についてである。スマホ操

作者は視線が下を向いているという特徴がある。そこで、目-耳間で引いた線を水平方向

と比較した際に生じる角度の値を算出することで、首の傾きを表現し、判定要素として用

いた。腕の角度は、首-肘間の角度を用いて計算を行った。次に首-肘と首-手首間の距離

の比率について述べる。これは首を起点とし、肘までの距離を基にした際に首-手首間の

距離との比率を算出することで、肘の曲がり具合を表現し、判定要素とした。最後に YOLO

を用いることで、スマートフォンの矩形座標値を取得し、その座標が人物の矩形座標に内

包しているか否かを判定条件とした。 
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図 3.1-17  Smartphone judgment flow 

 

 

 

3.1.4.5 実験条件 

 

 ここでは、実験における使用機器、実験環境について述べる。本研究では、撮影した動

画を用いた方法及び、エッジデバイス上に接続したカメラによるリアルタイム処理によ

る方法の 2 種類を用いて評価を行った。 

 

(1) 実験環境 

 本研究において、実験環境は下記の表 3.1-1 となった。 

 

表 3.1-1  Experiment environment  

 

 

 

機械学習を用いたライブラリである OpenPose、YOLO は共に学習済みモデルを用いた。

演算には、車載を想定しエッジデバイスである Nvidia 製 AGX Xavier(Xavier)を使用し

た。加えて、OpenPose と YOLO を併用して実験を行う際は、同一デバイス上での実行は処

item details

device Nvidia Jetson AGX Xavier

camera Logicool C1000eR

camera position hight = 1.5m, Lane center

display resolution 640x480 (camera),1920x1080 (movie)

OpenPose 0.1.1(tf-openpose)

YOLO v3 
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理速度が不足したことより、それぞれ別々のエッジデバイス上で実行を行い結果の伝送

を行った。この時、デバイス間のデータ転送には UDP 接続を用い、次のような構成とし

た。 

 

 

図 3.1-18  Connection diagram (two connected) 

 

YOLO を実行した Xavier は判定結果の伝送を行い、判定処理は OpenPose を実行した

Xavier 上で行った。この際、それぞれのデバイスに接続したカメラを用いて検出処理を

行った。カメラが写す映像は同一のものとみなし、UDP 接続による遅延は考慮しないもの

とした。 

 

(2) 実行環境 

本研究では出力結果を下記のようにウィンドウに描画した。 

 

 

図 3.1-19  Execution screen 

 

検出した人物の上部にその状態を表示することで、歩行者の判断を行っている。人物の

描画については、OpenPose 上での処理は関節点の表示、YOLO 上での処理は赤枠の矩形表

示を行った。 

 

 

3.1.4.6 歩行者検出評価 

 

 

(1) 歩行者の状態判定 

車両への搭載を想定した位置から撮影した動画を元に、歩行者一人の状態検出に対し
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て評価を行った。人物は右側から左側へ横断歩道を渡り、渡り終えた後 180 度振り返っ

て再び横断歩道を渡るという内容とした。OpenPose 上における、処理解像度は 1312x736

とし、動画ソースは 1920x1080(30fps)を用いた。この結果が、以下の図となった。 

 

 

図 3.1-20  Human state determination (without complement) 

 

歩行者が渡ろうとしている、歩道にいる、路上にいる、の 3 つの状態から判定を行っ

た。図 3.1-20 では上記状態をそれぞれ 1、2、3 と割り当てた。この結果より、歩行者の

状態について、取得出来ていることが読み取れた。また、渡ろうとしている際、歩道にい

るという状態と出力結果に近接フレーム間での切り替わりが生じていた。 

 

(2) 人物検出の補完処理の評価 

ここでは(1)と同様の動画を用いた際、補完処理を付加することによって、この処理が

出力結果に与える効果について評価を行った。この時、以下の図のようになった。 

 

 

図 3.1-21  Human state determination (with complement) 

 

図は図 3.1-20 と同様に横軸にフレーム番号、縦軸に判定状態を示した。歩行者が歩道

にいる場合において、補完処理を加えることが 2 つの検出状態の近接フレームで切り替

わる現象を取り除き、安定化へと繋がることが読み取れた。 



 127 

 

(3) 人物検出距離の評価 

歩道にいる歩行者を対象とし、検出可能距離の評価を行った。OpenPose のみを用いた

手法と YOLO を実行した Xavier を加えた併用手法の 2 つに対して比較した。各ライブラ

リの条件を表 3.1-2、得られた結果を表 3.1-3 に示した。 

 

表 3.1-2  Each program specified value 

 

 

表 3.1-3  Detection distance OpenPose(left)、YOLO(right) 

 

 

実験において、OpenPose は 10m から 5m 間隔で測定を行い、20m 以降は検出が行えなか

ったため、15m 以降の距離に対しては検出が途絶えるまで 1m 間隔で測定を行った。YOLO

は 50m までの範囲は 10m ずつ検証を行い、50m 以降は 5m ずつ検証を行った。結果におい

て、安定的に人物を取得可能であった場合は〇、取得はしていたが、不安定な状態であっ

た場合は△、取得出来なかった場合は×とした。結果より、体の向きに応じて検出可能距

離が 10m 以上と大きく異なることが読み取れた。これは、カメラ上で取得する人物の面

積がカメラに対して横を向いていた際は、取得できる人物の面積が小さいため判定が困

難となったと判断できる。表より、YOLO を組み合わせることによって、OpenPose 単体よ

り遠くまで人物の検出が可能となった。以上より、矩形情報の人物取得を組み合わせるこ

との優位性が示された。 

 

(4) スマホ操作者の検出に対する評価 

 ここで、スマホ操作者の検出に対する評価を行った。本節では、Xavier に接続したカ

メラを用いた。各ライブラリの環境は表 3.1-4 となる。 

program library processing resolution execution speed[fps]

OpenPose 432×368 18

YOLO 416×416 18
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表 3.1-4  Each program specified value 

 

 

横断歩道付近で渡る意思がない人を判断する一要素であることを考慮し、検出対象ま

での距離は 5m とした。結果は、次の図となった。 

 

 

図 3.1-22  Smartphone detected result 

 

 

図 3.1-23  Smartphone not detected result 

 

 赤枠による矩形状態は YOLO による人の検出を示し、OpenPose または YOLO のいずれか

においてスマホ操作者を検出した場合はその対象を黄色い矩形で囲う処理としている。

図 3.1-22 はスマホ操作者が右前方を向いている状態、図 3.1-23 は後方を向いている状

態である。上記の図 3.1-22 より、スマホ操作者の検出が行えていることが分かった。ま

た、スマホ自体が見えず、腕の関節点計算が困難な図 3.1-23 時のような状態では、人間

program library processing resolution execution speed[fps]

OpenPose 656×368 14

YOLO 512×512 14
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がスマホ操作を視認できないことと同様に検出が困難であった。 

 

(5) スマホ操作者の検出に対する評価 (3 台接続) 

 ここで、各機器の接続方式を変更した際における、スマホ操作者の検出に対して評価を

行った。下記の図のように接続を行った。 

 

図 3.1-24  Connection diagram (three connected) 

 

各デバイスにて画像処理を行い、処理結果をホスト機に伝送を行い、ホスト機側で制御

判断を行うという構成とした。また 6.4 までの処理と対比して、内部的な処理の流れは

図 3.1-25 の形式への変更へと至った。 

 

 

図 3.1-25  Process flow for each connection method 

 

本方式において、USB カメラはホスト機に接続を行い、ストリーミング配信した映像を

元に各デバイスは画像処理を行った。解像度設定を含めた各測定条件は、(4)に従った。

本手法を用いた際、実行フレームレートは 5~8fps となった。結果として、次の図が得ら

れた。 
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図 3.1-26  Smartphone detected result (three connected) 

 

 

図 3.1-27  Smartphone not detected result (three connected) 

 

いずれの場合においても、2 台接続時と同様の結果が得られた。この接続手法を用いる

ことによって、別カメラによる視差の影響をなくすことが可能となった。また、往復的に

データ伝送を行っている点を含め、1 サイクルに要する伝送データ量が増加したことで、

遅延時間の増大に繋がった。これは、描画の実行速度に影響を及ぼし、フレームレートの

低下が生じた。 

 

3.1.4.7 歩行者認識のまとめ 

 

 自動運転車両の外界を歩行する人物の状態判定についてアルゴリズムの作成による評

価を行った。第一に OpenPose を用いた横断歩道を渡る歩行者の状態判定を行った。結

果として、補完による安定的な状態の取得が可能であった。 

OpenPose と YOLO の 2 方式を組み合わせた人物判定における、検出距離の比較を行っ

た。人物情報のみ取得可能な YOLO は関節点取得方式である OpenPose と比較して、より

遠くまで検出が可能であった。この組み合わせを用いることで、事前に車両遠方の人物
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情報の把握を行い、その上で対象と接近した際に向き等の詳細な情報を取得するという

2 段構成をとることが可能であるといえる。 

スマホ操作者の検出について実環境を想定した路上で評価を行った。結果として、検

出が可能であった。この結果の拡張先として、時系列的な人物状態の取得が考えられ

る。一定時間路上を確認することなくスマホ操作を行う人物は、渡る意思がないと車両

側で判断を下すという形式をとることで、車両のより柔軟な制御判断の助けになると考

えられる。 

以降より、今後の課題について述べる。現在取り入れている一時的な未検出時の補完

処理は、複数人の追跡が困難である。従って、補完処理を実環境で行えるためには、複

数人に対応可能な処理へと改善を行う必要があるといえる。 

2 台接続及び、3 台接続時におけるスマホ操作者の検出を行った。いずれの場合にお

いても、スマホ操作者の検出が可能であった。3 台接続時は、処理部と判断部を分離す

ることにより、更なる拡張性を考慮可能な状態となった。反面として、デバイス間のデ

ータ伝送経路が増えることより、実行フレームレートの低下が生じた。従って、今後は

各状態の実行時間の確認を行い、実行時間に大きく影響を及ぼしている箇所の特定を行

い、フレームレートの改善が必要となる。なお、現状はいずれの接続状態においても、

最も遅い画像処理に依存する実行速度となっている点があることから、今後の方針とし

て各処理の独立化をすることで、より最適なシステムの構築を検討している。 

なお、この画像認識システムのうち、人などの物体認識の YOLO を活用した画像処理

カメラを実際の自動運転車両のセンサ機能の高度化に利用し、現在、実証を試みてい

る。 
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3.1.5 自動運転車両における自動発車・車両内安全判定システムの研究開発 

 

3.1.5.1 ............................................................................................................................   
自動発車・車両内安全判定手法 

 

(1) 想定自動運転車両 

本研究で想定している自動運転車両は、産業技術総合研究所において、ラストマイル自

動走行の実証評価事業で用いられている小型電動カートをベースとした端末交通システ

ムとしての低速車両(最高 20[km/h])である。 

 

(2) 提案システムの処理手順 

以下の図に、提案システムのフローチャートを示す。 

 

 

図 3.1-28 提案システムのフローチャート 

 

入力したカメラ画像に対して、YOLO[2]を用いて物体検出を行い、画面内の全員に対し

て乗降領域にいるか車外領域にいるか判定、乗降領域にいる人には乗降車しているかの

判定をする。そして、車内人数と座席の判定、判定された座席を用いて乗降車があった座

席の検出を行う。その後車外へのはみ出しの判定、車外の安全の判定を行い、走行中かど

うかによって、別の動作を行う。停車中の場合は発車の可否の判定、発車可能な場合は乗

降前後の人数と乗車した席、離席した席の通知を行う。走行中の場合は、飛び降りや飛び

乗りによる車内人数変化の検出を行う。 

 

(3) YOLO を用いた物体検出 

人物検出機能の実装には、YOLO を用いた。このアルゴリズムを用いることで、入力画像

内の物体のバウンディングボックスとその信頼度と物体の種類が得られる。また、バウン

ディングボックスの中心座標、幅、高さも得られる。YOLO は背景からなる誤検出に強く、

検出速度も速いため、高速な処理速度や高い検出精度が求められる自動運転車両の発車
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許可や乗降確認に適していると考え、カメラ画像からフレーム毎に YOLOv3 によって人検

出を行い、その結果を用いて動作判定を行う構成とした。 

 

 

(4) 乗降領域及び車外領域にいる人の判定 

下図に乗降領域と車外領域の定義を示す。 

 

 

図 3.1-29 乗降領域及び車外領域の定義 

 

車外領域に存在する人と乗降領域に存在する人で異なる判定を行うため、YOLO を用い

た物体検出によって、人のバウンディングボックスの情報を取得し、フレーム毎に画像

内の人が乗降、車外のどちらの領域に存在するか判別をする。検出された人が一部でも

乗降領域に入っていたら、乗降領域に存在すると判定する。 

 

(5) 乗降動作の判定 

乗降判定線上に存在すると判定された人のみ、乗降動作の判定をする。 

右側からの乗降であればバウンディングボックスの右線、左側からの乗降であればバウ

ンディングボックスの左線を除いて、乗降判定線とバウンディングボックスに 2 つの接

点が存在するか、右からの乗降では左線、左からの乗降では右線と交わっている場合、乗

降動作中とみなすものとする。これは、右側または左側からの乗降の際、バウンディング

ボックスの右線または左線を判定に含めてしまうと乗降車動作中とする判定が広くなり

すぎてしまい、常に乗降中と判定してしまうためである。 

また、カメラの設置位置の都合上、カメラに近い最前列の人は大きく表示されてしまい、

常に乗降中と判定されてしまうことがあるため、最前列に着席している人には通常の乗

降判定線とは異なる判定線を用いる。ここで、乗降動作状態の検出フローを示す。停車中

であれば、領域線により右側または左側からの乗降動作を判定する。走行中であれば、乗

降動作ではなくはみ出し、飛び降りとみなし、減速の判定をする。 
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図 3.1-30 乗降動作状態の検出フロー 

 

(6) 人がいる座席の判定 

下図に使用した車両の座席に設定した座席番号とその配置を示す。 

 

 

図 3.1-31 座席番号と配置 

 

まず、バウンディングボックスの中心座標が、乗降領域内に存在するかで車内人数を判

定する。次に、車内領域を右と左に分け、バウンディングボックスの中心座標がどちら側

の領域に存在するかで、右側と左側にそれぞれ何人いるか判定する。また、最前列の座席

付近に存在する人がいるか判定する。そして、これらの情報を用いて、どの座席に人が存

在するかの判定を行う。座席判定の処理フローを図 3.1-32 に示す。 

右側に 1 人だけ存在するなら、右側の乗客が 1 人の場合の各座席を判定するために区

分した領域と右側にいる人のバウンディングボックスの中心座標・右線の X 座標により

座席を判定する。右側に 2 人存在し、最前列に人が存在しないなら、判定なしに 5,6 席

に人がいるとみなし、最前列に人が存在するなら、最前列に乗客がいる場合の各座席を判

定するために区分した領域と右側にいる人のバウンディングボックスの中心座標・右線

の X 座標により座席を判定する。右側に 3 人存在し、最前列に人が存在しないなら、5,6

席に人がいるとみなし、最前列に人が存在するなら、判定なしに 4,5,6 席に人がいると

みなすものとする。 

座席はバウンディングボックスの右線の X 座標の位置と、領域のどの区分に中心座標が

存在するかによって判定される。この動作を左側でも行う。 
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図 3.1-32 座席判定の処理フロー 

 

 

(7) 着席・離席の判定 

前節で得られた、人が存在する座席を用いて，着席を判定する。次に、着席判定を用い

て、乗車・降車があった席の判定を行う。 

人が存在すると判定された座席でその状態が一定フレーム数以上続けば、人が着席して

いると判定し、人が存在しないと判定された座席でその状態が一定フレーム数以上続け

ば、人が着席していないと判定する。そして、着席している判定だったものが、着席して

いない判定に変われば、その席から降りた人がいるとみなし、着席していない判定だった

ものが、着席している判定に変われば、その席に乗った人がいるとみなすものとする。ま

た、走行中に降りた判定があった場合は、席の移動や車両からはみ出しがあったとみな

し、減速の判定を行う。 

 

(8) 車外へのはみ出しの判定 

図 3.1-33 に車両からのはみ出しの判定に用いる領域線の定義を示す。座席ごとにはみ

出し判定を行うための領域線を設定し、車両からのはみ出しの判定を行う。 

 

 

図 3.1-33 はみ出しの判定に用いる領域線の定義 

 

ここで、はみ出し判定時の処理フローを図 3.1-34 に示す。 
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図 3.1-34 はみ出し判定時の処理フロー 

 

右側の席に座っている人のバウンディングボックスが席ごとに設定された領域線より

右側、左側の席に座っている人のバウンディングボックスが席ごとに設定された領域線

より左側にはみ出していた場合、車両からはみ出していると判定する。そして警告を行

い、走行中であれば減速の判定も行う。 

 

(9) 車両付近の安全確認 

車両付近の安全確認の処理フローを図 8 に示す。 

 

 

図 3.1-35 車両付近の安全確認の処理フロー 

 

判定線とバウンディングボックスに一部でも重なっている部分が存在したら、車両付

近領域に存在すると判定する。走行中でなければ、車から離れるように警告だけ行い、走

行中であれば、減速の判定を行う。判定線の位置は停車・徐行中は車の側方 1.0[m]、走

行中は 1.5[m]になっている。 

 

 

3.1.5.2 ............................................................................................................................   
自動発車・車両内安全判定システムの評価 

 

(1) 実験条件 

実験は、定員 6 人の普通車タイプの自動運転車両を用いて車の前方のバックミラーの位

置にウェブカメラを設置し、車両内の 6 つの座席に対して様々なアプローチをする動画

を撮影して行った。表 3.1-5 に実験に使用したカメラとコンピュータの諸元を示す。ま

た、この環境で対象動画を処理した際の処理速度は約 12[fps]であった。 
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表 3.1-5 カメラと PC の諸元 

カメラ BSW500MBK 

水平画角[deg] 120 

表示解像度 1280×720 

動画フォーマッ

ト 

MJPG 

PC Jetson AGX Xavier 

16GB 

 

(2) 乗降動作・はみ出し判定システムの評価 

図 3.1-36 に乗車・降車・非乗降動作判定の成功例を示す。図 3.1-36(a)、(b)は乗車・

降車動作判定の成功例である。体の一部が隠れていても右または左から乗降動作中であ

ると判定できている。図 3.1-36 (c)は非乗降動作の車付近でうろうろした時の成功例で

ある。車に近づくことで、乗降中とは判定されていないが、発車許可が取り消されてい

る。 

 

 

図 3.1-36 乗降動作・はみ出し判定システムの成功例 

 

図 3.1-37 に乗車・降車・非乗降・異常動作の失敗例を示す。図 3.1-37 (a)、(b)は乗

車・降車動作判定の失敗例である。図 3.1-37 (c)は非乗降動作の車に寄り掛かった時の

判定の失敗例である。図 3.1-37 (d)は異常動作の車から手だけ出した時の判定の失敗例

である。どの失敗例も体の大部分が前の席に座っている人に隠れてしまい人が未検出に

なることで、動作も未検出になってしまっている。 

 



 138 

 

図 3.1-37 乗降動作・はみ出し判定システムの失敗例 

 

(3) 座席・着席離席判定システムの評価 

座席判定システムの評価に用いた 2 つの動画を動画(a)、(b)として、それぞれの動画の

一部を時系列順に並べたものを図 3.1-38 に示す。動画(b)の画像(4)では画像には写って

いないが 2,5 席に座っている 2 人以外に 3 席に屈んでいる人がいる。 

 

 

図 3.1-38 動画(a),(b)の時系列画像 

 

動画(a)、(b)に人がいる座席の判定システムを用いて座席を判定した結果を、横軸をフ

レーム数、縦軸を検出座席として、図 3.1-38 がどの時点での画像だったかと共に図 3.1-

39、図 3.1-40 に示す。 
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図 3.1-39 動画(a)の座席判定結果 

 

 

図 3.1-40 動画(b)の座席判定結果 

 

座席判定システムではどちらの動画においても、カメラから見える場所にいる場合、人

がいる座席を判定できていることが分かる。しかし、図 3.1-39 の枠で囲んだ部分では、

屈んでしまいカメラから見えなくなった人が未検出になってしまっていた。 

 

 

(4) 着席・離席判定システムの評価 

着席または離席したと判定するフレーム数を𝑁𝑁として、N=10，30としたときの着席・離

席判定システムの評価を行った。動画(a)に着席・離席判定システムを用いて判定を行っ

た結果を、横軸をフレーム数、縦軸を着席と判定された席として図 3.1-41、図 3.1-42 に

示す。また、動画(b)に判定を行った結果を図 3.1-43、図 3.1-44 に示す。 
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図 3.1-41 𝑁𝑁 = 10の時の動画(a)の着席判定結果 

 

図 3.1-42 𝑁𝑁 = 30の時の動画(a)の着席判定結果 

 

 

図 3.1-43 𝑁𝑁 = 10の時の動画(b)の着席判定結果 
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図 3.1-44 𝑁𝑁 = 30の時の動画(b)の着席判定結果 

 

結果より(a)、(b)のどちらの場合においても、着席と判定するまでのフレーム数を増や

すことで、短時間の誤検出や、乗り降りの際の人同士の重なりによる隠蔽からなる未検出

による、着席判定への影響を軽減することができていることがわかる。しかし、この手法

では動画(b)の車内で乗客が屈んでカメラから見えなくなった際の未検出のような、長時

間の未検出による影響は軽減しきれなかった。 

 

 

3.1.5.3 ............................................................................................................................   
自動発車・車両内安全判定システムのまとめ 

 

自動運転車両における自動発車・車両内安全判定システムの開発、評価を行った。乗降

動作やはみ出し動作の判定時、前の座席に座っている人による隠蔽により未検出となり、

判定できない場合があったが、体の半分以上が見える程度の隠蔽であれば判定が可能で

あることが確認された。また、人がいる席 や着席や離席については誤検出や検出逃れが

あったとしても、乗客がカメラから見える位 置にいれば判定が可能であることを確認し

た。 

1 つのカメラだけで車両内外の安全確認を行おう場合、死角が生じる。本研究で行った実

験でもその現象が度々見られた。そのため、カメラの台数や位置を変更することにより死

角となる範囲を低減する必要がある。また、着席・離席判定システムにおいては判定まで

のフレーム数を多くすればするほど判定までの時間が長くなるため、LPF などの他の手法

を用いて判定までの時間を短くすることが必要だと考えられる。 
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[2] J. Redmon and A. Farhadi, ”YOLOv3: An Incremental Improvement”,arXiv 

preprint,arXiv:1804.02767, Apr.2018 
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測量データを利用した。この点群データには、各計測点の緯度、経度、高度、反射輝度の

情報が格納されている。この点群の各点の位置を東方向に X 軸、北方向に Y 軸としたメ

ートル単位の座標系とした。緯度、経度から X、Y への具体的な計算式は、以下の通りで

ある。 

180
)(

180
cos

180
)(

π

ππ

⋅−=







 ⋅⋅⋅−=

base

basebase

LatLatRY

LatLonLonRX
 

ここで R は地球の長半径(6378137)としている。Lonbase, Latbase は、原点の緯度経度で

あり、 

Lonbase = 139.426989 [deg] 

Latbase = 35.388465 [deg] 

 

としている。本研究では、地表面の高さ情報を利用するため、エレベーションマップの

高さ座標は地表面の高さとしている。そこで、XY 平面を１辺が 0.1m 四方のグリッドに分

割し、各グリッドに内包される計測点の高さ情報を調べ、Gh[X][Y]=グリッド（X, Y）内

に存在する計測点の最低高度とした、エレベーションマップを作成した。具体的には、以

下の処理をすべての計測点について行うことになる。 

① １点分のデータの読み出し 

② 読みだした点の緯度・経度からその点が含まれるグリッドの X,Y を求める 

③ 計測点の高さを参照し、Gh[X][Y]を更新する 

図 3.1-47 に作成したエレベーションマップを示す。オレンジ色の部分の地表面の高さ

が高く、緑色の部分の地表面の高さ低いことを示している。 
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図 3.1-47 作成したエレベーションマップ 

 

3.1.1.2   勾配の演算と制御への活用 

 

 エレベーションマップを用いて走行位置の進行方向の勾配を評価した。具体的には、車

両位置に存在するグリッドの高さ情報を利用して、 

 車両の前後２点の位置のグリッドを抽出して高さの差から求めたもの 

 車両の中心を通る進行方向の線上に存在するグリッドを抽出して、直線近似をした

もの 

 車両の進行方向の複数の線について、線上に存在するグリッドを抽出して、直線近似

をしたものの平均を取ったもの 

 車両が存在する位置を複数の三角形に区切り、その平面に存在するグリッドから三

角形の法線ベクトルを求め、平均を取ったもの 

 車両が存在する部分を一つの平面として、その平面に存在するグリッドから最小二

乗法で、平面の法線ベクトルを求めたもの 

 を比較した。比較結果を図 3.1-48 に示す。いずれも大きく異なることは無いが、エレ

ベーションマップでは、MMS 測量の計測点に、図 3.1-49 のような高さ情報の誤差を含む

箇所があり、これに強い手法は、 

・車両が存在する位置を複数の三角形に区切り、その平面に存在するグリッドから三角

形の法線ベクトルを求め、平均を取ったもの 

であることを確認した。 
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（1）輸送対象 

 輸送対象は旅客のみとする。 

 

（2）運行形態 

 オンデマンド運行または定時運行を行うものとし、個車が運行するものとする。ま

た、需要変動や乗客の乗降状況に応じた運行計画変更のため、増便を行うことがあるも

のとする。 

  

（3）走行速度 

 20km/h 未満とする。自動走行時の最高速度は 12km/h とする。 

 

（4）通信環境 

 各車両から状態情報やセンサ情報の受信、および、各車両への運行指示の送信を行う

ため、実証エリアの全域で運行管理システムと車両が通信可能とする。 

 

（5）保安 

 運行管理システムは車両の保安担保の役割は担わないものとする。 

 

3.2.1.4  運行管理システムを導入する目的 

 

 本報告で対象としている端末交通システムは、車両群の協調動作により旅客へ輸送サ

ービスを提供するシステムである。ここで、道路状況や旅客の移動需要は時々刻々と変

化するものであり、また車両故障などの不測の事態も発生しうる。その為、端末交通シ

ステムには実世界の状況に合わせて車両群の運行を適切に管理するサブシステムが不可

欠である。本報告では、このようなサブシステムを運行管理システムと定義する。運行

管理システムは主要論理として配車ロジックを含んでおり、以降運行管理システムとい

う表現は配車ロジックを含んだサブシステムの全体を指すものとする。 

 運行管理システムが担うべき役割として、大きくは、運行計画の立案・修正、運行監

視・指示、旅客案内の 3 点があり、これらの役割を担う運行管理システムを端末交通シ

ステムへ導入することで、リソースの有効活用、サービスの可用性維持、旅客の利便性

確保に大きく寄与する。これが端末交通システムに運行管理システムを導入する目的で

ある。 

 

3.2.1.5  運行管理システムの課題 

 

 端末交通システムは、導入場所によって、乗客の利用目的や属性、移動需要の変動、

地形的な制約や他交通の存在などの諸条件が異なる。その為、導入場所の特徴に応じた

利用形態や運行形態で端末交通システムを運営することにより、乗客へのサービスレベ

ルを保ち、リソースを有効活用していくことが重要である。この点を踏まえて、本実証
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を通じて、導入場所によって、端末交通システムにおける運行管理システムに求められ

る機能や諸条件を明らかにするとともに、端末交通システムの社会受容性の向上に資す

ること、および、事業性の評価につなげていくことが課題である。 

 

3.2.2背景 

3.2.2.1  昨年度までの取り組みと今年度の実施内容 

 

 平成 28 年度は、導入場所に応じて想定されるユースケース、条件、課題、要件、シ

ステムアーキテクチャ、他サブシステムとのインタフェースについて、基本検討および

基本設計（概念設計）を行った。また、本実証の実証評価地域として、沖縄県北谷町

（観光地モデル）、石川県輪島市（市街地モデル）、福井県永平寺町（過疎地モデル）

の 3 地域が選定された。 

 一方、平成 29 年 6 月に警察庁より「遠隔型自動運転システムの公道実証実験に係る

道路使用許可申請に対する取扱いの基準」が公表され、基準を満たせば遠隔型自動運転

システムの公道実証実験が可能となった。 

 平成 29 年度は、平成 28 年度実施した基本検討および基本設計（概念設計）を踏ま

え、前述の実証評価地域における具体的に想定されるユースケースや制度上の取扱い等

を勘案の上、システム詳細検討および実装を行った。また、実証評価地域のうち沖縄県

北谷町では、現地の管制センター環境に運行管理システムを導入し、周辺事業者に対す

る受容性調査を行った。 

 平成 30 年度は、本実証の評価地域である、沖縄県北谷町、福井県永平寺町におい

て、１ヶ月間の長期実証を実施した。長期実証にあたり、地元の運行管理主体が運行計

画を立案し、それに必要な機能を実装した。具体的には、運行管理システムを適用する

ために必要な地図データを永平寺町および北谷町の実証コースに合わせて作成した。ま

た、オンデマンド運行機能に加えて、時刻表にもとづく定時運行機能を実装した。さら

に、運行管理システムの運用管理コストを低減するために、クラウドシステム上に運行

管理システムを構築した。長期実証中は、以上の機能を実装した運行管理システムを運

行管理主体に使用していただき、評価をいただくとともに、不具合や操作性の改善を行

った。 

 本年度は、前年の実証で明らかになった自動運転のレベル 4 での運用の課題に対する

開発を行う。さらに、実用に近い運行環境において運行管理システムの実証を行い、開

発技術の評価し、事業化に向けた課題を明らかにする。 

 

3.2.2.2  実証評価地域の特徴 

 

 本年度の実証評価の対象地域の特徴や想定される具体的なユースケース、制約条件等

について、以下のように整理した。 

 

（1）沖縄県北谷町 
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 観光地モデルとして選定された沖縄県北谷町は、沖縄本島中部の西海岸地域において

都市型オーシャンフロントリゾート形成をめざし、まちづくりを推進しており、運行ル

ート周辺には、複数のホテル（建設中を含む）や商業施設、ビーチ等があり、多くの観

光客で賑わいを見せている。 

 想定する利用客は、（ⅰ）域内ホテル宿泊客及び立寄り観光客（外国人含む）、

（ⅱ）沖縄県民（商業施設利用者、ビーチ利用者）、（ⅲ）域内従業員（通勤支援）と

されている。すでに既設ホテルが独自にビーチシャトルを運行しているように、（ⅰ）

の移動需要が存在していることは明らかで、想定ルート周辺では近い将来複数の新設ホ

テルが開業する予定であることも鑑みると、（ⅰ）の移動需要が主な移動需要になると

考えられる。 

 一日の中での時間的な移動需要の変動傾向は、日中に満遍なく需要が分散する休日型

と考えられ、エリア的な移動需要の変動傾向は、想定ルート上に満遍なく需要が存在す

る回遊型と考えられる。このように、時間的にもエリア的にもある程度の移動需要が満

遍なく存在すると考えられるため、運行形態としては固定時刻（時刻表）による定時運

行が望ましいと考えられる。 

 平成 30 年度の長期実証における運行ルートは、ヒルトンホテルの周囲にある１車線

または２車線の一方通行区間と、レストランやショップが集まる商業施設（アメリカン

ビレッジ）の中を通る片側１車線のいずれも公道である。誘導線は一方通行部分は左路

肩部を、その他の走路では車線中央を走行する。運行ルート上には駐車車両が多く停車

しており、それらを避けるために手前で一旦停車し、手動走行モードに切り替えて駐車

車両を回避し、その先の誘導線上で自動走行モードに戻す、という運用が必要である。

アメリカンビレッジ内の公道は、すれ違いは可能であるが、片側 1 車線のため追い越し

ができず、また停車車両も多い。そのため、警察の指導により、アメリカンビレッジ内

の走路には１台の車両のみ走行とし、２台目の車両は進入できない運用となる。運行管

理としては、これらの制約を踏まえて車両の位置推定、運行時刻や発車指示のタイミン

グを制御する必要がある。 

 平成 31 年度の長期実証では運行ルートを一部変更したが、ヒルトンホテルの周囲に

ある１車線または２車線の一方通行区間と、レストランやショップが集まる商業施設

（アメリカンビレッジ）の中を通る片側１車線のいずれも公道である点は変わらない。

車両 2 台を用い、ダイヤは決めず、営業時間内でコースを連続巡回する運用とした。 

 

（2）福井県永平寺町 

 過疎地モデルとして選出された福井県永平寺町の想定ルート付近は、生産年齢人口の

流出によって人口が減少する傾向にあり、高齢化が進んでいる地域である。一方で、想

定ルート近辺に大本山永平寺があり、観光地としての顔もある。 

 想定する利用客は、（ⅰ）地域住民と（ⅱ）観光客である。想定ルートの起点とな

る、えちぜん鉄道永平寺口駅は福井市内へ公共交通機関で移動する際の経由地となり、

その周辺には病院や商業施設等の生活関連施設が集積している。そのため、想定ルート

付近には通勤通学の移動や日中の高齢者等の移動が存在する。また、想定ルートと並行

してバスが運行されており、地域住民や大本山永平寺へ向かう観光客の足として利用さ
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れているが、路線維持のために永平寺町が運行事業者に運行費を補てんしているのが現

状である。 

 一日の中での時間的な移動需要の変動傾向は、朝夕に需要が集中する通勤通学型と日

中に満遍なく需要が分散する休日型の混合と考えられる。エリア的な移動需要の変動傾

向は、想定ルートの起点または終点に乗客の出発地または目的地が集中し、乗客の出発

地または目的地から離れるに従い需要量が減少する交通拠点アクセス型と想定ルートの

起点と終点に乗客の出発地または目的地が集中し、中間地点での需要量が少ない交通拠

点間型の混合と考えられる。このため、運行形態としては、固定時刻（時刻表）による

定時運行とオンデマンド運行が混合する形態が望ましいと考えていた。しかし、運行計

画を策定する過程で、１）時刻表による定時運行のほうが地域住民の利用者にわかりや

すい、２）走路が片道６ｋｍ、自動運転では３０分以上かかること、運用車両が常時２

台と限られ、オンデマンドで予約を受け付けても 30 分程度到着を待たなければならな

い、という理由により、平成 30 年度の長期実証では１）平日は、沿線住民を対象とし

た前日予約制の定時運行、２）休日は、観光客を対象とした予約なしの定時運行とし

た。また、対象とする旅客は、通勤・通学者は対象とせず、買い物等の昼間に出かける

地域住民と観光客としたため、運行時間は、通勤通学時間帯を避けた午前 9 時から 16

時までの間とする。 

走行ルートは鉄道廃線跡であり大部分の区間は電磁誘導線の間隔が狭くなるため車両

同士のすれ違いができない。そのため、３００ｍから５００ｍ間隔に待避所を１３箇所

設け、待避所にてすれ違いを行う運行とする。また、走行ルート途中には１３箇所の公

道と交差する箇所がある。この箇所では、一旦停止し安全確認を行ったうえで、発進す

る必要がある。さらに、交差点の１つは国道であり、誘導線が埋設されていない。その

部分は、手動走行モードで運転し、国道横断後、誘導線に車両を合わせて自動モードに

切り替え、自動運転を継続する必要がある。また、運用可能な車両は４台であるが、充

電時間を確保するために常時２台を運用し、残りの２台はバッテリー残量に応じて臨時

運行にあてる運用となる。このため、運行管理としては、この制約を踏まえて運行時刻

や配車の管理を行う必要があった。 

 本年度の長期実証では、荒谷の国道横断を境にして、永平寺側の山側走路（約２ｋ

ｍ）と永平寺駅口側の町側走路(約４ｋｍ)を分けて運用した。山側走路は、休日は 10

分間隔で、平日は 30 分間隔で荒谷と志比それぞれは出発する定時運行方式で運行し

た。町側走路は、1 時間おきに永平寺口と荒谷を往復する定時運行方式で運行した。 

 

3.2.2.3   遠隔型自動運転システムへの対応 

 

 前述のように、平成 29 年 6 月に警察庁より「遠隔型自動運転システムの公道実証実

験に係る道路使用許可申請に対する取扱いの基準」が公表され、基準を満たせば遠隔型

自動運転システムの公道実証実験が可能となった。これを受け、本実証で取り扱う端末

交通システムは、本基準を満たすシステムを構築し実証実験を行う必要が生じた。 

 端末交通システムが本基準を満たすためには、「遠隔監視・操作者が、実験車両の制

動機能を的確に操作することができるものであること」や「遠隔監視・操作者が、映像
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及び音により、通常の自動車の運転者と同程度に、実験車両の周囲及び走行する方向の

状況を把握できること」等の構造を備える必要がある。これらの構造は、車両の速度や

操舵の直接制御など車両周辺の安全を確認するものであるため車両の保安を担うものと

なるが、昨年度来報告しているように運行管理システムは車両の保安担保の役割は担わ

ないことを前提条件としているため、前述の構造を備えるためには運行管理システムと

は独立した制御システムを実現する必要がある。本実証ではそれを遠隔操縦システムと

して管制センターを構成する主要なシステムのひとつとした。 

 本実証で用いる端末交通システムは、コース上に埋め込まれた電磁誘導線やマグネッ

ト(RFID)を用いて車両の速度や操舵を自動で制御するものであるが、停留所での発車に

ついては、車両周辺の安全を確認した上で的確に実施される必要があることから、停留

所での車両発車の機構を遠隔操縦システムに備えることとした。一方、運行管理システ

ムは、端末交通システム全体の運行を管理する役割を担っており、停留所発車タイミン

グを遠隔操縦システムが判断するための運行計画に沿った情報を提供するため、遠隔操

縦システムと適切に連携することが必要である。具体的な連携方法については、平成 29

年度、30 年度に開発し、報告してある。本年度の実証でも、遠隔型自動運転を実施する

場合には、遠隔操縦システムと連携して端末交通システムの公道実証実験を行った。 
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3.2.3システム詳細検討 

3.2.3.1  端末交通システムのシステム構成 

 

 各実証評価地域で想定される運行形態は、オンデマンド運行型と定時運行型に大別さ

れる。このため、本実証で実装する運行管理システムは、オンデマンド運行型と定時運

行型の両方の運行形態に対応できるものとした。オンデマンド運行型では、乗客は停留

所に設置されている乗車予約端末にて乗車予約を行い、配車された車両に乗車し目的地

で降車する。一方、定時運行型では、予め用意された固定時刻の運行計画（時刻表）に

従って車両を運行する。 

 管制センターは、運行管理システムと遠隔操縦システム等で構成し、それぞれ、運行

管理者と遠隔監視・操作者が各システムを利用する。運行管理者は、運行管理システム

を利用して、主に運行計画の作成や修正、乗車予約状況の確認、運行状況の確認、異常

の監視などの業務を担い、運行管理システムにて立案する運行計画に従って遠隔監視・

操作者に停留所での発車を依頼する。遠隔監視・操作者は、運行管理者からの停留所で

の発車依頼を受けて発車操作のほか、障害物停止時等に車両の遠隔操作を行い障害物の

回避等を行う。端末交通システムの適用場所や規模によっては、運行管理者と遠隔監

視・操作者は互いに業務を兼務することも可能とする。 

 

3.2.4 運行管理システムの実装 

平成 28 年度実施した基本設計（概念設計）、および、インタフェース設計を基に、シ

ステム詳細検討やテストコースでの動作検証を実施し、平成 29 年度は実証評価地域の

ひとつである沖縄県北谷町の実証実験システム環境に運行管理システムを実装した。平

成 30 年度は、福井県永平寺町、沖縄県北谷町において長期実証を実施するために、そ

れぞれの実証システム環境に運行管理システムを実装し、長期実証を行った。昨年度の

実証の結果および本年度の実証において、表 3.2-2 に示す課題が挙がった。本年度は、

これらの課題を解決する方策を検討して実装した。 

 

表 3.2-2 本年度実装の課題と対応 

＃ 項目 内容 本年度の対応 

１ システム立

上・終了手順 

システム立上時、およびシス

テム終了時の手順が煩雑 

前提ソフト、システムアーキテ

クチャの見直し 

２ 車両位置決め 運行開始時に停留所や待避所

を指定する必要がある。 

RFID を活用した位置推定アルゴ

リズムの高度化 

３ 運行方式 セミデマンド方式で運行する

際には、発車のたびにダイヤ

設定が必要 

1 クリック発車方式の開発 



 156 

４ 自動すれ違い 3 台以上で運行する場合、運

行状況によってはすれ違い待

ちが長くなる。 

先着優先方式のすれ違いアルゴ

リズムの改善 

 

以下に各課題の内容と開発内容を説明する。 

 

3.2.4.1  システムアーキテクチャの見直し 

平成 30 年度の長期実証に適用したシステムは、大規模運行管理を前提として開発した

分散処理システムを活用して実装した。そのため前提ソフトウェアとして①仮想化ソフ

トウェア、②ゲスト OS(Linux)、③並列処理ミドルウェア（Docker）、④インタープリタ

処理系（Python）を必要とした。その結果、システム起動においては、これらのソフトウ

ェアを順番に起動しなければならず、システム立ち上げ手順が煩雑であった。また、障害

が起きた時に、各サブシステムの状況を確認して原因の切り分けを行う必要があり、メン

テナンス性が悪いという問題があった。 

この問題を解決するために、Windows OS 上で直接動作する方式に変更した。付録 B に

見直し後の運行管理システムのシステム構成図を示す。並列プロセス間のデータ通信に

は Windows 標準の IPC（Interprocess Communication）を利用した。システムの定数およ

び状態変数は、IPC サーバであるデータマネージャに格納し、他のプロセスは IPC クライ

アントとして実装する。IPC クライアントは以下の３つのプロセスから構成する。 

(a) 通 信 I/F（ TmsUdpIf） : 車両との通信を行うプロセス。電文受信プロセス

（PlatoonDataRecieverUdp）、電文解釈プロセス（PlatoonRecieveTranslator）、およ

び電文送信プロセス（PlatoonDataSenderUdp）からなる。 

(b) 運行管理ロジック（TmsMain）:路線上のすべての車両の位置、状態から、各車両の進

路を確保して運行調整を行う。ダイヤ等の運行計画を設定する Replan モジュール、

車両の状態を表現する TrainDescriber モジュール、各車両の路線上の進路を確保し

て運行を自動調整する AutomaticRouteSetting モジュールで構成した 1つのプロセス

で運行管理を行う。 

(c) ユーザーインタフェース（ TmsUiIF） :データマネージャの状態を画面表示する

HmiDataSender プロセスと、ボタン等でユーザー操作を取り込み、ダイヤ指定等の運

行指示を行う HmiDataReciver プロセスから構成する。 

以上のアーキテクチャ変更により、起動と停止を 1 つのスクリプトで記述できるように

なり、その結果、立ち上げ、および終了操作を 1 クリックで実施できるようになり、シス

テムの取り扱いを大幅に簡素化することができた。 
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3.2.4.2   RFID を用いた位置推定アルゴリズムの高度化 

永平寺町の走路では、路線のほとんどが交互通行区間であり、その間に約２０ｍ長の待

避所が設けられている。路線上で複数の車両が対向してスムーズに通行するには、待避所

で待機して対向車とすれ違う自動すれ違いを実現する必要がある。そのためには、通常の

GPS 経緯度データでは精度が不足しており、車両のタイヤ回転を検知するパルスエンコー

ダ等を併用して車両位置を精度よく推定する必要がある。昨年度までは、停止 RFID の検

出のみにより位置推定を行ってきた。本年度は、RFID の固有 ID を活用し、コース上の絶

対位置を検出することにより、位置推定の精度を上げるとともに、昨年度まで必要であっ

た、位置設定操作を不要にすることとした。 

 

 

 

3.2.4.3   1 クリック発車方式 

 停留所への乗客到着に合わせて車両を運行するセミデマンド運行方式を実現するため

に、1 クリック発車方式を開発した。1 クリック発車方式は、発車条件を満たした車両に

対して、定時運行のダイヤを自動的に割り当てることにより実現した。 

 

3.2.4.4   すれ違いアルゴリズムの改善 

 昨年度開発した自動すれ違いアルゴリズムの概要は以下の通りである。 

① 交互通行区間を挟んで相対する待避所の入り口に先に到着した車両が交互通行区間

を占有する。 

② 後に到着した車両は先に到着して車両が交互通行区間を通過するまで待避所の入口

で待機する。 

③ 先に到着した車両が交互通行区間を通過すると待避所で待機していた車両は、自動発

信し、交互通行区間を通過する。 

 また、2 台以上が同一方向に連続して運行する場合には、先行する車両に追従して走行

が可能である。この機能により、隊列を組んで車両を運行することにより、輸送力を増や

すことができるようになる。 

昨年度開発した自動すれ違いアルゴリズムは、3 台以上の車両が同時に走路を走行する

際に、待避所で待機する車両の待ち時間が長くなる問題が発生する。この問題を解決し、

待避所での待ち時間が過度に長くならないようにするために、交互通行区間の両端の入

り口に到着する時間順に優先順位をつけて、すれ違いを制御することにした。 
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表 3.2-3 交互通行区間を挟む待避所における運行シナリオと期待される動作 

＃ 運行シナリオ(到着順) 期待される動作（停車・自動発車の順序） 

１ 

(1)車両①が待避所Ａに到着 (1)車両①が待避所Ａ通過 

(2)車両②が待避所Ｂに到着 (2)車両②が待避所Ｂに停車 

(3)車両③が待避所Ａに到着 (3)車両③が待避所Ａに停車 

(4)車両①が待避所Ｂに到着 (4)車両①が待避所Ｂ通過後、②が自動発車 

(5)車両②が待避所Ａに到着 (5)車両②が待避所Ａ通過後、③が自動発車 

２ 

(1)車両①が待避所Ａに到着 (1)車両①が待避所Ａ通過 

(2)車両③が待避所Ａに到着 (2)車両③が待避所Ａ通過 

(3)車両②が待避所Ｂに到着 (3)車両②が待避所Ｂに停車 

(4)車両①が待避所Ｂに到着 (4)車両①が待避所Ｂ通過後、②は停車を維持 

(5)車両②が待避所Ｂに到着 (5)車両③が待避所Ｂ通過後、②が自動発車 

３ 

(1)車両②が待避所Ｂに到着 (1)車両②が待避所Ｂ通過 

(2)車両①が待避所Ａに到着 (2)車両①が待避所Ａに停車 

(3)車両③が待避所Ａに到着 (3)車両③が待避所Ａに停車 

(4)車両②が待避所Ａに到着 (4)車両②が待避所Ａ通過後に①が自動発車 

(5)車両①が待避所Ａを発車 (5)車両③が自動発進し、待避所Ａを通過 

 

図 3.2-にシナリオ＃３の実証状況の写真を示す。 

 

図 3.2-2 シナリオ＃３の実証の様子 

 

図 3.2-に始終点の停留所での検証における車両の配置を示す。また、表 3.2-にその

時の運行シナリオと期待される動作を示す。なお、本説明は荒谷停留所での実施例を示し
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る 

(8)車両①が待避所Ａに到着 (8)車両①は待避所Ａを通過すること 

  車両③が自動発車すること 

２ 

(1)車両①はダイヤなしで下り側

に待機 

(1)車両①は荒谷下り側で位置確定してい

ること 

(2)車両②が待避所Ａに到着 (2)車両②が待避所Ａを通過すること 

(3)車両③が待避所Ａに到着 (3)車両③が待避所Ａを通過すること 

(4)車両①に志比までのダイヤ設

定し、ダイヤの発車時刻を過ぎて

いること 

(4)車両①に発車許可が出ないこと 

(5)車両①を発車させる (5)車両①は荒谷上り側で停止すること 

  車両①に発車許可が出ないこと 

(6)車両②が荒谷下り側に到着 

 後続車両が到着できるよう先に

進める 

(6)車両①に発車許可が出ないこと 

(7)車両③が荒谷下り側に到着 (7)車両②が荒谷下り側で停車すること 

 車両①に発車許可が出ること 

(8)車両①を発車させる (8)待避所Ａまでの進路が出ていること 

以上のシナリオ検証により、開発した自動すれ違いアルゴリズムは、3 台以上の車両が走

行する場合に待ち時間を適正化する効果があると評価した。 

3.2.5.2   セミデマンド方式による実証走行 

 本年度運行管理システムに実装したセミデマンド方式による運行の実証をおこなった。

実証内容は、図 3.2-1、図 3.2-および表 3.2-に示すような、2 台の車両を連続して運行

するシナリオと、図 3.2-および表 3.2-に示すような、始終点の停留所で 2 台の車両が対

向するシナリオの 2 種類である。 

 2 台連続シナリオでは、図 3.2-1 に示すように車両を 2 台荒谷停留所に配置し、車両

①、車両②の順に発車させる際の発車ボタンの活性状態、進路予約の状況、出発指示の発

報を確認した。2 台の車両はそのまま進行し、志比停留所に到着後、車両①、車両②の順

に出発し、荒谷停留所に向かう。その際、志比停留所での発車ボタンの活性状態、進路予

約の状況、出発指示の発報を確認した。 
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(4)車両②に対して「発

車」ボタン押下 

(4)ダイヤ「1A2」が割り当たること 

 車両②に発車許可が出ること 

(5)車両②を発車させる (5)待避所Ａまでの進路が出ていること 

(6)車両①が志比到着側

に自動停車 

(6)車両①の割当てダイヤが外れること 

  車両①選択時、「発車」ボタンが非活性化すること 

(7)車両①を発進させ、

志比出発側に移動 

(7)車両①が志比出発側で自動停車すること 

 車両①選択時、「発車」ボタンが活性化すること 

(8)車両②が志比到着側

に自動停車 

(8)車両②の割当てダイヤが外れること 

  車両②選択時、「発車」ボタンが非活性化すること 

(9)車両①に対して「発

車」ボタン押下 

(9)ダイヤ「1B1」が割り当たること 

 車両①に発車許可が出ること 

(10)車両①を発車させ

る 

(10)待避所Ｃまでの進路が出ていること 

(11)車両②を発進させ、

志比出発側に移動 

(11)車両②が志比出発側で自動停車すること 

  車両②選択時、「発車」ボタンが活性化すること 

(12)車両②に対して「発

車」ボタン押下 

(12)ダイヤ「1B2」が割り当たること 

 車両②に発車許可が出ること 

(13)車両②を発車させ

る 

(13)待避所 C までの進路が出ていること 

(14)車両①が荒谷到着

側に自動停車 

(14)車両①の割当てダイヤが外れること 

  車両①選択時、「発車」ボタンが非活性化すること 

(15)車両①を発進させ、

荒谷出発側に移動 

(15)車両①選択時、「発車」ボタンが活性化すること 

(16)車両②が荒谷到着

側に自動停車 

(16)車両①の割当てダイヤが外れること 

  車両①選択時、「発車」ボタンが非活性化すること 

 

2 台対向通行のシナリオでは、図 3.2-に示すように車両①と車両②を配置し、停留所

手前に 

交互通行区間の車両の通行順序を変えて、セミデマンド方式の動作を検証した。 
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２ 

(1)車両①はダイヤなし

で待機 

車両②は待避所Ａ－Ｂ間

下りでブレーキ停車して

いる 

(1)車両①は荒谷到着側で位置確定している

こと 

(2)車両①を発車させる (2)車両①は荒谷出発側で自動停車すること 

(3)車両①に対して「発

車」ボタン押下 

(3)車両①に発車許可が出ること 

(4)車両②が待避所Ａに

到着 

(4)車両②が待避所Ａに自動停車すること 

(5)車両①をアクセルで

発車させる 

(5)待避所Ａまでの進路が出ていること 

(6)車両①が待避所Ａに

到着 

(6)車両①が待避所Ａ通過後、②が自動発車す

ること 

 

以上の検証により、開発した 1 クリック発進方式は、セミデマンド方式の運行に対応

可能であるとともに、運行管理者の負荷を大幅に軽減することができた。 
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3.3 公道交差部における簡易自動遮断器の研究開発 

 

3.3.1 簡易自動遮断機のコンセプト 

 

3.3.1.1 目的と課題 

 

専用空間における自動走行等を活用した端末交通システム（ラストマイルモビリテ

ィ）について、必要な技術開発と実証、事業面での検討を行う。特に、走路に対する課

題解決をする。 

現在、走行路上のボラードを抜く代わりに、標識、表示板を立てているが、四輪車両が

入り易い状態の交差点があるのと自転車が速度を落とさずに交差点に入り易くなってい

る。 

 

3.3.1.2 背景 

 

経済産業省ラストマイル自動走行事業、産総研コンソーシアム永平寺町ＰＪにおいて、

走行コースに１５箇所の公道横断箇所がある。走行コースは、自転車・歩行者専用道路だ

が、自動運転車両のみ、許可を取得して走行している。通常は、自動運転コース側にボラ

ードがあり、車両は進入禁止、自転車・歩行者に交差点を注意喚起している。しかし、自

動運転車両を走行する際は、１日中、ボラードを抜いている。 

・２０１９年５月に、永平寺町、福井県にヒアリングをすると、ボラードに代わるもの

があれば、有難い、ニーズは充分にあり、期待しているとのコメントがあった。 

・その後、産業総合技術研究所の了解を得て、ヤマハ発動機の今年度テーマの一つとし

た。 

・ヤマハ発動機で基本設計をして、外注にプロトタイプを作製依頼した。 

・２０１９年９月、諏訪間交差点で、自転車と横断車両との接触事故があり、いよいよ

期待が高まっている。その後、山と諏訪間の交差点のボラードを、夜間戻すことにな

った。 

 

3.3.1.3 開発目標（最終イメージ） 

 

オートボラードや通常の遮断機が良いが、インフラ投資が莫大になる。それで、の２０

１９年度の一つのテーマとして、社会実装するには不可欠な、ボラードに代わるものとし

ての安価なエアバー式簡易自動遮断機を提案し開発を進めた。 

最初は、エアバー＋RYOBI ドア開閉装置を併せた簡易自動遮断機をプロト試作、電源や

片開きの難点を克服するため、メカタイプの簡易自動遮断機をプロト試作した。途中、駐

車場等に使用する、安価なリモコン遮断機を見つけ、市販機サンプルとして評価したが、

レベル２用で、レベル３以上用になると、価格が一気に上がり、インフラ投資が困難な市

販機だった。 
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図 3.3-1 永平寺町 山交差点ボラード  図 3.3-2 永平寺町 諏訪間交差点ボラード 

 

 

3.3.1.4 エアバー式 RYOBI 開閉装置活用簡易自動遮断機コンセプト 

 

・安価なもの。 

・鉄道の遮断機のように、上下方向だとセンサやスイッチが必要になり、複雑になり、

信頼性が下がると共に価格が上がる。また、電源が切れたとき、無理やり通過すると

遮断機がダメージを受けるので、水平式遮断機とする。 

・衝突開き型なので、エアバーにより、衝撃を緩和する。 

・駆動は、パルスモータータイプも可能だが、今回は、ドアの自動開閉装置を組み合わせ

た簡易自動遮断機とする。電源は、蓄電池＋ソーラーパネルで完結する。 

・RYOBI ドア開閉装置を活用するため、片開きである。 

 

図 3.3-3  エアバー式簡易自動遮断機 

 

 

3.3.1.5 エアバー式メカタイプ簡易自動遮断機コンセプト 

 

・安価なもの。 

・水平式遮断機とする。 

・衝突開き型なので、エアバーにより、衝撃を緩和する。 

・電源の必要のないメカタイプとする。 

・ZEN コネクト側要望のオフセット設置のため、両開きタイプとする。 
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＜機構説明＞ 

ゲートが閉じている状態は図６のように円筒カムの谷部分で固定されるように下から

スプリングでプリロードがかけられている。 

 ポストに取り付けられたバーが回転すると、カムフォロワが円筒カムの斜面を登るこ

とによって円筒カムが下方向に動き、さらにスプリングを縮める。 

 元の位置に戻るには自ら縮めたスプリングの力を使ってカムフォロワが斜面を下るが、

速度が速いため伸び方向にのみ減衰力を発生させるオイルダンパーを追加し、ゆっくり

戻るようにした。 

 

   
  図 3.3-8 オフセット設置          図 3.3-9 中央空き設置 

 

 

 

3.3.1.6 市販リモコンタイプゲートコンセプト 

 

・安価なもの。 

・上下式開閉タイプ。 

・リモコンスイッチで開閉する。ＲＦＩＤでの開閉システム化も可能である。 

・電源は、ＡＣ１００Ｖが必要である。 

＊パブリックシステム株式会社のリモコンゲートをサンプルとした。 

  （設置費用別で、機器一式約５０万円程度） 
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図 3.3-10 市販機：リモコンゲート       図 3.3-11  一旦停止の垂れ幕 

        進入禁止の垂れ幕 

  

図 3.3-12  テスト用電源（バッテリー）   図 3.3-13 リモコンゲート内部 
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3.3.2 簡易自動遮断機の機能テスト結果 

 

3.3.2.1 エアバー式ＲＹＯＢＩ開閉装置活用簡易自動遮断機の機能テスト結果 

 

(1) 第１回機能テスト；2019 年 10 月 23 日～24 日、永平寺町山交差点 

 

結果；機能面では、一応クリアした。 

今回の機能確認テストでの気づいた点； 

１）錘の稼動部分を金網等の安全柵で囲うこと。 

２）本体改善事項； 

 ①外部スイッチの廃止。 

 ②いたずら防止のため、配線を内側に隠す。 

 ③ガタツキ防止のため、基盤と一体化する。 

 ④本体の塗装検討。 

 ⑤黄黒エアバーの白色部分塗装修正。 

３）エアバー部に、動かないとかＳＴＯＰ表示（稼動しない方向）が欲しい。 

４）ＲＹＯＢＩ開閉装置の防水仕様を確認すること。 

５）次回テスト時、角度、時間等の設置調整テスト、意地悪テスト、自転車での通過テ

ストを実施したい。 

   

図 3.3-14  山交差点 プロトタイプ   図 3.3-15  山交差点 片側 1 機２機設置 

 

 

(2) 第 2 回機能テスト；2019 年 11 月 21 日、諏訪間交差点 

 

結果； 

・今回、永平寺町、ZEN コネクトは、急遽立ち合いできず、第 3 回時に評価いただく。 

・片側１機に比べて、片側 2 機の場合、自転車は遮断機の前で減速するから、自転車の交

通遮断性はある。 

・視認性は良い。 

・衝突安全性は、問題無い。 

・強度耐久性は、一応問題無い。 
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・追加 2 機は、日程上、最初のプロト品と同じものを発注した。 

 

図 3.3-16  諏訪間交差点 ２機使い 

 

 

(3) 第 3 回機能テスト；2019 年 12 月 18 日～20 日、山・諏訪間交差点 

 

結果； 

・実証走行の車両運転手のコメント；最初はごとっと当たって驚いたが、慣れれば問題な

いというコメントでした。 

・片側１機に比べて、片側 2 機の場合、自転車は遮断機の前で減速するから、自転車の交

通遮断性はある。今回設置の交差点４機の場合、車両スピードが速くて、衝突した場合、

開きっぱなしとなる不具合があったが、角速度を抑え、エアバー空気圧を下げて対応し

た。 

・昼間視認性は良い。夜間視認性も、街灯の光で問題ない。 

・雨天時の遮断機機能上の問題は無い。遮断機防水対策（特にＲＹＯＢＩ部品）は必要。 

・衝突安全性は、車両及び自転車でも問題無い。 

・強度耐久性は、一応問題無い。 

 

  



 173 

  

 図 3.3-17  山交差点 4 機使い        図 3.3-18  諏訪間交差点 4 機使い 

  

 

図 3.3-19  山交差点 夜間視認性       図 3.3-20  山交差点 夜間視認性 

 

 

3.3.2.2 エアバー式メカタイプ簡易自動遮断機の機能テスト結果 

 

(1) 第 1 回機能テスト；2020 年 2 月 20～21 日 

 

結果； 

・シンプル、スリムなメカタイプ簡易自動遮断機は、基本的な機能を確認できた。 
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・交通遮断性はあり、車両、自転車の衝突安全性は問題ない。 

・昼間、夜間視認性も良い。 

・今回のテストで見えた課題点； 

① 外側のケースが鉄製のため、加工に時間がかかり、コスト高。アルミ製の検討必要有

り。 

② 極力小さくしたため耐久性に難がある。もう一回り大きくても問題なし、とのコメン

トもあり、その場合はオイルダンパーを内蔵にできる。 

③ 二段階停止の部分で渡る手前の遮断機にはタイヤが通った時に解除されるロック機

構を考えていたが、期間的に間に合わずに断念した。ロック機構が無い場合、乗客に

遮断機が当たるために、ロック機構は必要と考える。ロック位置も A ピラーだとエン

クロージャーに当たる可能性があるので、サイドミラー形状を工夫するなどしてもう

少し開いた位置でロックできるようにすると良さそうである。 

④ 渡った先の部分にもロック機構があったほうが良いかもしれないが、車速が速いので

バーが勢いよく動き、その反動で車両に当たっている。車速が速いためにすぐに通り

過ぎる（4 人乗り YG-M は当たらない）ので、回り切った部分に反動を防止する衝撃吸

収用のダンパーを追加したほうが良いかもしれない。車速を下げることも検討が必要

か。 

   
図 3.3-21  AR-076 人乗り車両テスト        図 3.3-22  自転車テスト 

 

   

図 3.3-23 オフセット設置車両テスト    図 3.3-24 オフセット設置自転車テスト 
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3.3.2.3 市販リモコンゲートの機能テスト結果 

 

(1) 第 1 回評価確認テスト；2020 年 2 月 21 日 

 

結果； 

・リモコンスイッチの到達距離は、カタログ上は５ｍであるが、２０ｍ～４０ｍでも通信

状況により、到達できた。車室内も同様であった。 

・リモコンゲート躯体部にセンサがあり、車両がゲート上に停止していると、リモコンス

イッチを押しても閉まらない機構となっている。下げる時もスイッチを押す必要があ

る。 

 

図 3.3-25  リモコンゲートテスト 

 

 

 

3.3.3 遮断機簡易自動遮断器の研究開発のまとめ 

 

 本簡易自動遮断機の結果を以下の表にまとめた。 

自動ボラードに代わる、安価な簡易自動遮断機を目指して研究開発してきたが、①エア

バー式 RYOBI ドア開閉装置活用簡易自動遮断機は、まだ対候性、耐久性の開発課題が残

されている。②メカタイプ簡易自動遮断機も、改良開発が残されているのと製造メーカ

ーを探す必要がある。③市販機のリモコンゲートは、安価ではあるも、リモコン式であ

り、レベル２の走行で運転手がスイッチを押すタイプである。タッチレスセンサータイ

プにすると、レベル３以上の自動運転車両には利用できるも、一気にリモコンゲート５

台分程度の価格に跳ね上がることになる。 

 

 永平寺町での自動運転社会実装を進める、まちづくり会社 ZEN コネクト側の要望は、

自転車の速度を交差点前で落とさせるには、ボラードのように、エアバー式簡易自動遮

断機のオフセットタイプの設置であり、その要望に応えるには、両開きのメカタイプの

簡易自動遮断機が良いと考える。 

 ただ、現在の、車体を当てて開閉する簡易自動遮断機の場合、現行の EFFI-VISION

は、丁度問題のない高さになっているが、今後、別の障害物検知装置を搭載した場合、
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停止しないようにソフト等で対応する必要はある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.3-1 簡易自動遮断機まとめ 

  評価項目 
エアバー式簡易

自動遮断機 

メカタイプ簡易自

動遮断機 

市販機（リモコンゲ

ート） 

① 交通遮断性 
〇（片開き、中

央部空き） 

◎（両開き、オフ

セット設置可） 
〇（片側空き） 

② 衝突安全性 〇 〇 ◎（上下開閉） 

③ 
視認性（昼

夜） 
〇 〇 〇 

⑤  対候性 △ 〇 〇 

⑤ 強度耐久性 △ △（改良可） 〇 

⑥  電源 〇（ソーラー） ◎（電源無し） △（１００VAC) 

⑦ 価格 
◎（60 万円程

度） 

◎（120 万円程

度） 
◎（50 万円程度） 

  総合評価 △ 〇 〇 

  備考 
残開発課題有り 

メーカー探索要 

残開発課題有り 

コストダウン可能 

メーカー探索要 

レベル２用 

レベル３用は、高価

格 

 

 本簡易自動遮断機の研究開発は、永平寺町の自動運転コースの特徴故、15 箇所の途中

公道横断箇所があり、社会実装時には、何らかのボラードに代わるものが必要で、2020 年

社会実装を目指す永平寺町のために、ヤマハ発動機は安価なインフラを目指して、サービ

ス実証事業の初年度の 2019 年度に、研究開発を進めてきたものであり、まだ、耐久性や

信頼性などの課題が残っている。 
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3.4 一般車混在公道における自動運転車両走路を示すピクトグラムの評価検証 

 

3.4.1 ピクトグラムの狙い 

 

3.4.1.1 背景 

 

経済産業省ラストマイル自動走行実証事業が、２０１６年からの３か年事業で、北谷町

を観光地モデルとして選定し、非公道の海岸コースでの遠隔型自動走行実証実験から始

まり、最終年度２０１８年度は、１か月の公道でのレベル２の実証実験を実施した。２０

１７年度中盤、追加２年間のサービス実証事業が採択され、５年間の事業となり、２０１

９年度は、北谷町では、北谷タウンマネジメント＆モビリティサービス合同会社が設立さ

れ、サービス事業者主体で、公道コースを、レベル２の自動走行にて、６か月の実証実験

が計画され、７月３１日から、２０２０年１月２４日まで実施された。その後は、土日祝

日のみ、１６：００～２１：００の自主運行で、５月からのサービス実証事業は、平日も

走行するものと思われる。 

 

 

3.4.1.2 課題と解決策 

 

専用空間における自動走行等を活用した端末交通システム（ラストマイルモビリテ

ィ）について、必要な技術開発と実証、事業面での検討を行う。特に、走路に対する課

題解決をする。 

北谷町公道コースの課題は、混合交通下の交通安全性であり、一般車両との速度差が大

きく危険なことと、コース上に路肩駐車車両が多くて運転手の介入回数が多いことであ

る。現在、看板や標識での注意喚起はしているものの、まだまだ高速で走行する車両がい

たり、路肩駐車車両も多く、次年度、自動走行コース上、２０ｍおきにピクトグラムを貼

付する予定である。 

 

       

図 3.4-1  最初のサンプルピクトグラム   図 3.4-2 貼付ピクトグラム（900mmX1800mm） 

 

図 3.4-1 の最初のピクトグラムは、サンプルとして作成したが、走行車両から見た場

合、認知しにくいと判断し、最終的には、縦横比率を２倍にしたピクトグラムを路面上へ

貼付した。 
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図 3.4-4  ピクトグラム路面標示 

 

・評価項目；車両速度と路上駐車車両台数 

 

・計測方法；①カメラで定点撮影し、車両速度を事後分析する。 

       一部、スピードガンで計測し、キャリブレーションする。 

       撮影装置一式、三脚、スピードガン、バッテリー等準備 

 

     

 

 

図 3.4-5 車両速度計測用カメラセット      図 3.4-6 カメラの撮影方向 
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縦棒グラフの中央に示す線は標準偏差のエラーバーである。 

 

結果； 

・16 日の方がわずかに平均車速が下がった。 

 下がった時間帯は、10 時台、12 時台だった。 

・15 日も 16 日も、12 時台の車速が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.3 路上駐車車両台数記録結果 

 

  １５日；ピクトグラム貼付無し  １６日；ピクトグラム貼付後 

 

         図 3.4-9  2 月 15 日、16 日の路上駐車車両台数 

 

2 月 15 日（土）の延べ総台数は、62 台。 

従業員長時間駐車 4 台、業者荷下ろし駐車 24 台、一般 34 台。 

  2 月 16 日（日）の延べ総台数は、43 台。 

従業員長時間駐車 4 台、タクシー、業者荷下ろし 15 台、一般 24 台。 

 

 〇ピクトグラム貼付前後の路上駐車車両台数結果； 

① 延べ総台数は、62 台から 43 台に減少している。一般のお客の路上駐車が少なくなっ
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た。 

② 日曜日は、荷下ろし業者が休日の所が多かったようで、全体的に少なくなった模様。 

 

         図 3.4-10  2 月 15 日（土）の路上駐車車両台数 

 

 〇2 月 15 日（土）の記録結果；延べ総台数は、62 台。 

    従業員長時間駐車 4 台、業者荷下ろし駐車 24 台、一般 34 台。 

① 商業施設従業員の長時間駐車がある。 

② 配送業者の荷下ろし駐車が多い。 

③ お昼時、夕方時、駐車場が一杯で駐停車する車両が多い。 

④ 路上駐車車両に釣られて駐停車する観光客がいる。 
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図 3.4-11  2 月 16 日（日）路上駐車車両台数（ピクトグラム貼付後） 

 

 〇2 月 16 日（日）の記録結果；延べ総台数は、43 台。 

      従業員長時間駐車 4 台、タクシー、業者荷下ろし 15 台、一般 24 台。 

① 商業施設従業員の長時間駐車がある。 

② 結婚式場へのタクシー駐車が多い。荷下ろし業者は 4 台で、お休みの所が多い。 

③ お昼時、夕方時、駐車場が一杯で駐停車する車両が多い。 

④ 路上駐車車両に釣られて駐停車する観光客がいる。 

⑤ 雨天のためか、一般車両の走行台数が少なく感じた。 

 

〇2 月 17 日（月）これまで業務用車両を路肩に駐車していた業者にヒアリングすると、

「ピクトグラムが貼ってあったので、いつものように路肩駐車するのは止めて、別の場所

に駐車した」とのこと、ピクトグラムが一定の走路となっている路肩の部分への駐車の抑

止力になっていることが確認できた。 

 

〇メンバーが、レンタカーでピクトグラムの貼付された道路を走行したが、黄色でくっき

りとしていて、路肩部分が自動運転コースであることが良く認知できた。 

 

 本調査記録の分析から、以下の路上駐車車両対策が考えられる。 

①周辺施設従業員の長時間駐車は、そもそも駐車違反であり、警察が取締りできるが、ま

ず、商業施設責任者に、従業員の駐車場確保を要請する。それでも長時間駐車がある

場合は、警察に届け出る。 

②タクシー、荷下ろし業者車両の駐車場所を、北谷町役場と調整して、確保する。 

③商業施設側が、一般のお客の駐車場誘導標示をする。駐車場が一杯の時は、2 時間無料

のパーキングを勧める誘導標示のチラシを作成して配布する。 

 

 

3.4.3 ピクトグラムの評価検証のまとめ 

 

 北谷町でのピクトグラム評価テストの結果をまとめると、車両速度においては、ピク

トグラム貼付前後で、若干の車両速度の減速があった。ただ、法定速度４０ｋｍ/h の道

路であり、路肩駐車車両があると減速するが、路肩駐車車両がいなくなると、本線は、

ピクトグラム貼付に関係なく、車両速度が法定速度に上がることも感じられた。いずれ

にしても、ピクトグラム貼付による注意喚起は十分あり、自動運転車両が走行している

場合、車両速度は減速するものと考える。また、ピクトグラム貼付前後で、一般の路上

駐車車両の台数が減少した。ただ、相変わらず駐車禁止道路であるにも関わらず、周辺

施設従業員の長時間駐車があり、タクシーの一時駐停車、配送業者の荷下ろし駐停車が

見られる。一部の配送業者は、ピクトグラム貼付を見て、路肩への駐車をやめていた

が、ピクトグラムによる一定の駐車の抑止力があるものと考える。  

本結果を見るに、北谷町自動運転コース上、２０ｍおきに路面上へのピクトグラム貼



 184 

付は、走行車両の運転手が認知し、自動運転車両がいれば減速したり、路上駐車を遠慮

することへの影響があるものと考える。 

なお、該当箇所の法定速度４０ｋｍ/h は、３０ｋｍ/h に下げるのが良いと感じた。 

 次年度、北谷町自動走行コースは、全周、２０ｍ間隔でピクトグラムが貼付される予

定であり、道路交通の安全、円滑に寄与するものと考える。また、ヒルトンホテル外周

の一部に路肩線が追加され、２本の路肩線の間にピクトグラムが貼付されるが、ある

種、「自動運転カート専用レーン」であり、専用空間となっていて、混合交通下の安全

性を高めている。 
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第 4 章 中型自動運転バスの実証評価 

 

4.1 中型自動運転バスの実証評価の準備 

 

4.1.1 概要 

 

4.1.1.1  事業全体の目標 

 

産業技術総合研究所知能システム研究部門では、2019 年度「高度な自動走行システム

の社会実装に向けた研究開発・実証事業」の一環として、「専用空間における自動走行等

を活用した端末交通システムの社会実装に向けた実証」を経済産業省より受諾している。

本研究開発は、自動走行技術を活用した高齢者等における移動手段の確保の実現を図る

ことを目標とし、特に公共的な利用を目指した端末交通システムを提案するものである。

本事業では、２０２０～２０３０年頃の実現が期待される、専用空間における自動走行等

を活用した端末交通システムを対象として、安全性・社会受容性・経済性の観点や、国際

動向等を踏まえつつ、必要な技術開発と実証を通じて、その社会実装に必要な技術や事業

環境等を整備することを目的としている。また、本研究開発では、研究開発された端末交

通システムの社会実装に向けた実証を、実際に端末交通システムが求められている地域

の環境で実証評価を行うことが求められている。 

本作業は、端末交通システムの１つとして、中型自動運転バスによる実証評価を２０２

０年度に実施するための準備に関する支援業務を委託するものである。 

 

4.1.1.2 全体スキーム 

 

本業務は下図の実施スキームで実施した。 

 

 

図 4.1-1 実施スキーム図 
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図 4.1-2 業務フロー図 

 

4.1.2  中型自動運転バスによる実証事業者・地域の公募・受付 

 

4.1.2.1   中型路線バスによる実証評価の企画案の検討 

公募資料の参考とするため、自動運転技術を活用した中型路線バスによる実証評価に

ついて、その企画案を検討した。 

 

(1) 企画案検討の着眼点 

実証評価の選定の基本方針を、事業の実現性と全国への波及を考慮した実証実験を選

定することとし、検討する企画案の着眼点を以下の通り整理した。 

 

 実現性の観点 

実現可能性が高い走行空間か(専用空間・一時的専用空間・混在空間) 

⇒早期実現において、他車両の介入がない専用空間（既存路線の活用）が最も期待できる 

バス事業者のニーズと自動運転バス導入による効果が整合しているか 

事業性確保に向けて、ターゲットとなる利用者層が明確であるか 

 

 全国への波及の観点 

路線特性として、全国で横展開が可能なモデルであるか 

社会課題の解決に資するサービスであるか 
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(1) 企画案の検討 

1) 自動運転バス走行に関する特徴（案） 

上記の着眼点を踏まえ、想定される自動運転バス走行に関する特徴を以下の通り整理

した。 

 

表 4.1-2 想定する自動運転バス走行に関する特徴（案） 

 

 

2) 想定企画案 

想定する運用シナリオを基に、企画の具体化を行った。次頁に整理した企画案と企画案

毎のサービスイメージを整理した。 

 

 

  

専用空間 一時的専用空間
（時間帯専用レーン） 混在空間

運用シナ
リオ

• 専用道におけるシャトル輸送
• BRTの運行

• 朝夕ピーク時における空港、鉄道
駅等へのシャトル輸送

• イベント時におけるシャトル輸送

• 郊外住宅地でのオンデマンド交通
• フィーダー路線の代替輸送

事業性

• 終点（鉄道駅など）のニーズが
高ければ（多くの利用者が見込
める）、事業性は確保できる

• 既存の専用空間を活用すれば、
道路整備費用を抑制できるため、
事業性は確保できる

• 終点のニーズが高ければ（多くの
利用者が見込める）、事業性は確
保できる

• フィーダー路線で利用者が少ない
ことが想定でき、運賃収受による
採算性確保は厳しい

• その他仕組みにより、収入を確保
する取組が必要(広告収入等)

地域・社
会の課題
解決への
寄与

• 専用道近辺の住民の自動車利用
を抑制（交通転換を図る）

• 中心部（終点周辺）の混雑解消
• 定時性、速達性の確保
• バスドライバー不足対策

• 中心部（終点周辺）の混雑解消
• 定時性、速達性の確保
• バスドライバー不足対策

• 交通弱者の移動手段確保（路線維
持 ラストマイル運行）

• オンデマンドによる効率的な運行
（維持コスト削減）

• バスドライバー不足対策

技術面を
考慮した
実現性

• 他車両との錯綜がないため安全
• 専用道の確保が必要であり、新

たに専用道を整備することはコ
ストが大となる

• 既存専用道の活用であれば、他
車両の介入もないため、実現性
が高い。

• 既存BRTとの調整が必要となる。

• 原則、他車両との錯綜がないため
安全

• 運用で既存道路に専用空間を確保
する方策であるため、関係者との
調整が必要となる。

• 他交通への影響が大きく、交通環
境によっては実現性が低い。

• 既存の時間帯専用空間や、他交通
への影響が少ない地方部 中山間
部においては、実現性が高い。

• 他車両との錯綜があり安全性に課
題が残る

• 都市部や市街地においては、競合
する交通モード(交通事業者)が多
く、調整が必要となる。

• 他交通への影響が大きいため、実
現性が低い。

• 地方部や中山間部の他交通量が少
ない地域においては、フィーダー
路線の代替モードとなり、実現性
が高い。
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4.1.2.2   公募要領の作成 

将来的な事業性を確保するために必要な項目を想定したうえで、公募要領を作成した。 

 

(1) 将来的な事業性を確保するために必要な項目の検討 

事業性を確保するための必要な項目について、以下の通り整理した。 

1) 事業化に向けた検討の可能性 

 ターゲットとなる需要（高齢者、観光客、ビジネスマン等）が明確か 

 それらの需要を確保することは可能か（利用者の確保・利用が見込めるか） 

 交通サービスの事業として、自動運転技術や交通サービスの高度化によるメリット（コ

スト削減、要員削減、収益確保）が定量的に算出可能であるか（担い手の確保） 

 事業者として運賃収受だけでなく、その他の収入源を想定した継続的な検討が可能な

体制が組まれているか（採算性の確保） 

 

 

2) 社会性を有するプロジェクト 

 地域の抱える社会課題に対するアプローチとなっているか（住民・利用者の視点） 

 事業者が抱える産業課題に対するアプローチとなっているか（事業者の視点） 

 一定のパブリックマインドを持ち、エリアの価値を高めるための取組になっているか

（両者の視点） 

 

3) 公募要領 

以下に作成した公募要領を示す。 
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4) 応募書類様式の作成 

 

社会課題の解決や新たな移動サービスとしての将来的な事業性確保についても可能な

限りイメージを盛り込めることに留意し、応募資料を作成した。 

以下に作成した応募書類を示す。 

 

［書類様式の種類］ 

企画提案書 プロジェクトの選定のために使用する 

経費内訳書 プロジェクトへの支援配分を決定する際に使用
する 

提出者の概要を示
す資料 

応募してきた企業が健全かなどを把握するため
に使用する 
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4.1.2.3  公募の実施 

(1) 説明会の開催 

バス運行事業者の積極的な応募を促すため、本事業についての説明会を開催した。 

1) 日時 

・１回目：令和元年７月１０日（水）１３時３０分～１４時３０分 

・２回目：令和元年７月１０日（水）１５時３０分～１６時３０分 

2) 場所 

・日本工営株式会社 共同ビル 9 階 905 会議室 

 

3) 出席者 

経済産業省、国土交通省、産業技術総合研究所、バス開発コンソーシアム（いすゞ自動

車、ジェイ・バス、先進モビリティ）、実証コーディネーター（日本工営） 

 

4) 議事内容 

a. 挨拶 

b. 実施主体紹介 

c. 公募資料の説明 

d. 質疑応答 

 

【会議の様子】 
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(2) 周知の方法 

公募にあたって、経産省、国交省、産総研からのプレスリリース、ホームページの作成

を行い、公募の周知を行った。また、公募前にはサウンディングを実施し、事業者ニーズ

を事前に把握した。 

 

1) プレスリリース 

経産省、国交省、産総研より公募の開始についてのプレスリリースを実施した。以下に

プレスリリースした資料を示す。 
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a. 経済産業省 
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b. 国土交通省 
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c. 産業技術総合研究所 
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2) ホームページの作成 

本事業の公募に関する情報を掲載した特設ホームページを作成した。 

a. トップページ 
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3) 公募の受付等の対応 

公募から提案書提出の期間において、公募要領等に係る各事業者からの個別質問に対

しての回答や応募書類の受付等を行った。 

次頁に質問・意見に対する回答を示す。 
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(1) 審査 

審査の実施にあたって、４名の委員による議論の場を選定委員会において実施できる

よう、事務局一次採点や委員採点用サマリー等を準備し、事前に委員に送付し、採点を依

頼する等、各種準備を実施した。 

 

 

 

1) 事前現地調査 

選定委員会に先立ち、主な提案箇所について、事前現地調査を実施し、現地調査結果を

選定委員会において共有し、評価の参考とした。 
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(2) 選定結果の公表 

選定委員会の開催結果を踏まえ、候補地として選定された５者：茨城交通株式会社（茨

城県日立市）、大津市、京阪バス株式会社（滋賀県大津市）、神奈川中央交通株式会社（神

奈川県横浜市）、神姫バス株式会社（兵庫県三田市）、西日本鉄道株式会社（福岡県北九州

市、苅田町）に対して、通知を行うとともに、経産省、国交省、産総研の３者が同時に発

信するプレスリリース向け資料を作成した。プレス用資料を併せて以下に示す。 
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4.1.4  実証時の運用シナリオ等の検討に係る支援 

 

選定した実証評価を実施する際に、事業者等の進捗や課題を早期に把握し、遅滞なく実

施する運用できるように支援を行った。また、想定される具体的な課題については、課題

解決に向けた方策、必要な体制、アプローチ手法などを事業者等に教示し、作業支援を行

った。 

 

4.1.4.1  共通項目の設定 

 

(1) 自動運転バスの走行方法 

5 事業者の実証評価ルートで手動介入が想定される箇所について、現状の自動走行の考

え方を整理し、走行方法案とインフラ支援案を整理した。各事業者に展開し自動運転バス

の走行方法に対する考え方を共有した。以下に整理した結果を示す。 
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1) 全体の考え方 

 

・全区間にわたり、自動走行機能を使用した走行を前提としつつ、安全運行や危険回避のために必要な場合にドライバが介入する。 

⇒発進や停止などに関し、ドライバ判断、手動運転が前提となりかねないシーンがある場合は、課題を類型化し、対策を検討する。 

 

【今後の検証で考慮すべき事項】 

実証における走行実績をもとに対策の有効性を検証し、レベル 3 以上の実装に向けた走行環境条件の考え方について検討する。 

 

・手動介入時の操作については以下の通り。 

ブレーキ：ブレーキの介入をした場合、手動介入が優先されて減速する。ブレーキを離すと自動による速度調整に戻る。 

 アクセル：通常走行時は、自動速度調整が優先され、アクセルの介入をしても加速しない。 

障害物検知等で、自動でブレーキによる減速をしている際にアクセルの介入をすると、ブレーキがキャンセルされ自動速度調整に戻る。 

 ハンドル：ハンドルによる介入をした場合、手動介入が優先されて操舵が行われる。 

手動介入後、信号等で停止するまでは手動による操作を継続し、発進時、ドライバによりハンドルの自動運転に切り替える。 

（交通安全上、介入後すぐに路上（路側）に停車して自動運転に切り替えることは行わない。） 

キャンセルボタン：上記の介入のほかに、自動走行機能をキャンセルするためのボタンも実装されている。 

 

【今後の検証で考慮すべき事項】 

実証における手動介入の記録を行い、レベル 3 以上の実装時に向けた車両、乗務員、外部からの支援の役割分担について検討する。 

 

・自己位置推定に関し、GPS の受信強度が弱い（レベル２未満）の区間においては、磁気マーカを設置する。 

 ⇒磁気マーカを設置しない区間において、GPS を補完する目的で LiDAR による SLAM（Simultaneous Localization and Mapping）を活用

する。 

 

【今後の検証で考慮すべき事項】 

実証における自己位置推定に用いたデータを分析し、走行環境ごとに必要なセンサ情報について検討する。 

 

・交差点での信号情報、交差点などでの対向車、交差道路側の自動車や歩行者を認知した判断・操作が必要な箇所に関して、デジタル地

図を作成したうえで、車両側での対応（カメラとライダーによる検知）を行えるようにする。 

・信号情報提供、路側センサによる周辺の車両や歩行者の検知に関して、事業者提案を考慮し、自動走行を支援するインフラ対策を実施

する。 

 

【今後の検証で考慮すべき事項】 

実証における対象箇所の走行実績を踏まえ、自動走行車両に対する情報インフラ、路側インフラのあり方について検討する。 
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(2) 磁気マーカによる支援 

各実証事業者の走行ルートで電波調査を実施し、GPS 感度低下区間において、磁気マー

カの施工が必要な区間を整理した。また、施工にあたっての設置主体、管理者について考

え方を整理した。 

 

1) 電波調査結果 

電波調査結果を以下に示す。なお調査は実証コーディネーターからの委託で先進モビ

リティが実施した。 

a. 茨城交通株式会社 

①調査概要 

 

 

 

① 調査結果概要 
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b. 大津市、京阪バス株式会社 

 

① 調査概要 

 

 

② 調査結果概要 

以下の箇所において、GPS 精度の低下が発生した。 
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c. 神奈川中央交通株式会社 

 

① 調査概要 

 

② 調査結果概要 
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d. 神姫バス株式会社 

① 調査概要 

 

 

② 調査結果概要 
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e. 西日本鉄道株式会社 

① 調査概要 

 

 

② 調査結果概要 
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2) 磁気マーカ施工区間 

電波調査結果から各実証ルートでの施工区間を整理した。以下に各実証ルートでの施

工区間を示す。磁気マーカの個数は、2m 間隔を想定した場合の概数で示している。 

 

表 4.1-8 磁気マーカ設置区間一覧 

 

 

a. 茨城交通株式会社 
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b. 大津市、京阪バス株式会社 

 

 

c. 神奈川中央交通株式会社 
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d. 神姫バス株式会社 

 

 

e. 西日本鉄道株式会社 
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3) 設置主体、管理者の考え方 

実証期間中、実証期間後における磁気マーカの設置主体、管理者についての基本的な考

え方を整理した。 

 

【実証期間中】 

１．道路管理者が工事などを調整し、磁気マーカに影響が無いようにしていただく 

２．磁気マーカに不具合が発生しているかどうかの管理は占用主体が行う 

３．不具合発生時の対応の相談に関し、占用主体から産総研か日本工営に連絡する。修繕

に際しての費用負担も含めて個別に対応を協議する 

４．施工後、破損などの不具合が生じ、第三者が損害を被った場合の責任について 

・占用物件に起因する損害は、管理者（占用者）が責任を負う。 

・占用物件の復旧に関しては、施工者、発注者、占用者で協議して対応を決める。 

・竣工時の検査は発注者（産総研）が行い、占用者に対して引き継ぐ。ただし、今回の運

用上、占用者にも確認させる。 

 

【実証期間後】 

１．占用期間後の扱いについて、占用主体が取組継続の意向を踏まえて、道路管理者とあ

らかじめ協議する。 

２．道路管理者や別の占用主体の工事によって、磁気マーカが影響を受けた場合の復旧方

法についても同様とする。 
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(3) 確認事項 

各地域で共通する確認事項について整理した。 

 
  

カテゴリ NO. 確認事項 対応方針

1-1 搬送の手配者
地域への搬送時期、発送元

事業者が搬送の手配を行う。
公道走行が有効なナンバーを取得した状態で搬送を行う。
2020年4月は産総研から搬送する。
2020年4月地域への搬出タイミング、発送先の調整が必要。

1-2 車両登録（使用者変更、本拠地変
更、構造変更、緑・白）

2019年度末は、最終的には開発コンソにて登録変更を行い、つくばナンバーで納品。
各地域での使用に際しては、事業者で手続きを行う。
各事業者から運輸局への事前調整を行い、必要な資料等について確認する。

1-3 保険 自賠責、任意保険（車両）については、事業者にて、車両登録に合わせて加入に係る手続きを行う。
第三者賠償（イベント保険）は、加入は事業者で判断する。

1-4 重量税 事業者にて手続き

3-1 磁気マーカ

産総研から施工業者へ発注して施工。
埋め込みを基本とする。
GPS調査を行い、信号強度の弱い区間をすべて設置対象とする。
使用者（事業者）が道路占用を行うことを基本とする

3-2 交差点での対応

【信号】
色を検知して走行する機能を車両に実装する予定。
青矢印の箇所や現地状況によって支援が必要な箇所については、対策を検討、協議する。
対策内容として、信号情報提供が現実的であるが、事業者に提案を求める。
事業者がすでに提案している地域については、ルート上の課題（の類型）を網羅できているかの視点で箇所と
対策に関する協議を行う。
【無信号】
地図データとセンサを用いて、自動走行する機能を車両に実装する予定。
現地状況によって支援が必要な箇所については、対策を検討、協議する。。
対策内容として、対向車や歩行者等の検知が現実的であるが、事業者に提案を求める。
事業者がすでに提案している地域については、ルート上の課題（の類型）を網羅できているかの視点で箇所と
対策に関する協議を行う。

3-3 その他 ラウンドアバウトや踏切など、全国的に例のないシーン、自動運転車両で走行するには難易度の高いシーンに関し
て、インフラ対策を実施する方向で協議を行う。

4-1 ワンマン設備
行き先表示、車内放送等（料金収受に係る機能以外）は2019年度に設置する。
料金箱設置を予定する事業者向けに、配線の工事を2019年度に実施する。
バスの営業運行に係る設備は事業者負担で実施する。

4-2 ラッピング 事業者で準備
プロジェクト実施主体である経産省、国交省、産総研等のロゴは掲出する。

4-3 運行管理向けシステム、利用者向けシ
ステム

技術開発費用に関しては国から負担しない。
事業者の提案に基づいて実施するが、自動運転による運行に資する機能であるかを精査する。
機器に関しては現状復旧を基本とする。
実施成果、実施によって得られた知見を成果として納品する。

4-4 車内モニタ モニタの活用については個別に相談可能。

4-5 ドラレコ、デジタコ 事務局側で設置する。
データの保管を事業者で実施。事業者において検証に活用することは可能。

5-1 車両保管場所 各地域で調整する
5-2 運行開始 各地域で調整する
5-3 運行日 各地域で調整する

5-4 バス停の設置 バス停箇所は各地域で調整する
道路交通法に関連し、白ナンバーの車両が既存バス停に停車してよいかについて確認する必要がある。

5-5 ダイヤの設定 各地域で調整する

5-6 点検 各地域で調整する
法定点検は各事業者で実施。合わせて車両開発コンソにて自動運転設備の点検を行う予定。

5-7 座席 着座のみ
立ち席を行う場合は、事前説明を受けた者のみとする。

5-8 車両故障時の対応方針

運行前の車両調整期間において、車両開発コンソから事業者へ十分な教育を行う。
連絡体制を構築し、迅速な対応が可能な状態にしておく。
必要に応じて運休が発生する可能性があることを認識しておく。
最初の地域（大津市、三田市）での実証準備の際に、車両開発コンソが、対応マニュアルを作成する

6-1 自動運転の運行レベル レベル２

6-2 手動介入が必要な区間での対応 手動運転が前提となる区間が極力発生しないように対策を検討する。
走行時は、安全のためにドライバーによる手動介入を躊躇しないように指導する。

6-3 システムの電源 容量の範囲内で使用可能。

6-4 マッピング 車両開発コンソが対応。
ドライバーの確保を各地域に要請。

6-5 車両の事前テスト 2020年3月12日に実施する。
JARI（日本自動車研究所）により実施

7-1 人員確保 各事業者で調整
7-2 トレーニング期間の確保 事前準備期間に、車両開発コンソによる教育・訓練を実施。
7-3 手動介入の場面の記録 日報として記録。

7-4 利用者の受容性の調査 各地域の提案に基づいて検証計画を作成する。
統一項目について調整する。

7-5 オープニングセレモニーの実施 各地域の実施意向と実施内容を確認
7-6 関係機関との協議の枠組み 各地域で会議体を確立する。

6.自動運転走行

5.運行の準備

3.道路インフラ
の整備

4.自動運転車両
の整備

1.車両の準備

7.その他
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4.1.4.2  各地域の実証計画の作成 

各地域の提案内容をもとに、実証計画を作成した。 

 

(1) 茨城交通 

1) 実証概要 

① 実証目的 

・ 日本初の商用無人運転バスの実装 

・ MaaS に自動運転バスを組み込みシームレスな利用環境を実現 

・ 既存 BRT 路線で人が運転する交番を自動運転バスで代替することを目指す 

・ 一般利用者が日常的に利用できる環境の提供も目指し、実環境に近い環境での提供

を行うことで、本格実装に向けた課題の洗い出しを進める 

 

② 実証期間 

・ 2020 年 11 月～2021 年 2 月 

 

③ 実証ルート 

・ ひたち BRT 多賀駅～大甕駅～おさかなセンター 

（延長約 10km、うち専用道区間約 7km、往復） 

 

図 4.1-10 実証ルート 

 

④ 運行ダイヤ 
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表 4.1-9 課題が想定される箇所と対策の方向性 

 

  

区間 課題が想定される箇所 対策の方向性
（ワーキング等で検討）

１ 専用道区間
一般道区間

鉄道、高架道路等によるGPS信号強度の
低下が懸念される箇所（4箇所）

磁気マーカの設置を検討

２
専用道区間 専用道の出入り口で侵入防止バーを通過

する箇所（6箇所）
管制との連動を検討
※一般道との交差部にある侵入防

止バーも同様

３-1
専用道区間 専用道と一般道が並走する区間における

交差部を直進（信号なし）（２箇所）
車両のセンサにより、右左折車両
や横断歩行者を検知
路側センサによる車両検知を検討

3-2
専用道区間 専用道と一般道が並走する区間における

交差部を直進（信号あり）（1箇所）
車両から信号の色を検知
車両のセンサにより、右左折車両
を検知

４-1 専用道区間
一般道区間

一般道との交差部を直進（信号なし）（専
用道6箇所、一般道6箇所）

車両のセンサにより、交差側の人
および車両を検知

４-2 専用道区間
一般道区間

歩行者の横断帯を直進（専用道16箇所、
一般道3箇所）

車両のセンサにより、横断歩行者
を検知

5
専用道区間 一般道との交差部を直進（交差道路が青信

号となっている中を通行する必要がある箇所）
（１箇所）

車両のセンサにより、交差側の人
および車両を検知
信号現示の情報や路側センサによ
る車両検知を検討

6 専用道区間 すれ違い信号（バス停等）（12箇所） 管制との連動を検討

7
一般道区間 無信号右左折が必要な交差点（６箇所） 車両のセンサにより、交差側の人

および車両を検知
路側センサによる車両検知を検討

8
一般道区間 信号右左折が必要な交差点（3箇所） 車両から信号の色を検知

車両のセンサにより、交差側の人
および車両を検知

9
一般道区間 駐車車両の回避が必要な箇所（1区間） 車両の機能を踏まえて走行方法を

検討
安全確保のため、ドライバーの手
動介入の可能性もある

10 一般道区間 ラウンドアバウト（１箇所） 路側センサによる流入車両の検知
を検討
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3) 特徴的な取り組み 

① 路側センサとの協調走行 

路側センサの設置により、車両や歩行者等を検知することで、安全かつ円滑な走行を支

援する。 

 

② 自動運転を想定した利用環境の検証 

自動運転バス利用者専用のアプリ、事前 QR支払い対応のスマートバス停などについて、

利用者向けの UI/UX 環境を構築、検証し、本格的実装において必要なる周辺技術の開発、

準備を進める。 

 

③ 遠隔監視システムの新規導入 

将来的なレベル 4 以上での実装では遠隔監視システムが重要な役割を担う。自動運転

バス向けの遠隔監視システムを実装することを目指す。 

 

4) 検証項目 

① 通常バスの代替可能性 

・ 通常の有人運転バスが担う交番を代替可能か検証し、本格導入における可能性を検

討 

・ 運行情報を収集し、ダイヤ通りの運行が実施されているか確認 

 

② 自律走行率 

・ 危険回避等での運転手の介入をしないで走行可能な時間を長くし、将来の遠隔から

の介入を減らす 

・ 運転手が介入した時間、頻度、場所、発生した状況から、自律走行率を分析と合わせ

て状況からのリカバリー時間や難易度を分析 

 

③ UI/UX の改善 

・ 利用者向けのアプリやバス停からの乗降時の案内などにおける課題を利用者向けア

ンケートから抽出 

 

④ 有償走行ガイドライン実施ケースの策定 

・ 無人運転車両を活用した有償走行下でのガイドライン沿った実施ケースを具体化、

必要な実施基準を策定 

 

⑤ 路側センサの性能検証 

・ 路側センサによる人や車両の飛び出しなど、自動走行を妨げる要因の検知精度の検

証 

 

⑥ 運行管理の実施 
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・ 営業所で通常の運行管理者業務の一環として実施し、監視の実現可能性を検証 

・ 運行フロー、トラブル対処事例を具体ケースにて検討、マニュアルを整理 

 

⑦ 遠隔監視システム 

・ 専用道空間においてレベル４相当で走行する際の遠隔から適切に監視、介入できる

検証 

・ 監視システムの UI について運行管理者にヒアリング、課題抽出 

 

5) 地域での協議体制 

実証に向けて、ひたち BRT 自動運転協議会、ひたち BRT 技術検討 SW を設置し、協議を

進める。 

ひたち BRT 自動運転協議会、ひたち BRT 技術検討 SW についての概要や参加者等を下記

に示す。 

 

6) 2020 年度申し送り事項 

① 協議会の運営 

・ 実証コーディネーターが事務局として参画する。 

・ 事務局として、協議会の日程調整、資料の取りまとめ、関係各社との調整等を実施す

る。 

 

② 磁気マーカの設置 

・ GPS 不感箇所に磁気マーカを設置する。 

・ 磁気マーカの設置にあたり、磁気マーカの使用者（占用者）の考え方についての調整、

位置出しのための車両手配、設置工事のための調整等が必要となる。 

 

③ インフラ対策 

・ インフラ対策について、実施事業者と調整して準備を進める。 

 

④ 営業ナンバーの取得 

・ 運輸局に対する営業ナンバーの取得に関する関係者協議を継続する。 
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(2) 大津市、京阪バス 

1) 実証概要 

① 実証目的 

・ 超高齢者社会における高齢者の安全性の向上・モビリティの確保のための新たな移

動手段の確保 

・ 観光拠点への回遊性の確保 

・ 運転者不足の解消・事故防止・採算性の向上・定時制確保および渋滞緩和 

 

② 実証期間 

2020 年 5 月下旬～8 月上旬 

 

③ 実証ルート 

JR 大津駅～琵琶湖ホテル～びわ湖ホール～びわ湖大津プリンスホテル（延長約 3.9km、

往復） 

 

図 4.1-12 実証ルート 

 

④ 運行ダイヤ 

1 日 24 便程度 

 

⑤ 利用者・ターゲット 

・ 地域住民および観光客 

・ 運賃 200 円（税抜き）を徴収予定 
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2) 実証ルート上の課題と対策 

実証ルート上の課題と対策の方向性を下記に示す。 

 

 

図 4.1-13 課題が想定される箇所 

 

3) 特徴的な取組 

・ 信号機および踏切連動を検討 

・ MaaS（サブスクリプションモデル）の実装を検討 

・ キャッシュレス決済（NFC タグ、QR コードなど）を検討 

・ 宿泊施設および商業施設との連携を検討 

 

4) 検証項目 

① 中型自動運転バスの利用者の受容 

② 信号機のない交差点通過時の安全対策 

③ MaaS（サブスクリプションモデル）の利用者の評価 

④ レベル４架装に向けた検討 

 

5) 地域での協議体制 

大津市自動運転プロジェクト会議にて実証実験に向け、協議・情報共有を実施してい

る。 

 

6) 2020 年度申し送り事項 

検証項目検証項目に関する詳細の検討が必要である。また、以下に示す点においてもさ

らなる検討・協議が必要である。 
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① 運賃収入の取り扱いについて 

・ 委託費で得た収入であるため、全額国庫に返納する方針 

・ 返納することによる、一般貨物自動車運送事業の実施への影響について、近畿運輸局

と協議が必要。 

 

② 信号機および踏切連動を検討にむけた検討 

・ 対策箇所、工程、コストの整理・検討 

・ 対策案に対する車両挙動制御の整理 

 

③ 路上駐車対策の考え方整理 

・ 大津駅～踏切までの片側２車線区間に路上駐車が見られる。 

・ 対応方法の整理・検討 

 

④ 走行環境に対する課題の整理 

・ 地域や道路管理者を交えた協議・検討 
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(3) 神奈川中央交通 

1) 実証概要 

① 実証目的 

・ 首都圏丘陵地の郊外住宅地における高齢者等交通弱者の移動手段の確保 

・ まちの回遊性の向上および公共交通網の維持 

 

② 実証期間 

・ 2021 年 1 月中旬～2021 年 2 月下旬 

 

③ 実証ルート 

・ 桂山公園～庄戸地区～上郷ネオポリス～桂山公園 

（延長約 2.2km、往復） 

 

 

図 4.1-14  実証ルート 
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表 4.1-10 課題となる箇所と対策の方向性 

 

 

3) 特徴的な取り組み 

① 信号情報の送信 

信号機からの現示情報を自動運転バスに送信することで、自車が当該信号機（交差点）

を通過出来るか否かの判断を支援する。 

 

② 路側センサによる対向車検知 

見通しが悪い箇所や信号のない交差点付近に設置するセンサにより、対向車検知情報

を自動運転バスへ送信することで、対向車と自車位置の状況判断により、必要に応じて自

動運転バスの減速・停止を支援する。 

 

③ 自動運転バス接近注意表示器 

路上に設置する接近注意表示器により、自動運転バスの周囲を走行する一般車両へ注

意喚起を行う。 

 

④ 遠隔運行監視システム 

遠隔運行管理システムにより、自動運転バス走行中の車内を管轄営業所より遠隔監視

を行い、旅客からの各種問い合わせ対応などを行う。 

 

⑤ キャッシュレスの模擬運賃収受 

無人自動運転バスサービスの提供にあたり、キャッシュレスを推進し、より旅客の利便

課題となる箇所（対策が必要な個所） 対策の方向性

１-1 街路樹等によるGPS信号強度の低下が懸念される区
間（計約1.5km）

磁気マーカの設置を検討

1-2 GPS強度低下が懸念される転回場（２個所） 磁気マーカの対象箇所として検討

２-1 狭隘な曲がり角（１箇所） 交差点センサーの設置や自動運転バス
接近注意表示器の設置を検討

2-2 信号のない交差点（１箇所） 交差点センサーの設置

3 信号が短い間隔で設置されている区間
（桂山公園前～上之町間の約760mに信号５箇所）

一部の信号機（４箇所程度）において
信号情報提供を検討

４-1
車道が狭く、駐車車両を回避する場合、反対車線にはみ
出す可能性がある区間（特に桂山公園前バス停～西ケ谷
団地入口交差点の約1.1km）

自動での回避を前提として、必要な場
合にドライバーが対応

5-1
直進レーンと右折レーンが設けられていて、幅員が狭い交差
点（車両等を障害物検知してブレーキがかかる可能性があ
る）（２箇所）

必要に応じて手動介入

5-2
幅員が狭い中で交通量が多い区間（原付や自転車と並
走すると、障害物として認識する可能性がある）
（環状4号線区間 約360m）

必要に応じて手動介入

６ 横浜環状南線工事区間であるため、工事の状況や見
通しを踏まえて調整が必要

工事の状況や見通しを踏まえて対応を
検討
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性の高いシステムの構築を目指す。 

（※具体的な仕様等については検討段階である。） 

 

⑥ センシングシステムを用いた旅客の着席・乗降状況の確認 

自動運転バス車内床および座席にセンシングシステムを設置し、走行中の確実な着席

確認を行うとともに、旅客動線から乗車降車終了の判断の一助にする。 

 

⑦ 野七里テラスを中心とした地域との取組 

大和ハウス工業が設置したバス待合機能を有するコミュニティー拠点「野七里テラス」

（上郷ネオポリスバス停）にて、次発の自動運転バス運行状況や乗車可能人数を表示させ

るディスプレイ設置のほか、地域の社会受容性の向上に向けた取り組みを検討中。 

 

⑧ 自動運転バス実現を見据えた路線バスサービスのあり方の検討 

本実証で得られる旅客の移動データを通じ、まちの回遊性向上への寄与を検証し、将来

の路線バスサービスの在り方を模索する。 

 

4) 検証項目 

① 信号協調 

信号機からの信号情報を自動運転バスが受信し、交差点の通過または停止を自動的に

判断し、信号機との協調タイミングや交差点間の間隔の影響など運行上支障となる点を

検証する。 

 

② 無人運転化を想定した遠隔監視・操作体制 

自動運転バス走行中の車内を管轄営業所より遠隔監視・操作を行うことで、適切な運用

方法や遠隔対応の課題点を検証する。 

 

③ 無人運転化を想定した旅客案内 

自動音声やデジタルサイネージ等を活用した旅客への利用案内を実施するとともに、

旅客からの各種問い合わせなど無人では対応が難しい部分については、旅客からの要求

アラートを遠隔監視者が自動的に受け取り対応するシステムを試行するなど、無人に近

い車内環境の提供を行うなかでも、従前のように安心快適な利用が可能か検証する。 

 

④ 運賃決済 

旅客の利用回数や利用区間を定量的に検証するとともに、エリアごとの利用特性を把

握する。運用面を含めた課題点の洗い出しを行う。 
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5) 2020 年度申し送り事項 

① 白ナンバーでのバス停使用可否 

・ 県警に対して協議、調整が必要である。 

 

② 関係者連絡会 

・ 実証コーディネーターも関係者連絡会に出席する。 

・ 日程調整や関係各社との調整は事業者が実施する予定であるが、必要に応じて実証

コーディネーターも支援する。 

 

③ 磁気マーカの設置 

・ GPS 不感箇所に磁気マーカを設置する。 

・ 磁気マーカの設置にあたり、磁気マーカの使用者（占用者）の考え方についての調整、

位置出しのための車両手配、設置工事のための調整等が必要となる。 

 

④ 道路工事の懸念 

・ 横浜環状南線が工事中で頻繁に車線運用が変更になる可能性があるため、工事に伴

う規制の情報は常に事業者で入手する。 

・ 横浜環状南線以外の道路工事については、実証期間中は実施しないということで道

路管理者の了解済み。 
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(3) 神姫バス 

1) 実証概要 

① 実証目的 

・ 住民の高齢化が確実視される「プレ・オールドニュータウン」における最適な公共交

通体系を、安全・低コストで運行可能な中型自動運転バスを基幹として構築 

・ 住民の生活の質の向上と買い物不便者の発生予防、外出人口の増加等を実現し、中型

自動運転バスの効用を最大化 

 

② 実証期間 

2020 年 6 月上旬～7 月上旬 

 

③ 実証ルート 

ウッディタウン中央駅を起終点とする循環路線 

（延長約 6km） 

 

 
 

図 4.1-16 実証ルート 

 

④ 運行ダイヤ 

10 時～16 時に 6 便運行予定。 

 

  

順番 バス停留所

1
ウッディタウン中央
駅

2 けやき台５丁目北

3 けやき台５丁目

4 けやき台小学校前

5 けやき台３丁目
6 中央公園北口

7 すずかけ台小学校前

8 北摂中央幼稚園前

9 すずかけ台ハイツ前

10 あかしあ台１丁目

11 はじかみ池公園前

12
コミュニティホール
前

13 あかしあ台小学校前

14 あかしあ台２丁目北

15 あかしあ台ハイツ前
※ センチュリープラザ

(停車しない)
デ
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⑤ 利用者・ターゲット 

・ 乗客：沿線住民 

・ 運賃：無料 

・ 移動手段（中型自動運転バス）と商業施設などの情報を一体的に提供し、将来的な運

転免許返納後の生活スタイルを模擬的に体感 

 

2) 実証ルート上の課題と対策 

実証ルート上の課題と対策の方向性を下記に示す。 

 

 

図 4.1-17 課題が想定される箇所 

 

3) 特徴的な取組 

① 顔認証システム 

運賃支払いの完全キャッシュレス化を想定し、受容性を検証。 

 

② バスロケーションシステム 

将来的な運転免許返納後の生活スタイルを模擬的に体感できるよう移動手段（中型自

動運転バス等）と商業施設などとの情報連携。 
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③ 映像・音響による車内の遠隔監視 

無人運転実用後の安全確保に向けた検証。 

 

④ 運転者の健康状態をリアルタイムで測定するシステム 

レベル４実用化までの安全確保のためのドライバーモニタリングのためのシステムを

検証。 

 

4) 検証項目 

① トータルの車両モニタリングシステム 

「車両本体・自動運転システムの状況」（車内ディスプレイの映像）、「車両周辺の状況」

（ドラレコ映像、速報の映像）、「車内の状況」（車内の映像）をリアルタイムで把握可能

なシステムをトータルシステムとして設置する。 

 

② 車両位置情報を活用した取組（運行管理、運行案内） 

車両のモニタリングシステムの機能の一つとして、各地で素手の導入・実用化済のバスロ

ケーションシステムを接続し、バス位置情報を活用した取組を実施する。 

 

③ バス車内の遠隔監視（映像・音） 

車両のモニタリングシステムの機能の一つとして、運転席後部に設置される「自動運転シ

ステム表示パネル」をスマートフォンカメラで撮影し、遅延の少ない鮮明な映像を遠隔監

視室へ転送する。同様に「客室内の様子」を転送する。 

異音検知に関し、映像だけでは把握できない異常の早期検知に活用する。 

 

④ 将来の決済手段多様化と社会受容性 

キャッシュレス化の対応方策の一つとして、顔認証の有効性・受容性を検証する。乗車時

および降車時、扉付近（車内）に設置してあるタブレットにタッチ、顔認証を行い、個々

の利用者の乗車区間を把握する。 

社会受容性の把握には乗客アンケートに加えて、モニタ調査、沿道住民アンケートを実施

する。 

 

⑤ 乗務員の遠隔監視マネジメント 

運転者、車掌のバイタルデータを取得し、自動運転と手動運転で心身両面にどのような負

担の違いがあるのかを分析し、安全で的確な運行管理・健康管理を通じた自動運転バスの

安全運行につなげる。 

 

5) 地域での協議体制 

定期的に次世代モビリティ実証実験推進協議会を実施している。さらに別途実務者レ

ベルでの協議を定期的に行っている。 
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6) 2020 年度の申し送り事項 

4)検証項目に関する詳細の検討が必要である。 
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(4) 西日本鉄道 

1) 実証概要 

① 実証の目的 

自動運転バスの安全性、快適性、事業性に関する知見を獲得し、実証ルートにおける

社会実装及び空港シャトルや郊外支線等への水平展開を目指す。 

 

② 実証期間 

実証期間：2020 年 9 月下旬～11 月上旬 

 

③ 実証ルート 

JR 朽網駅～北九州空港（延長 10.5km、往復） 

 

 

図 4.1-18 実証ルート 

 

④ 運行ダイヤ 

6 時～21 時まで 

 

⑤ 利用者・ターゲット 

空港利用者、空港・沿線工場の従業員 
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2) 実証ルート上の課題と対策 

実証ルートにおいて、ODD を設定する上での課題及び対策を検討した。 

 

 

 

図 4.1-19 実証ルート上の課題と対策 

 

3) 特徴的な取り組み 

① 信号情報提供システム 

リアルタイムに赤、青、残り時間等の情報を車両に通知する。 

 

② 危険情報提供システム 

画像認識により交差点における対向車や歩行者などの情報を検知し車両に通知する。 

 

③ スマートバス停 
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バスの時刻表や接近情報の他、JR の運行情報等、乗客の移動に関する情報をシームレ

スに提供する。MaaS との連携を検討中。 

 

④ 遠隔監視システム 

AI を用いた遠隔監視により、走行中の乗客への注意喚起や着座前発進の防止等、車内

事故を防止する。 

 

⑤ 添乗モニタリング 

調査員が添乗して走行中の重力負荷や乗客の様子を調査して乗り心地を評価する。 

 

⑥ リスクアセスメント 

自動運転バスの挙動特性を観測して、車両事故及び車内事故のリスクを評価する。 

 

4) 検証項目 

① 自動運転システムによる車両挙動の安全性検証 

走行履歴データやドライブレコーダー、添乗員計測によって、車内事故 リスクや一

般車両に対するリスクの増減を分析 

 

② 実証評価区間の安全性検証 

走行履歴データやドライブレコーダーにより、多様な道路状況や天候状況下で走行す

る際の課題を分析 

 

③ 増便、早朝・深夜便導入による効果検証 

沿線企業の従業員を対象として、増便が通勤手段シフトに及ぼす影響及び早朝・深夜

便へのニーズ等を分析 

 

④ アプリやスマートバス停による情報提供の効果検証 

「Myroute」「西鉄バスナビ」と連携し、バス待ち客や沿線企業の従業員を対象とし

て、情報提供の有効性、JR との乗継ぎ動向による効果を分析 

 

5) 地域での協議体制 

本実証評価に向けた会議体は設置していない。 
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6) 2020 年度申し送り事項 

① 白ナンバーでのバス停使用可否 

県警に対して協議、調整が必要である。 

 

② バス停正着のための磁気マーカ敷設可否 

RTK-GPS でも、縁石からある程度の距離に停車可能であることは、プレ実証で確認済

み。ただし、事業者から、バリアフリーの観点から、車椅子での乗車と縁石接触の事故

防止を両立させる精度を確保するため、磁気マーカを設置することを要望されている。 

 

③ 交差点の停止線位置の変更 

左折した時の対向車線に大型トラック等が停止している場合、路線バスの走行軌跡の

特性上、バスと非常に近接することになるため、停止線位置の変更を警察に打診中であ

る。 
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4.1.5 小型自動運転バスを用いた運用のプレ実証の実施支援 

 

4.1.5.1   課題管理 

プレ実証の実施にあたり、解決しておくべき課題を抽出し、実施主体、進捗状況、ボト

ルネック等を表形式にて管理し、関係者間で共有した。 

 

(1) 課題抽出の観点 

課題管理にあたり、車両搬入から実証終了までの各フェーズに応じ、カテゴリーを次の

ように設定した。 

 

① 車両の準備に係る事項 

車両の搬送、所有者変更・ナンバー取得等の手続き、保険への加入等、自動運転バスの

運行に必要となる事項 

 

② 関係機関との調整に係る事項 

道路管理者（自治体）や交通管理者（警察）への説明および協議の過程で生じた課題に

関する事項 

 

③ 道路インフラの整備に係る事項 

自動運転バスを安全に運行する上で必要となる、道路や信号に設置する機器に関する

事項 

 

④ 自動運転車両の整備に係る事項 

車両に架装する機器（Dispatcher、ドラレコ、デジタコ等）や構造変更手続き、法定点

検の要否に関する事項 

 

⑤ 運行の準備に係る事項 

バス停の設置やダイヤの設定、車両の保管場所、緊急時・故障時の対応等、バスの運行

に際して準備しておくべき事項 

 

⑥ 自動運転走行に係る事項 

交差点の右左折や GPS 不感区間等での走行方法等、自動運転を実施する上で留意して

おくべき事項 

 

⑦ その他 

沿線への周知や事業者間連携を目的としたイベント、プレスリリース対応等、対外的な

対応に関する事項 

 

(2) 課題管理の作成と運用 

前項に基づき、次表の通り課題管理表を作成、運用した。 
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4.1.5.2  プレ実証計画 

実証に際しての必要事項を検討し、プレ実証計画を作成した。プレ実証計画は、事業コ

ーディネーターが、実証事業者の提案書及び前項で検討した課題への対応策を踏まえて

原案を作成し、それを実証事業者と共に内容確認しながら適宜、修正した。 

 

(1) プレ実証の概要 

1) 目的 

次年度の本実証に向けた課題の抽出及び技術検証を目的とした。 

 

2) 内容 

・開発中の中型自動運転バスの搭載機能を見据えた技術検証。 

   ・実証区間における走行環境条件の確認。 

   ・混雑状況を含めた乗客の利用シーンを想定しながら安全性などを確認。 

 

3) 期間 

2020 年 2 月 3 日～29 日 

 

4) 場所 

福岡県北九州市、苅田町 

 

5) 運行ルート 

JR 朽網駅～北九州空港（延長約 10.5 ㎞、既設路線） 

 

6) バス停 
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JR 朽網駅、北九州空港（起終点のみ。中間停留所は設定しない） 

図 4.1-20 運行ルート 

 

(2) 運行方法 

1) ダイヤ 

6 時～21 時まで 5 往復／日を設定（既設路線とは別便で運行） 

 

 
図 4.1-21 運行スケジュールと運行ダイヤ 
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2) 運賃 

無料とする。 

 

3) ターゲット 

実証関係者及び一般モニタ(※)を想定する。 

※本実証の沿線への周知及び社会受容性の予備調査のため一般モニタも対象とした。 

 

4) 運行体制 

西日本鉄道株式会社が実証評価全体を運営し、運行は西鉄バス北九州株式会社が担当

した。 
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5) 特徴的な取り組み 

① 信号情報提供システム 

 リアルタイムに信号情報（赤・青、残り時間等）を車両に通知する。 

 

② 危険情報提供システム 

 交差点における対向車や歩行者などの情報を、画像認識により検知し、車両に通知す

る。 

 

③ 添乗モニタリング 

 調査員が実際にバスに添乗し、走行中の重力負荷や乗客の様子を調査して乗り心地を

評価する。 

 

④ Dispatcher 

遠隔監視により車内状況確認や営業所・車両間の連絡を行う。 
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図 4.1-12 信号情報提供システム・危険情報提供システムの設置交差点 
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(3) 緊急時の対応 

緊急時の対応について、連絡体制の構築に加え、連絡用のフォーマット作成、車両故障

時の対応フローの作成を行った。 

1) 事故発生時の連絡用フォーマット 

事故発生時の連絡用文書には以下の事項を記載する。 

 

・発生状況（日時、発生場所、状況） 

・１次対応 

・相手方の状況 

・原因 

※発生場所や状況は写真、ドラレコの画像等を添付する。 

 

2) 車両故障時の対応フロー 

 

 

図 4.1-23 車両故障時の対応フロー 

 

 

  



 295 

(4) 事前準備 

1) 車両の準備 

先進モビリティ株式会社が開発した小型自動運転バスを準備した。先進モビリティの

技術者により、現地での車両調整やドライバの訓練・教育を実施した。 

 

 

 

 

2) 車両への機器の設置 

車両の運行管理に係る装置の架装を実施した。 

 

表 4.1-11 車両に設置した運行管理に係る装置 
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3) 車両装飾 

① 車両の前部・後部に実験周知用のステッカーを貼付する。 

 

 

② 車両の側面に関係者ロゴを A3 サイズで貼付する。 
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(5) 事前広報 

経済産業省、国土交通省、産業技術総合研究所において、プレスリリースを実施した。

プレスリリースに掲載されたプレ実証の概要資料を以下に示す。 
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(5) プレ実証における確認事項 

1) 運行記録 

技術検証のために、1 便ごとに、手動介入した時刻、位置、事象、理由を乗務員が記録

し、手動介入が必要な箇所や場面を確認できるようにした。 

 

図 4.1-24 手動介入・ヒヤリハット記入シート 

 

2) 実証区間における走行環境の確認 

プレ実証を通じて、以下の示す観点から、走行環境の課題を確認することとした。 

 

・GPS 不感エリアにおける自動運転の安定性を確認。磁気マーカ敷設等の追加設置が必要

な箇所を抽出。 

・自動運転で織り込み箇所および無信号交差点を走行する時の、乗務員による安全確認

のためのオペレーション手順を確認。 

・信号情報提供システムの情報を車両が正常に受信し、交差点を安定的に自動走行でき

ることを確認。 

・朽網駅前では、ロータリー内側を走行するようにマッピングを実施し、路上駐車車両が

存在する場合でも安定的に自動走行できることを確認。 
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3) 乗客の利用シーンを想定しながらの安全性確認 

・実証関係者が試乗し、着席、立席、多客時の各シーンにおける乗り心地等についてアン

ケート調査を実施する。 

・一般モニタに着席状態で試乗して頂き、乗り心地及び自動運転に対する受容性に関す

るアンケート調査を実施する。 

・SOMPO の調査員が添乗して走行中の重力負荷や乗客の様子を調査し、第三者による車内

の安全性評価を実施する。 

 

4) アンケート 

試乗者及び非試乗者に対してアンケートを実施する。 

 

 

図 4.1-25 アンケートの対象 
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図 4.1-26 試乗者向けアンケート 

 

 

図 4.1-27 非試乗者向けアンケート 
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4.1.6  ビジネスモデルの構築や事業性の評価、利用者や周辺交通の受容性の醸成などに

ついての検証支援 

 

4.1.6.1   実証評価内容の整理 

実証評価のテーマと概要、実施スケジュールについて、事業者との協議を踏まえて整理

した。以下に、実施スケジュール案と実証評価概要について掲載する。 

 

表 4.1-12 実証テーマとスケジュール 
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4.1.6.2 ............................................................................................................................ 検
証項目の検討 

選定した実証評価の成果を評価することのできる定量的なデータや検証項目、その評

価手法の検討についての作業支援を行った。 

 

(1) 各実証事業者における検証項目 

各実証事業者が応募時に提案した検証項目を一覧で整理した。次頁に整理結果を示す。 
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表 4.1-13 各実証における検証項目一覧 

 

 

事業者 分類 評価指標 評価方法 依頼事項
運行面 走行時間 バスロケの走行ログ情報、ドラレコ画像 旅行速度、所要時間を記録する。

運行面 運行管理フローの検討
想定される緊急事態の抽出（特に自動運転起
因）、対応方法を具体化

ロードマップを踏まえてとりまとめる。
アウトプットとして、車両、乗務員、運行管理
者の役割分担を検討する。

技術面 自律走行率
運転手が介入した時間、頻度、場所、状況を記
録

項目を共通化した日報に記録する。
日々のドラレコ、デジタコのデータを保存して
もらう

技術面 路側センサーの設置場所
現地の道路環境の調査（机上）、システム構成
等の検討

実証では代表的な箇所へ設置し、区間全体へ反
映したケースを検討する。

利用者向けサービス UI/UX の改善 アンケート
調査対象について検討する、利用回数に応じた
分析を行う。

利用者向けサービス 接続交通との乗り継ぎ アンケート
非利用者も含めた調査を検討する。沿線住民へ
の調査を検討する。

運行面 レベル4架装に向けた検討 実証実験を通じた検証
ロードマップを踏まえてとりまとめる。
アウトプットとして、車両、乗務員、運行管理
者の役割分担を検討する。

技術面 信号機のない交差点通過時の安全性を検証 実証実験を通じた検証
項目を共通化した日報に記録する。
日々のドラレコ、デジタコのデータを保存して
もらう

利用者向けサービス MaaS(サブスク)の利用者の評価 アンケート 調査対象と調査方法を検討する。
利用者向けサービス オンデマンドの自動運転への適用可能性を検証 運行結果からの検討 調査対象と調査方法を検討する。

受容性 自動運転の利用者の受容性を検証 アンケート
調査対象について検討する、利用回数に応じた
分析を行う。

運行面 遠隔監視・遠隔操作
Dispatcherを用いて適切な運用方法や遠隔対応
の課題を検証

調査対象と調査方法を検討する。

運行面
無人運転化を想定した旅客案内（自動音声やデ
ジタルサイネージの活用）

要求アラートの内容・頻度・対応の記録、利用
者アンケート

調査対象と調査方法を検討する。

技術面
信号機との協調タイミングや交差点間の間隔の
影響を検証

オーバーライドログの検証、運転士へのヒアリ
ング

項目を共通化した日報に記録する。
日々のドラレコ、デジタコのデータを保存して
もらう

利用者向けサービス アプリケーション等を利用した運賃決済 アプリの利用ログ収集、利用者アンケート 調査対象と調査方法を検討する。
運行面 運転者の覚醒度 ドライバーモニタリング モニタリングシステムのデータを分析する。

運行面 レベル4以後の乗客対応上の課題 運行を通じた検証
ロードマップを踏まえてとりまとめる。
アウトプットとして、車両、乗務員、運行管理
者の役割分担を検討する。

運行面
運転者、車掌、遠隔監視員から見た自動運転技
術の課題

運転者、車掌、遠隔監視員を対象としたアン
ケート

ロードマップを踏まえてとりまとめる。
アウトプットとして、車両、乗務員、運行管理
者の役割分担を検討する。

採算性 輸送事業としての採算性
アンケート、自動運転バスの運行経費と導入に
よるコスト増の検討

需要予測、概算費用について共通化する。利用
実績を記録する。
アンケート調査の対象と方法を検討する。

受容性 自動運転に対する受容性
実験ルート沿線住民1,000名及び乗客を対象と
したアンケート

利用回数に応じた分析を行う。

運行面 人に残る役割とシステムに移管可能な役割 運行を通じた検証
ロードマップを踏まえてとりまとめる。
アウトプットとして、車両、乗務員、運行管理
者の役割分担を検討する。

技術面 運行状況・走行状況 運行日誌
項目を共通化した日報に記録する。
日々のドラレコ、デジタコのデータを保存して
もらう

採算性 自動運転バス導入による収益改善度を検証
アンケート、自動運転バスの運行経費と導入に
よるコスト増の検討

需要予測、概算費用について共通化する。利用
実績を記録する。
アンケート調査の対象と方法を検討する。

利用者向けサービス
増便や情報提供が通勤手段シフト（公共交通利
用への転換）に及ぼす効果

アンケート（路線バスへの導入、増便への期待
について）

調査対象と調査方法を検討する。

利用者向けサービス 早朝、深夜便へのニーズ アンケート（自動運転バスの運行時間につい 調査対象と調査方法を検討する。

利用者向けサービス
バス待ち客を対象とした情報提供の有効性、利
用実態を分析

ヒアリング 調査対象と調査方法を検討する。

利用者向けサービス
JR、西鉄バス間の乗継客の動向把握による効果
の分析

アンケート 調査対象と調査方法を検討する。

受容性 試乗者の安心感、満足度等の社会受容性 アンケート（乗り心地、スピード、バス停停 利用回数に応じた分析を行う。

京阪バス株式会
社

神奈川中央交通
株式会社

茨城交通株式会
社

神姫バス株式会
社

西日本鉄道株式
会社
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(2) 共通項目の検討 

実証評価の成果を評価することのできる定量的なデータや検証項目、その評価手法を

検討した。提案時の項目から各実証評価事業者で共通して検証する項目について整理し

た。調査方法についてはデータ取得の主体を整理し具体化した。次頁に共有の検証項目を

示す。 

 

表 4.1-14 共通検証項目 

 

 

 

  

分類 評価指標 調査方法
実装時の運行管理フロー、運行上の課題
車両、乗務員、運行管理者の役割分担

実証後、事業者と事務局と協議の上で整理する。

走行時間
事業者および先進モビリティと連携し、運行データを収
集し、集計する。

自動運転割合、オーバーライドの発生状況
信号機等、インフラとの協調状況

項目を共通化した日報を提供し、事業者に実績を記録、
報告してもらう
事業者に、日々のドラレコ、デジタコのデータを保存し
てもらう

走行環境ごとに、どのセンサ情報を用いたかの整理
（機能のスリム化に向けた議論を行うための検証）

事務局において、先進モビリティと連携して整理する。

採算性
輸送事業としての採算性

利用実績やアンケート等に基づく想定需要
自動運転バスの導入によるコスト

利用実績の記録、利用意向の調査に関して、事業者に実
施してもらう。事業者が実施するアンケートを踏まえ
て、方法について協議する。乗降人数を記録してもら
う。
想定費用の算定に関しては、国側での協議を行いながら
設定する。

利用者向けサービス 共通項目無し（各事業者の取組に応じて実施） ー

自動運転の利用者の受容性
繰り返し利用による利用者の受容性の変化
非利用者の受容性

事業者が実施するアンケートを踏まえて、方法について
協議する。
必要に応じて事務局側で調査を行う。

地域の取組

実証後、事業者と事務局と協議の上で整理する。
自動運転サービスを受容するための地域の取組を整理す
る。（走行空間確保、路上駐車対応、利用促進、情報発
信など）

運行面

技術面

受容性
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4.1.6.4 ............................................................................................................................  
普及に向けた取組 

自動運転の社会実装を一層促進することを目的として、選定された中型自動運転バス

による実証評価の実施成果を、他の事業者等の取組へ普及させるための効果的な手法を

検討した。 

 

(1) 全体キックオフ会議の実施 

バス事業者間の横のつながりの促進と自動運転導入に向けた各社取組の共有を図るこ

とを目的に全体キックオフ会議を実施した。 

 

1) 日時、場所 

日時：2019 年 12 月 24 日（火）10:00～12:00 

場所：経済産業省別館 10 階大会議室 

 

2) 出席者 

経済産業省、国土交通省、産業技術総合研究所、先進モビリティバス開発コンソーシア

ム）、日本工営（実証コーディネーター）、実証事業者（5 事業者） 

 

3) 内容 

a. 開会挨拶 

b. 議事 

① 事業概要、各事業者の提案概要について 

② 各事業者の実証計画について 

③ 質疑、意見交換 

④ 事業者連携イベントについて（情報共有） 

c. 閉会 

 

4) 質疑、意見交換の内容 
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・白ナンバーでバス停に停車することについて、法令上は駐停車禁止であるが、各地の状

況はどうか。 

⇒これまでにはできないという話は聞いていない。 

⇒グループ会社では既に実施している。 

 

・当分の間は無人にすることは難しい。運転士、車掌、遠隔監視者の役割分担を検討し、

効率化を図ってほしい。 

 

・これまでにもいろいろな実証実験をやっているが、まだ車両も開発途上である。車両の

技術的な課題はフィードバックしていただきたい。対応が必要なものがあれば早めに

コミュニケーションを取ってほしい。 

 

・ポンチョよりは車両レイアウトは実際のバスに近い。センサの検知範囲等はイメージ

図等をいずれ共有したい。車両との連携は個別に協議させていただきたい。 

 

・ベースはいすゞ車両だが、勾配は問題なく走行できるのか。 

⇒基本的にはベース車の性能になる。 

 

・社会実装を目指す上で、技術はもとより制度面も検証が必要である。運転手不足につい

ては、大型二種免許も要因になっている。ある程度技術が向上すれば、免許の緩和は見

通しがあるか。 

⇒この事業も含めて実績を作って示していくことが重要。 

 

・レベル 3 の ODD はどのように認定されるのか、また気象変化への対応等、どう運用に

落とし込むかを検証していきたい。 

⇒レベル 3 を目指した運用ルール等、関係省庁で協議をしているところである。 

 

・できるだけ、実証内容は漏れがないようにしたい。アンケートはどの社も実施すると思

うが、事務局で統一的な設問等があれば共有していただきたい。 

⇒前の実証の段階ではフォーマットを揃えてやっていた。今回はある程度各地域の状況

を踏まえていきたいが、共通のフォーマットも作りたい。 
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図 4.1-28 会議の様子 
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(2) 中型自動運転バス試乗の実施 

中型自動運転バスの安全性に関する自動走行システムの性能試験と動作確認を行った。

動作確認と合わせて、実証事業者に同乗してもらい、車両に関しての意見交換を実施し

た。意見交換は産総研、先進モビリティ、実証事業者、実証コーディネーターで行った。 

 

1) 日時、場所 

日時：2020 年 3 月 12 日（木）13:00～15:00 

場所：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくば北サイト 

 

2) 出席者 

産業技術総合研究所、先進モビリティバス開発コンソーシアム）、日本工営（実証コー

ディネーター）、実証事業者（5 事業者） 

 

3) スケジュール 

試乗①：13:00～14:00（試乗：30 分、意見交換 30 分） 

試乗者：神姫バス、大津市 

試乗②：14:00～15:00（試乗：30 分、意見交換 30 分） 

試乗者：茨城交通、みちのり HD、神奈川中央交通、西日本鉄道 
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図 4.1-29 走行の様子 
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4.1.7 実証実験の準備についてのまとめ 

 

4.1.7.1 ............................................................................................................................  
2020 年度実証評価に向けた支援のまとめ 

2020 年度の中型自動運転バスによる実証評価の実施に向けて、日本工営株式会社が企

画公募選定により、実証コーディネーターとして、「路線バスにおける中型自動運転バス

による実証事業者・地域の公募・受付」、「中型自動運転バスによる実証事業者・地域の選

定」、「実運用に近い実証を実施できるようにするための運用シナリオ等の検討に係る支

援」を行った。 

選定された５者に対する支援として実施した内容を以下にまとめる。 

 

(1) 実証評価ルートにおけるインフラ支援策の立案補助 

５事業者の実証評価ルートで手動介入が想定される箇所について、現状の自動走行の

考え方を整理し、走行方法案とインフラ支援案を整理のうえ、各事業者と必要な対策につ

いて議論し、実験計画に反映させた。 

 

(2) GPS 感度低下区間に係る現地調査補助 

５事業者の実証評価ルートにおいて、GPS 感度低下区間において、磁気マーカの施工が

必要になる区間を調査結果より整理した。また、磁気マーカの施工に向けた関係者調整等

の支援を行った。 

 

(3) 実証スケジュール調整 

車両の開発を担当する先進モビリティ、車両製造を担当するいすゞ自動車およびジェ

イ・バスと協議のうえ、各事業者の実証評価時期を調整し、実証スケジュールを策定し

た。 

 

(4) 各地域の実証計画の作成支援 

実証コーディネーターとして、実証計画書のフォーマットを作成し、５事業者の実証内

容が比較確認できるよう配慮のうえ、各地域の実証計画の作成を支援した。 
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4.1.7.2 ............................................................................................................................  
2019 年度プレ実証のまとめ 

2019 年度プレ実証は、西日本鉄道株式会社が担当し、2020 年 2 月 3 日~29 日の間で、

17 日間実施した。実施期間中、目立ったトラブル等はなく、無事終了した。 

プレ実証において、車両速度が最高 50km/h で走行できたこと、信号協調ができたこと

等で、試乗や視察の方の評価も高いものとなった。 

自動運転走行の観点では、手動介入が発生する原因について、期間中の日報より、詳細

な状況の確認を実施することで、主な課題が明確となった。以下に 4 つ示す。 

 

(1) RTK GPS の測位精度低下 

一時的に測位精度が低下し、車両挙動のブレが生じる事象が見られた。2020 年度の実

証においては、測位精度低下時に車両のブレを抑制するための機能を強化する予定とな

っている。 

 

(2) 車線変更のためのオーバーライド 

路駐車両の回避、右折待ち車両の回避等で、車線変更のためのオーバーライドが発生し

た。2020 年度の実証においては、車両側に車線変更の機能を追加する予定となっている。 
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4.1.7.3 ............................................................................................................................  
2020 年度の実証評価に向けた課題 

2019 年度プレ実証で明らかになった車両側の自動運転機能に係る課題の他、実証評価

の実施に向けて、インフラ対策等の実施やそれに関わる関係者との調整が必要となる。主

な課題を以下に示す。 

 

(1) 運輸局との調整 

有料での実証を提案している事業者・地域において、営業ナンバーの取得が必要にな

る。また、営業運行にあたって、運賃の扱いや営業運行に係る申請等を実施していく必要

がある。 

 

(2) 交通管理者との調整 

無償運行の場合、バス停への停車の扱いについて道路交通法上の扱いについて、各県警

と事前に調整が必要になる。2020 年 3 月現在、法律改正の動きもあることから、通達や

法律の解釈について、引き続き、警察側との調整が必要である。 

 

(3) 磁気マーカの埋設 

GPS 強度の低下が想定される区間における磁気マーカの設置を次年度実施する必要が

ある。設置に向けて、道路管理者、交通管理者、施工業者と調整の上、施工に関する調整

や管理者との協議、関係者への説明等、継続して準備が必要である。 

 

(4) 走行環境の整備 

プレ実証においては、信号情報提供等を実施することにより、安定的な走行環境の実現

に寄与することができたと考えられる。一方で、駐車車両の回避や左折時のすれ違い困難

など、道路交通状況によって手動介入を余儀なくされる箇所が抽出された。 

各地域において、インフラからの情報提供や、路上駐車対策等の地域の協力により、自

動運転バスの走行環境を整えていくための取組を継続する必要がある。 
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4.2 中型自動運転バスの開発 

 

4.2.1 概要 

4.2.1.1  目的 

 2020 年～2030 年頃の実現が期待される、専用区間における自動走行などを活用した

端末交通システムを対象として、安全性・社会受容性・経済性の観点や、国際動向を踏

まえつつ、必要な技術開発と実証を通じて、その社会実装に必要な技術や事業環境など

を整備することを目的とする。 

 

4.2.1.2 研究内容 

 

(1) 研究目標 

 

 既存の公共バス路線における人手不足やコスト削減に対して、中型の路線バスを対象

に自動運転制御を可能とする車両開発を実施する。具体的には、2 台の中型自動運転バ

スの構築を行い、産総研のテストコース等での自動運転の機能検証を実施する。 

また次年度以降の実証に備え、運用シナリオの検討とプレ実証などを実施する。 

 

(2) 研究計画 

 

 （1）中型自動運転バスの開発（車両構築） 

    ・自動制御化の準備、センサ、部品の手配（2019 年  5 月 ～ 2019 年 9 月） 

    ・自動運転化改造、動作確認など  （2019 年 10 月 ～ 2020 年 3 月） 

 （2）中型自動運転バスによる実証評価準備 

    ・小型自動運転バスを用いたプレ実証 （2020 年  1 月 ～ 2020 年 2 月） 

 

(3) 委託研究実施場所 

 

 先進モビリティ株式会社、国立研究開発法人産業技術総合研究所つくば北サイトおよ

び、プレ実証実験（選定された実証事業者・地域による） 
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4.2.2 中型自動運転バスシステム概要 

 

4.2.2.1 機能概要 

 

(1) 経路トレース機能（50km/h まで制御） 

 

 1）加減速機能（前走車追従機能付き） 

   ・目標速度通り、走行できること。 

・前走車がいるときは、一定間隔をあけて前走車追従できること。 

・前走車が停止したときは、車間を空けて停車すること。 

・前走車に合わせて停車したときは、自動で再発進できること。 

・前走車が右左折やレーンチェンジなどにより不在となったときは、元の目標速度で走

行すること。 

・ブレーキ操作時は、ブレーキランプを点灯すること。 

・バス停正着制御できること。 

 

 2）自動ステア機能 

   ・目標経路に従って操舵制御すること。 

・バス停正着制御できること。 

・片側 2 車線以上の道路を右折するときは、車線変更すること。 

・車線変更の判断は自車の車線変更先の道路に車両がいないとき、方向指示器を出して

から、レーンチェンジすること。 

 

 3）オーバーライド機能 

   ・ドライバがブレーキを踏んだ時は、加減速機能を一時中断できること。 

・ドライバがステアリング操舵した時は、自動ステア機能を一時中断できるこ

と。 

・ドライバがブレーキ操作をやめたときは、自動で復帰すること。 

 

 4）キャンセル機能 

   ・ドライバの意思でシステム動作キャンセルできること。 

 

 5）自己位置推定機能（RTK-GPS、磁気マーカ、SLAM の併用） 

   ・RTK-GPS で自車位置を検出できること。 

・RTK-GPS で自車位置を検出できないときは,磁気マーカ、SLAM を併用すること。 
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(2) 信号連携機能 

 

 交差点の信号を認識し、赤信号で交差点に進入しないこと。 

 

(3) ドア開閉機能 

 

 システムからの指令でドア開閉する機構を備えている。 

システムがドアを閉める制御をしている最中でもドライバの操作がドアを空ける操作

をした場合は、ドライバ操作を優先する。 
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4.2.2.2 システム構成図 

 

システム構成図を図 4.2-1、パーツリストを表 4.2.-1 に示す。 

 

  

 

図 4.2-1 システム構成図 

 

表 4.2-1 主要パーツリスト 
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4.2.3 車両外観 

 

4.2.3.1 外装 

 

 

車体図はいすゞ自動車様の web サイトより引用 

図 4.2-2 全体像 

 

 

  

図 4.2-3 外観実写（全体、フロント） 

 

 

図 4.2-4 フロントアッパーセンター（LiDAR、単眼カメラ） 
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右側      左側 

     

図 4.2-5 フロントサイド（LiDAR、ミリ波レーダ） 

 

 

図 4.2-6 リアセンター（LiDAR） 
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4.2.3.2 内装 

 

 

図 4.2-7 ステアリング 

 

 

図 4.2-8 制御ユニット 
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4.2.4 動作確認結果 

 

4.2.4.1 GPS 受信の確認結果 

 

 （1）大津市 

・分析条件 

先進モビリティの自動運転バス（ポンチョ型）による実測である。LTE 通信は docomo

回線を使用。 

 

・結果 

明確な遮蔽物（琵琶湖ホテルのエントランスの屋根、びわ湖ホールの渡り廊下）の

他、時間帯によりバラツキはある。概ね“なぎさ通り”では、並木とビル類の影響で衛

星の補足が不安定になり、RTK-GPS 状態ながら測位精度が悪化する傾向を確認したこと

から、磁気マーカによる対策が推奨される。高いビルが隣接している場合は、マルチパ

スによる影響も考えられる。 

 

 

図 4.2-9 大津市実証路と GPS 不安定箇所 
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 （2）北九州市 

・分析条件 

電波計測機材を一般車両に搭載し実測する。LTE 通信は docomo、au、softbank 回線

を使用。 

 

・結果 

GPS は、全ルートに共通して下記 4 点の場所で Fix Quality 低下を確認した。具体的

には、歩道橋、高い建物の周囲、庇の下等、GPS 受信機上空に遮蔽物がある場所であ

る。速度が出ている状態で遮蔽物をすぐに通過できれば問題ないが、遮蔽物の下で滞在

時間が長い（渋滞や信号待ち含む）と Fix Quality が低下すると考えられる。 

 

表 4.2-2 北九州市実証路と GPS 不安定箇所 

 

 

      

      

図 4.2-10 北九州市実証路と GPS 不安定箇所 
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 （3）兵庫県 

・分析条件 

電波計測機材を一般車両に搭載し実測する。LTE 通信は docomo、au、softbank 回線

を使用。 

 

・結果 

2、4、5 回目において一部の場所で Fix Quality 低下を確認した。具体的には、街路

樹の傍や、高い建物(マンション)など。GPS アンテナの範囲(仰角マスク 25°)を遮蔽す

る割合が高い場所で Fix Quality 低下を確認した。また 1、3 回目では Fix Quality の

低下が見られなかったことから、時間帯による衛星の位置の違いが精度に影響している

と考えられる。加えて、速度が出ている状態で遮蔽物をすぐに通過できれば問題ない

が、遮蔽物の下で滞在時間が長い（渋滞や信号待ち含む）と Fix Quality が低下すると

考えられる。 

 

表 4.2-3 兵庫実証路と GPS 不安定箇所 

 

 

      

      

図 4.2-11 兵庫実証路と GPS 不安定箇所（2 回目計測） 
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図 4.2-12 兵庫実証路と GPS 不安定箇所（4 回目計測） 

 

      

 

図 4.2-13 兵庫実証路と GPS 不安定箇所（5 回目計測） 
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 （4）日立市 

・分析条件 

電波計測機材を一般車両に搭載し実測する。LTE 通信は docomo、au、softbank 回線

を使用。 

 

・結果 

一部の場所で Fix Quality 低下を確認した。具体的には、高架下や周囲に遮蔽物があ

る地点。GPS アンテナ(仰角マスク 25°)を遮蔽する割合が高い場所で Fix Quality が低

下すると考えられる。経路に隣接する建物があるような場所では、時間帯によっては比

較的短時間の Fix Quality の低下が生じた。衛星の位置の違いが精度に影響していると

考えられる。遮蔽物の下で滞在時間が長い（渋滞や信号待ち含む）と、GPS 測位精度が

低下が進むと考えられる。（図 4.2-15） 

 

表 4.2-4 日立市実証路と GPS 不安定箇所 

 

 

      

   

図 4.2-14 兵庫実証路と GPS 不安定箇所（4 回分計測） 
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図 4.2-15 GPS 不安定になった箇所 
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 （5）神奈川県 

・分析条件 

電波計測機材を一般車両に搭載し実測する。LTE 通信は docomo、au、softbank 回線

を使用。 

 

・結果 

一部の場所で Fix Quality 低下を確認した。具体的には、高架下や周囲に遮蔽物があ

る地点。GPS アンテナ(仰角マスク 25°)を遮蔽する割合が高い場所で Fix Quality が低

下すると考えられる。経路に隣接する建物があるような場所では、時間帯によって比較

的短時間の Fix Quality の低下が生じた。衛星の位置の違いが精度に影響していると考

えられる。遮蔽物の下で滞在時間が長い（渋滞や信号待ち含む）と、GPS 測位精度が低

下が進むと考えられる。 

 

表 4.2-5 神奈川県実証路と GPS 不安定箇所 

 

 

      

 

図 4.2-16 神奈川県実証路と GPS 不安定箇所 
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4.2.4.3 プレ実証実験の確認結果 

 

(1) 車両仕様 

本実証実験で使用した小型中型バスを図 4.2-19, 4.2-20 に示し、車両仕様を表 4.2-

6 に記す。車両は、日野自動車株式会社のポンチョを改造した。外装部には、ミリ波レー

ダー・LiDAR・障害物検知用カメラを搭載している。これらを用いて、周囲の状況や障害

物を認識し、前方の障害物に対して一定の車間距離を保つように速度調整を自動で行う

（ACC 制動）。車両上部に取付けている GNSS アンテナ（GPS）で、衛星から車両の位置情

報を受信し自動運転走行を行っている。 

本車両は、アクセル・ブレーキ・ハンドル・ウインカ指示を自動で行う。ただし、自

動運転中のブレーキ・ハンドルは手動優先にしており、非常事態が起こったときに乗務員

が介入することができる。また、路上車両などの回避機能は付いていないため、乗務員に

ハンドル操作をしてもらい回避している。 

 

 

 

図 4.2-19 車両外装 
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図 4.2-20 寸法諸元 

 

 

表 4.2-6 車両仕様 
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本車両には、日本信号株式会社と協力し信号情報との連携制御を実施した（警察庁

「信号制御機に接続する無線装置の開発のための実験に関する申請要領」に基づき実

施）。実施場所は、(2)実施条件に記載する。 

信号情報と自動運転バスの連携に関する概念図ついて、図 4.2-21 に示す。自動運転

バス側は、信号の現示情報や残り時間をクラウドサーバ経由で受信し、差し掛かった交

差点について、信号情報をもとに通過／停止（および発進）を制御するものである。 

 

 

図 4.2-21 信号情報連携の概念図 

 

信号情報連携の結果について、青信号での通過の場合を図 4.2-22 に、黄および赤信

号での減速・停止の場合を図 4.2-23 に示す。予測的な制御が可能になるため、赤信号

に切り替わる際の急ブレーキや、青信号に切り替わる際の無駄なブレーキを抑止するこ

とができる。これらのことは、スムースな交差点通過による車内（あるいは車外）事故

防止・渋滞抑制・省エネ実現に繋がる。 

 

 

図 4.2-22 信号情報連携の結果例（青信号での通過） 

 



 336 

 

 

図 4.2-23 信号情報連携の結果例（赤信号での減速・停止） 
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(2) 実施条件 

 

本プレ実証実験は、「中型自動運転バス」の公募の中から西日本鉄道株式会社（福岡県

北九州市、苅田町）で行った。試験期間は、2/3(月)～2/29(土)に実施し、図 4.2-24 のよ

うなスケジュールで運行した。走行ルートを図 4.2-25 に示す。ルートは路線バスでも走

行している、北九州空港～朽網駅である。停留所は、北九州空港と朽網駅の 2 か所であ

る。走行距離は、弊社の実証実験で最長の 21.0km（片道 10.5km）を走行した。最高速度

は、中型自動運転バスを想定し、一部区間で弊社初の 50km/h で走行した。図 4.2-25 の

位置に信号情報連携機能を 5 か所に取入れた。信号情報を受け取らない信号機に関して

は、乗務員に判断してもらいブレーキ介入をしてもらう。 

 

 

図 4.2-24 運行スケジュール（西鉄バス北九州（株）資料より） 

 

        

図 4.2-25 走行ルート 
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GPS の走行環境について、図 4.2-26 に示す。右上の FQ は、GPS の精度を表してい

る。 

FQ=4 は良好、FQ=2 は良となっている。FQ=2 となっている箇所は、図 4.2-27~30（引

用：Google Map）に示すように、車両上部に遮へい物があり、一時的に GPS の精度が低

下する。しかし、一時的なものでありかつ直線部で落ちているため、走行性能には問題

ない。 

 

 

図 4.2-26 GPS 精度 

 

  

図 4.2-27 GPS 精度低下写真①        図 4.2-28 GPS 精度低下写真② 
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図 4.2-29 GPS 精度低下写真③        図 4.2-30 GPS 精度低下写真④ 
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(3) 結果 

 

図 4.2-25 に示したルートで自動運転を行った。乗務員の一時的な介入があるが、基本

的には自動運転で運行することができる。ここで一時的な介入というのは、信号情報連携

ができていない信号での停車（前方に車両がない場合）や走行ルート上に障害物（停車車

両など）があった場合の回避を表している。 

走行距離は、自動運転に支障なく運行することができた。 

また、弊社初の 50km/h 走行では、図 4.2-31 のように従来の 40km/h と比べてステアリ

ング角度が±15 度以内に収まっている。このため、車両の揺れなどなく安定して走行す

ることができる。 

時間帯による走行（早朝・夜間）では、走行可能であることがわかった。走行時の GPS

誤差を図 4.2-32 に示す。図 4.1-32 のように GPS の誤差は大きくある。最大で+0.49m の

誤差であるが、これは図 4.2-26 の位置を通過したときに発生した場所であり、また GPS

精度が低下するのは、直線部のところであり走行に問題ないと考える。 

信号情報連携は、図 4.2-33 のように信号機から情報を受信してブレーキ・アクセル指

示を出していることを確認した。中型自動運転バスでは、図 4.1-32 以外の信号機にも搭

載予定であり、全区間で信号情報を受信可能となる。 

課題については、次章で示す。 

 

 

図 4.2-31 50km/h と 40km/h でのステアリング角度比較 
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図 4.2-32 時間毎の GPS 誤差 

 

 

 

図 4.2-33 信号情報連携結果 
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(4) 課題 

  1）GPS 精度 

図 4.2-32 のように、走行中に車両上部に遮へい物（看板、陸橋等）がある場合には、

GPS の精度が低下し安全に運転することができない。現在、図 4.2-34 のところで工事が

行われている。本実証実験中は、工事中のため GPS の精度が落ちることはない。しかし、

中型自動運転バスでは工事が終わり、GPS の精度が落ちる可能性がある。 

対策として 2 つある。 

1 つ目は、磁気マーカにより自己位置推定手法である（図 4.2-35）。車体下に設置した

磁気センサーで磁気マーカを検出する。図 4.2-34 の位置では、この手法を用いる予定で

ある。 

2 つ目は、SLAM による自己位置推定手法である。スラムは LiDAR を用いてリアルタイ

ムに周囲環境地図を作成する。あらかじめ、用意されたマップと照合して自己位置推定を

行い、障害物などを認識する手法である。 

これらの手法は、弊社としては実証済みである。 

 

 

図 4.2-34 工事中の場所の写真 
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図 4.2-35 磁気マーカ 

 

 

 

  2）FSRA（Full Speed Range ACC）の制動 

従来 40km/h であった最高速度を、中型自動運転バスを見据え本プレ実証では 50km/h

に引き上げた。しかし、算術演算で制御したときと乗務員の心理として不安を感じる制動

に乖離が生じている。現在は、安全を優先しているため、乗務員にブレーキの踏み増しを

してもらっている。また、緩いカーブの先の停車車両に対して、認識が遅れ気味になるた

め余裕のないブレーキになる場合がある。 

本プレ実証の内容を解析し、より余裕のある制動ができるように、中型自動運転バス

までに調整を行う予定である。 
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  3）交差点での歩行者および右折時の車両検知 

交差点での歩行者の突然の飛び出しや行動を事前に予測するのは、非常に難しい。ま

た、図 4.2-36 のような対向車の右折待ちの車両が並んでいるとき、直進車両を認識でき

ない。これらの対策として、インフラ側での対応が必要と考える。例えば、信号機にカメ

ラを設置し、交差点での歩行者や車両を検知する。その情報を車両側で受信し、発進する

か判断する。 

 

 

図 4.2-36 右折時の車両内部の写真 

 

 

  4）障害物回避 

本プレ実証で使用した車両は、図 4.2-37 のように前方に停車車両などの障害物があ

った場合、乗務員にハンドル操作をしてもらい回避してもらっている。中型自動運転バス

では、前方に障害物がある場合、乗務員による一部安全確認の後、ウインカ操作などによ

って回避動作を実施する予定である。 

 

 

図 4.1-37 前方障害物 

（参照：http://photozou.jp/photo/show/124201/8189658?lang=vi） 
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4.2.5 開発のまとめ 

 

中型自動運転バスに必要な改造は完了した。また、実証実験を実施する場所における

自己位置推定の要となる GPS 受信感度確認も完了し、GPS の苦手シーンにおいては磁気

マーカまたは LiDAR を用いた SLAM で補完を検討する。移動経路に対する制御性能に関

しても問題ないことを確認できた。バス停正着制御、信号連携機能は、実証実験の場所

にてチューニングを実施していく予定である。 

また、日常点検・運用・緊急対応などのマニュアル類、自動運転バスや磁気マーカな

どの不具合時についての対応方針など、ソフト面での検討も重要である。 

技術的課題は、4.2.4 で述べた内容を中型自動運転バスまでに対応する予定である。 
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第 5章 自動車業界のソフトウェア人材確保策調査 

 

5.1 調査事業の目的 

 

 環境・エネルギー制約への対応の観点から、我が国のＣＯ２排出量の約２割を占める運

輸部門において、新たな取組みである自動走行の普及による省エネへの期待が高まってい

る。一方で、高度な自動走行の社会実装に向けては、産学官の協調が不可欠な技術や事業

環境等の課題が存在する。Connected Industries 自動走行分科会では、自動車工学とソ

フトウェアエンジニアリングを担える IT人材の確保・育成・発掘のため、2018 年 10月 2

日に人材戦略ワーキンググループ立ち上げ、2019年 4月 8日に今後の取組みの方向性とし

て、自動走行 IT人材戦略 を取りまとめるとともに、産学官が、必要なスキルについて共

通の認識を持って人材の育成・確保の取組みを進めるインフラとして、自動走行ソフトウ

ェアスキル標準  （以下、「スキル標準」とする。）および「スキル標準活用事例集」を策

定した。 

本調査では、現状の自動走行技術の技術動向等を踏まえ、現場利用向けの具体化やスキ

ル標準を活用した教育講座開発や普及促進策に関する調査検討を行うとともに、さらな

る自動車業界のソフトウェア人材確保策の検討を行う。 

 

5.2  自動車業界のソフトウェア人材確保策の検討 

 

5.2.1  人材不足感と他業界の人材分布に基づくシナリオ、人材確保策検討 

5.2.1.1  調査の目的 

自動走行分野の認定教育講座による人材育成の必要性を把握するため、自動車業界に

おける IT人材の不足数について推計を行うとともに、どのようなスキルを持つ人材が必

要か把握することを目的とする。 

そのため、自動車業界や関連企業における聞取り調査をベースとして、業態の市場規

模に応じて推計を行う。 

また、他業界の IT人材分布について調査整理し、それに基づきどのような領域から自

動車業界に IT人材を獲得するか施策の方向性を整理する。 

 

5.2.1.2  自動運転 IT人材不足数の推計 

IT人材不足数について自動車開発に関わる企業の回答結果を基に推計し、他業界の IT

人材分布の統計情報などと突合せることで、どのような人材を、どのぐらいの人数、ど

こから獲得し、認定講座により、どのような人材に育成するか検討する。 
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日米の IT人材数の産業別割合は以下のとおりである。 

 

（出所）IT人材白書 2017 

図 5.2-10 日米の IT人材数の産業別割合 

 

2015年の日米の情報処理・通信に携わる人材数の産業別割合を比較したもの。米国で

は、「IT企業」に次いで「サービス」の割合が 30. 2%と高くなっている。「金融」につ

いては日本の 2%に対し米国では 8.4%、「公務」については日本の 0.5%に対し米国が 6%

と、日本より幅広い産業に情報処理・通信に携わる人材が所属していることがわかる。 

 

組込み産業における取組み事業分野（組込み製品および同部品事業）の割合および経

年変化は下図のとおりである。 
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（出所）2018 年度組込みソフトウェア産業の動向把握等に関する調査事業「組込み

/IoT に関する動向調査」調査報告書 

 

図 5.2 -11 組込み産業における取組み事業分野（組込み製品および同部品事業）の割

合 

 

組込み産業において、組込み製品および同部品事業について現在取り組んでいる分野を

複数回答で標本集計したところ、「工業制御／FA 機器／産業機器」「運輸機器／建設機器」

「設備機器」が多く、「医療機器」、「個人用情報機器」、「AV 機器／家電機器」では減少が

見られた。 

 

新卒 IT 人材入職数の推移・試算結果は以下のとおりである。 
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まると考えられるが各国の技術者の賃金やその分布に応じて変動すると考えられる。国に

よりハードウェア、ソフトウェア、ITサービスの構成比に大きな違いがみられる。 

 

フリーランス IT エンジニアの人材動向は以下のとおりである。 

 

IT フリーランスエンジニア人材会社の登録者数   レバテックのフリーランス登録者

数 

No. ITフリーランスエンジニア人材会社 登録数
1 レバテックフリーランス 36,700
2 フォスターフリーランス 15,000
3 ギークスジョブ 12,000
4  PE-BANK 3,200
5 A-STAR 10,240
6 フリエン 10,000
7 Braineer freelance 8,000
8 ハイパフォーマーITエンジニア 7,000
9  PROSheet 6,900

10 ポテパンフリーランス 4,000
113,040合計

  

（出所）フリーランスエンジニアエージェント登録者数ランキング （出所）レバテッ

クホームページ 

図 5.2 -14 フリーランス ITエンジニアの人材動向 

 

IT フリーランスエンジニア人材エージェント上位 10 社の IT エンジニア登録数は約 11

万人（2019年、重複登録を含む）である。ITフリーランスエンジニア登録数首位の人材エ

ージェントのレバテックの登録者数は、2016 年から 2019 年にかけて約 2.4 倍になる見込

みである。登録数首位の人材エージェント レバテックの登録者数 36,700 人（2019 年）

である。 

 

フリーランスを含む中途採用による IT人材獲得状況は以下のとおりである。 
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（出所）AAAI-18 Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence 

図 5.2-17 AAAI conference論文採択・投稿数（2018 年） 

 

論文採択数、投稿数において、中国、米国が他国を圧倒している。また、中国は、前年

５８％増となり人材層の厚みが増しているため、AI 人材プールの主要国であると言える。 

 

自動走行システム開発に関連して AI のエコシステムにおいては以下のような課題が考

えられる。 

組込み人材スキル標準 ETSS に対して、自動走行等のこれからの自動車ソフトウェアに

対応する人材像として、エンジニアリング、ビジネス、ユーザエクスペリエンスの観点に

拡張した包括的なスキルセットが求められ、人材エコシステムについて以下のような問題

が考えられる。 

 IT人材のネガティブスパイラル（IT業界の新３Ｋネガティブイメージ、学科・就職人

気低迷、経営者の理解不足、IT職の評価・報酬の低迷） 

 ベンチャー投資のネガティブスパイラル（投資マネーが低迷、インキュベーション機

能が弱い、エンジェル誕生数の低迷、起業家精神の不足） 

 AI人材争奪戦の弱み（AIスター人材獲得、人材が人材を呼ぶ効果が弱い。高度人材を

獲得する報酬体系が日本になじまない。 ） 

 自動車企業と IT ベンチャー、大学との共同研究、機動的な人材の流動性、マッチン

グ、協力機会が少ない、 M&A、 コーポレート VC出口の低迷 

 プログラミングの初等教育による人材層の拡大とタレント発掘、義務教育の教材環境

の充実 

以上のような観点に基づき全体像をまとめると以下の図のようになる。 
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確保するシナリオが想定される。 
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位置付け 

 

5.2.2.3  ヒアリング概要 

本調査は、事業者ヒアリングとユーザー企業ヒアリングで構成される（図 5.2-23）。 

事業者ヒアリングは、ITSS等を利用した ITスキル診断サービスを提供する企業を対象

に実施する。既存のスキル標準（ITSS、UISS、ETSS等）を活用した IT分野のスキル診断

サービスの立ち上げ時の状況や現状を把握し、自動走行スキル標準を活用したスキル診

断サービスの立ち上げに向けた要件・課題等を確認する。 

ユーザー企業ヒアリングは、自動走行スキル標準に準拠した講座に従業員を派遣する

企業の人材育成担当者と、実際に講座を受講した受講者に対して実施する。それぞれの

視点から自動走行スキル標準を活用したスキル診断サービスの有用性や、実施上の要

件・課題等を確認する。 

なお、自動走行スキル標準に準拠した講座として、具体的には JARIの提供する機能安

全講座（http://www.jari.or.jp/tabid/274/Default.aspx）を想定する。 

 

図 5.2-23 ヒアリング概要 

 

ユーザー企業ヒアリングにおいては、講座受講者に対して講座受講前後に自己申告ベ

ースの簡易的なスキル診断を実施し、講座受講前後でのスキル変化を簡易的に計測し

た。簡易スキル診断を含めたユーザー企業ヒアリングの流れを図 5. -24に、簡易スキル

診断の調査票を図 5.2-25 に示す。 

 

IT分野のスキル診断事業者へのヒアリング
（事業者ヒアリング）

認定講座への派遣が想定される企業（システムサプラ
イヤ・組込ソフトウェアベンダ等）へのヒアリング
（ユーザー企業ヒアリング）

目的 • 既存のスキル標準（ITSS、UISS、ETSS等）を活用したIT
分野のスキル診断サービスの立ち上げ時の状況や現状を把握
し、自動走行スキル標準を活用したスキル診断サービスの立ち
上げに向けた要件・課題等を確認する

• 認定講座に従業員を派遣する企業、ならびに派遣された従業
員の視点で、自動走行スキル標準を活用したスキル診断サービ
スの有用性や、実施上の要件・課題等を確認する

ヒアリング対象 • ITSS等を利用したITスキル診断サービスを提供する企業 • 自動走行スキル標準に準拠した講座※に従業員を派遣する企
業

主なヒアリング
事項

【設立からの経緯を知っている担当者】
• 現状のIT分野のスキル診断サービス利用者の概況
• スキル診断サービス立ち上げ時にご苦労された点と克服方法
• 現状の課題認識
• 自動走行スキル標準を活用したスキル診断の活用可能性

【受講者本人】
• スキル診断の「認定講座受講後のスキル習得の変化確認」への

適用可否
• スキル診断を実現上する上での要件
【人材育成担当者】
• スキル診断の「認定講座への受講者選抜」への適用可否・ニー

ズ、要件
• スキル診断の「認定講座受講後のスキル習得の変化確認」への

適用可否・ニーズ、要件
• スキル診断の他の活用展開可能性

その他備考 • 診断サービスの実施方法として主流な「自己申告方式」「テス
ト方式（クイズ方式）」の提供企業から1社ずつヒアリングを行
う

• 講座受講者には講座受講前後に自己申告ベースの簡易的な
スキル診断を受講頂く
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図 5.2-25 簡易スキル診断調査票（一部） 

■簡易スキル診断 診断表

レベル
（回答欄）

平均
（自動計算）

レベル
（回答欄）

平均
（自動計算）

・前方を撮影した画像・映像の解析を行うために必要な要求仕様を決定することができる。
・複眼カメラではずれた視点から同時に撮影を行うことによって、距離を計測することができる。
・夜間や逆光に加え、濃霧、豪雨、豪雪などの悪天候の場合の検出能力低下を考慮してトレードオ
フ設計などを行うことができる。

・レーザ光（赤外線）をパルス状に照射し、対象物に反射されて戻ってくる時間によって距離を計測
する方式を設計することができる。
・電波の反射率の低下、変動などの要素なども含めて設計することができる。
・対象物に照射されて戻ってきた電波を検出し、対象物までの距離や方向を検出することができる。
・周囲に超音波を発しながら障害物を検知するセンサーとして、走行中の車線周辺の車両の検知、
または駐車時の障害物検知として機能する設計を行うことができる。
・センサフュージョン技術を用いて自社の運動量を推定することができる。
・道路上の車線を見つける機能を開発することができる。
・各センサーの検出データを統合して空間を認識する機能を開発することができる。
・道路上の信号機・標識を認識することができる。
・信号の色を認識することができる。
・障害物の認識し、車両・オートバイ・自転車・歩行者などの移動体を認識し、それぞれの動きをト
ラッキングすることでどの方向に移動するかを予測する機能を開発することができる。
・画像やLIDAR の検出データをもとにセンサフュージョンを行って得た空間を認識し，自車両の走行
に応じて逐次更新し走行が危険な領域と安全に走行できるフリースペースを認識することができる。

・GNSS等による衛星測位航法を利用し、車両の位置を確定することができる。

・各種のマッチングを行い自己位置を測定できる。
（ナビ地図道路マッチング、高精度地図マッチング、３Ｄ高精度地図マッチング、地図鮮度管理な
ど）

自動運転・判断系技
術

人や他の車両の動きを予測しながら、どの車線を選択し、どこへ移動させるか、障害物との間にどれだ
け空間があるかといったことを判断し、車両の安全な走行経路を決定する機能を実現できる。

自動運転・操作系技
術

認知系、判断系から入力される状況判断を基に想定進路を実際に走行するための制御を行う機能
を開発できる。これは、ハンドル、アクセル、ブレーキに対する人の操作を代替するもので、操舵、駆
動、制動に関する従来型の制御系に対して、統合的に制御指令を与える機能である。

HMI（ヒューマンマシ
ンインターフェース）

ヒューマンマシンインターフェースのうち、自動運転に係る乗員の意思と車両の間で、情報のやりとりす
る機能を開発できる。自動運転と手動運転のモード切り替えが安全に行えるように自動運転時の乗
員の意識状態を監視する機能、他のドライバーや歩行者など車両とその外部にいる人間とのコミュニ
ケーションの機能も含まれる。

第１階層カテゴリ
受講前 受講後

説明第4階層第３階層

- -

技
術
要
素

   

     

    

認知系技術

自車運動量の推定【H1】

走路車線検出処理

   

・障害物・周辺状況プレディクション（予測機能）
・経路計画・パスプランイング
・戦略プランニング

自動車統合制御（アクセル、ブレーキ、ハンドル操作）

・乗員モデル・歩行者モデル構築
・エンゲージメント認識（乗員の覚醒状況把握）
・自動運転・手動運転モード変換判断
・対話インタフェース

第２階層

センサー技術
（個別のセンサーのH/W,S/W、
信号処理などを理解し設計開発
または選定できる。）

センサーフュージョン環境認識技
術

（個別センサーの処理結果を統
合的に処理して、自動運転に必
要な周辺環境の対象物を認識す
る機能を開発することができる。）

自車位置特定技術
（環境認識結果と地図情報系
等のデータをもとに自車位置を特
定する機能を開発することができ
る。）

信号機・交通標識の検出処理

物体の認識とトラッキング処理

フリースペース検出処理

カメラ画像認識処理

LIDARによる計測処理

ミリ波レーダによる測定処理

超音波センサによる計測

GNSS等による衛星測位航法【H2】

自己位置推定処理【H2】

技術要素「物体の認識とトラッキング」の場合 開発技術「システムモデリングと分析」の例

レベル４ （最上級）[業界トップ水準]
新たな技術を開発できる

「物体の認識とトラッキング」について本質的に新しいアル
ゴリズムを開発する能力がある。

「システムモデリングと分析」業務を成功させた実績があ
り、「システムモデリングと分析」の新たな手法またはツール
を開発することができる。

レベル３ （上級）[指導者レベル]
作業を分析し改善・改良できる

「物体の認識とトラッキング」の既存アルゴリズムをテイラリ
ング、改良することができる。

指導者として「システムモデリングと分析」業務を経験し、
既存の手法やツールを改良することができる。

レベル２ （中級）[一人前]
自律的に作業を遂行できる

「物体の認識とトラッキング」適切なアルゴリズムを選び、
支援なしでソフトウェアを開発できる。

「システムモデリングと分析」の代表的な手法を用いて自
律的に開発できる。

レベル１ （初級）[半人前]
支援のもとに作業を遂行できる

「物体の認識とトラッキング」主要なアルゴリズムについて
支援を受けてソフトウェアを開発できる。

「システムモデリングと分析」手法を用いて、指導者の下で
開発ができる。

レベルK
(レベル0.5)

（知識保有）
知識を持っているが、実践経験は無し

「物体の認識とトラッキング」に関する代表的なアルゴリズ
ムを知っている。

「システムモデリングと分析」の代表的な手法を知ってい
る。

レベル無し
(レベル0) 知識、経験共に無し 「物体の認識とトラッキング」アルゴリズムの知識がない。 「システムモデリングと分析」の手法の知識が無い。

スキル
レベル 定義※１ 備考

基準（例）

ETSS
ベース

実施要領
・講座受講前に、ご自身の当該スキルを自己評価し、赤枠内に記入して下さい。
・講座受講後に、講座で習得した知識・スキルも踏まえ、再度ご自身のスキルを見直して、講座受講
前後で、変わったと思うスキルのみ青枠内に記入して下さい。
注意点
・あまり深く考えずに、直感的にお答えください。
・よくわからないところも含めて、全部の項目に回答ください。
・背景が灰色の項目は回答の粒度が粗いですが、「第2階層」欄や「説明」欄を参考にしながら、総
合的な評価結果を記載してください。
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ヒアリングには、計 5社に協力頂いた。企業一覧を下表に示す。 

 

表 5.2-1 ヒアリング協力企業一覧 

 

 

5.2.2.4  ヒアリング結果要旨 

ヒアリング結果の要旨を以下に示す。 

 

＜「人材育成プログラムの効果最大化」を想定したスキル診断の要件＞ 

 スキル診断サービスのニーズについて 

 受講メンバ選定や、育成施策の検討（例えば派遣先講座の入れ替えなど）において有

用【ユーザー企業 人材育成担当者】 

 項目の粒度について 

 第三階層レベルの粒度感が適切【ユーザー企業 受講者/ 事業者】 

 調査方式について 

 第三者によるアセスメントやクイズ形式などの調査ができれば、客観性担保の観点か

らより好ましい【事業者】 

 実務上は、自己回答（＋上司チェック）の形式でも問題ない【ユーザー企業 人材育

成担当者/受講者/事業者】 

 診断対象者 

 本来的には一次スクリーニングの観点から全社的な展開が望ましいが、関連性の高い

部署の従業員から実施するのが現実的【ユーザー企業 人材育成担当者】 

 

＜診断サービスのその他の活用性＞ 

 人材育成 

 従業員一人ひとりのスキルを定期的に定量的に把握することで育成施策に反映でき

る。育成施策には、上司-部下間での目標管理、全社的な研修計画の双方を含む。【ユ

ーザー企業 人材育成担当者】 

 業務アサインメント 

 新しいプロジェクトチームを組成する際の参考情報として活用できる【ユーザー企業 

受講者】 

 対外アピール 

 自社の抱える従業員の能力をわかり易い形で顧客等にアピールすることに活用でき

対象企業 部署 ヒアリング実施日 ヒアリング対象者

IT分野のスキル
診断事業者

講座受講者 人材育成
担当者

株式会社ネクストエ
デュケーションシンク

ソリューション事業部 2019/10/16 ○

株式会社エス・アイ・
エス

営業部 2019/10/31 ○

株式会社デンソー ソフト生産革新部
体制強化推進室

2020/1/7 ○

イーソル株式会社 管理部 人材開発課
他

2020/2/12 ○ ○

株式会社シーエー
シー

産業ビジネスユニット 2020/2/13 ○ ○
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る【ユーザー企業 人材育成担当者】 

 また、自社の経営層に対しても、自動走行分野において自社従業員が保有する能力や、

人材育成施策を通じた成長をわかり易く示すことができる。【ユーザー企業 人材育

成担当者】 

 対外的なアピールの観点からは、自己回答の形式ではなく、第三者によるアセスメン

トや、該当スキルを保証する資格試験があると望ましい。【ユーザー企業 人材育成

担当者】 

 

 ＜外部調達＞ 

 外部調達企業選定の基準として活用できる（他企業に対して強制力を持って診断サー

ビスを受検させることは現実的でないものの、業界スタンダードとなった暁には参考

になるはず）【ユーザー企業 人材育成担当者/受講者】 

 グループ会社など資本関係にある調達先の能力把握にも活用できる【ユーザー企業 

人材育成担当者】 

 

＜スキル診断普及に向けたポイント＞ 

 スキルの定期診断には、一定の労力がかかるため、人材育成をスキルの定量データに

基づいて実施するという組織文化から根付かせる必要がある。【事業者】 

 スキルの定期診断は、全社的に取り組んだものの、担当者の交代等推進力の低下に伴

い、やや下火になってしまった。【ユーザー企業 人材育成担当者】 

5.2.2.5  簡易スキル診断結果（非公開） 

ユーザー企業ヒアリングにおいて、受講者に依頼した簡易スキル診断の結果は非公開

とする。 

図 5.2-26は削除。
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「No.5：対外アピール」「No.6：外部調達」も特に自動走行スキル標準によるスキル診

断がデファクトスタンダードになった暁には有力なユースケースになりうると考えられ

る。 

 

表 5.2-2 スキル診断の活用可能性とその要件 

 

 

5.2.2.7  スキル診断普及に向けたポイント 

「5.2.1  人材不足感と他業界の人材分布に基づくシナリオ、人材確保策検討」で示し

たとおり、今後自動走行 IT人材の需要は、特に組込みソフトェアベンダーにおいて高ま

るものと想定されている。 

他方、スキルの定期診断には、一定の労力がかかるため、人材育成をスキルの定量デ

ータに基づいて実施するという組織文化から根付かせる必要がある点が事業者ヒアリン

グにおいて指摘された。実際ユーザ企業ヒアリングにおいても、ITSS、iCD等の定期スキ

ル診断がすでに定着している企業では、スキルの定期診断を所与のものとしてとらえる

傾向にあり、自動走行スキル標準のスキル定期診断導入は容易と認識している。一方、

従来定期的なスキル診断をしていない企業では、自動走行スキル標準のスキル定期診断

の導入に高いハードルを認識しているように思われた。 

従ってまずは、需要が多く、スキル診断が定着している組込みソフトェアベンダーを

中心に自動走行スキル診断の普及活動を重点的に行い、認知度を高めた後に、システム

サプライヤ、OEMに対する普及活動を行うステップが望ましいものと考えられる（図 

5.2-27）。 

 

＃ 想定されるユースケース スキル診断実現上の要件 備考

タイトル 概要 粒度（スキル項
目数）

診断方式 診断
対象者

1 認定講座受講者
の人選

認定講座を受講させるのにふさわ
しい人材を抽出する

第三階層程度の粒度 自己診断＋上司評
価が現実的

関連部署の
従業員

• 実際はNo 3の人材育成施策全体の検討
の一環として実施される

• 認定講座が前提スキルと習得スキルを明
示することで活用が促進される

2 認定講座受講前
後のスキル習得
の変化

認定講座を受講させた受講者の講
座前後での能力変化を定量的に把
握する

第三階層程度の粒度 自己診断＋上司評
価が現実的

所定講座を
受講した従
業員

• 認定講座受講後も定期的に（例えば半年
後、一年後）診断を行うことで、スキル
習得変化の詳細を確認することができる

3 人材育成への活
用

従業員の一人ひとりのスキルを定
期的・定量的に把握することで、
研修計画等に反映する

第三階層程度の粒度、
もしくはそれより細
かい粒度

自己診断＋上司評
価が現実的

関連部署の
従業員

• 組織のPDCAに定着させることが難しい
• ITSS、iCDの診断が既に定着しているIT

ベンダにおいては親和性が高いものと考
えられる

4 業務アサインメ
ントへの活用

従業員の一人ひとりのスキルを定
期的・定量的に把握することで、
チーム組成の際の参考材料とする

第三階層程度の粒度 自己診断＋上司評
価が現実的

関連部署の
従業員

5 対外アピール 顧客先（OEM、システムサプライ
ヤ）に対して、自動走行分野にお
けるスキルを保持していることの
証明とする

第三階層程度での粒
度

演習形式がより望
ましい

全従業員
（関連部署
の従業員）

• 大企業が調達要件に入れることがあれば、
スキル診断はデファクトスタンダードと
なり普及に向かうと考えられる

6 外部調達 組込ソフトウェアベンダ等協力会
社、委託会社の従業員に対して診
断を行い、調達先選定の

第三階層程度での粒
度

演習形式がより望
ましい

関連企業の
従業員

• 委託事業者に調査依頼を強制することは
偽装請負につながる可能性があるため難
しいが、グループ会社など資本関係のあ
る委託先の管理などは現実的に考えられ
る
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5.2.3  資格試験への反映に関するフィージビリティ検討 

5.2.3.1  調査の主旨 

自動走行スキル標準の成果の反映対象のひとつとして、自動走行ソフトウェア開発人

材のための資格試験が挙げられる。技術面に関する達成目標の基準としてスキルを適用

する。そこで既存のソフトウェア開発人材向けに用意されている資格試験について本調

査を通じて、自動走行スキル標準の成果の反映方策およびその実施に向けたフィージビ

リティを検討する。 

資格試験は、学科試験の他に書面審査や面接等によって実施される。本調査では、調

査対象を資格認定制度（方法）としてとらえ、資格試験を含む資格認定制度をスコープ

とする。またそのスコープから具体的なフィージビリティ検討の対象とする資格認定制

度を選定し、各々の特徴に合わせた観点を洗い出した上で、フィージビリティを検討す

ることとする。なお併せて社内資格についても処遇向上に向けた活用なども関係者ヒア

リング等を通じてフィージビリティを検討する。 

5.2.3.2  調査の位置付け 

前述のとおりスキル標準は、技術的な達成目標を提示しているとも言え、資格認定の

技術的な基準を示すためのツールとして活用し易く、その活用方先として資格試験を位

置付ける。また、自動走行システム開発人材の不足を補うための手段として、他事業分

野の人材を獲得することが挙げられることが多い。特に IT分野の人材が獲得候補となっ

た場合、実際に開発に資する能力を持っていることを判別するためのツールと言える。

そこで複数の資格試験を通じてその仕組みを整理する。我が国内での資格以外に国際資

格も有効な場面がある。海外においてシステム開発を行う場合、海外の人材に面する日

本側の人材が国際資格を保持していれば、各国の技術者に向けた有効なメッセージのひ

とつとなる。 

5.2.3.3  本調査で対象とする資格試験とその概要 

本調査ではソフトウェア人材（一部はシステム人材）に資する次の区分の自動走行ス

キル標準が関係する主要な資格試験をまとめる。1 

· 公的資格 

 法律に基づく国家資格のことである。我が国では情報処理分野については、次の認定

試験のみである。 

 情報処理技術者試験（ https://www.jitec.ipa.go.jp/ ） 

 
1建築・土木関係での典型例である技術士資格については本稿では取り上げないが、認定情

報技術者（情報処理学会）と連携している。 
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また学会が認定する資格であり、民間資格に該当するが、実際には国連に準ずる機関に

より定められた次の資格も公的な国際資格として取り上げる。 

 認定情報技術者 （情報処理国際連合資格）（ https://www.ipsj.or.jp/citp.html ） 

 

· 民間資格 

 学会や団体等でも受けている数多くの資格制度であるが、ここでは自動走行スキル標

準の技術項目に関係がありそうで、特に今回取り上げる研修に関係がある資格を取り上

げた。 

 Certified Systems Engineering Professional 

 （ https://www.incose.org/systems-engineering-certification ） 

 機能安全技術者（ http://www.jari.or.jp/tabid/274/Default.aspx ） 

 Certified Software Development Professional 

 （ https://www.computer.org/education/certifications ） 

 

· 民間研修受講証明書等 

 数多くの研修があるので、ここでは今回取り上げる研修に関係がある資格を取り上げ

た。 

 Nanodegree 

    （ https://www.udacity.com/course/self-driving-car-engineer-

nanodegree--nd013 ） 

 

なお、各資格については次節以降にまとめるが、表 5.2-3および表 5.2-4にてそれぞ

れについて全体の要点を整理している。 
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(1)  公的資格（国家資格）： 情報処理技術者試験 

【概要】 

情報処理促進に関する法律に基づく情報処理技術に関する我が国の唯一の国家資格であ

る。現在では「情報処理技術者試験」「情報処理安全確保支援士試験」の各試験からな

る。令和 2年 2月現在、9種区分の高度試験に加えミドルクラスの応用情報技術および基

本情報処理技術、情報セキュリティマネジメント試験、エントリクラスの ITパスポート

の区分が用意されている。 

· ITストラテジスト試験 

· システムアーキテクト試験 

· プロジェクトマネージャ試験 

· ネットワークスペシャリスト試験 

· データベーススペシャリスト試験 

· エンベデッドシステムスペシャリスト試験 

· IT サービスマネージャ試験 

· システム監査技術者試験 

· 情報処理安全確保支援士試験（情報処理安全確保支援士資格の試験） 

 

原則、毎年春と秋に（ITパスポートは随時 CBTによって）実施する試験により合格を認

定する。 

【スキル標準等との関係】 

 ITSS、ETSS、UISS の 3種のスキル標準の共通キャリア・スキルフレームワークで説明

できるように設定されている。また高度試験は基本的に ITSS レベル 4以上に該当する。 

【国際性】 

 アジアでは、ミドルクラスの技術者（一部は高度技術者も）試験については、アジア

各国と相互認証、もしくはアジア統一試験を行っている。 

【実施体制】 

 （独）情報処理推進機構（以下 IPAと略す）IT人材育成センター国家資格・試験部に

より運用されている。産学の有識者からなる試験委員（作成委員、チェック委員、選定

委員）により試験が作成され、IPAにより試験が実施される。試験は区分によって異なる

が原則春試験と秋試験の 2回の試験が毎年実施されている。 

【状況】 

 高度試験のエンベデッドシステムスペシャリスト区分の試験問題に自動走行に関する

問題が選定されたことがある。ただし、試験問題は毎回選考委員によって幅広い分野か

ら問題が選定されるため、現行区分のままでは自動走行の問題が出題し続けられる保証

はない。 

【課題】 
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 各区分は経済産業省の省令によって定められているため、自動走行に関する資格を追

加するには、省令を改定する手続きが必要となる。そのため、一定以上の時間が必要と

されるとともに、十分な受験者数と試験委員を確保できる区分であることを説明できる

必要があるため、現状は厳しい。 

 またアジア各国での開発については、自動走行スキル標準に合致する相互認証はみら

れないと考えられる。 

(2)  公的資格（国際学会の認定資格）： 認定情報技術者（CITP） 

【概要】 

 国連のユネスコの提案により設立された国際機関である情報処理国際連合（以下

IFIPと呼ぶ）により国際的に通用するソフトウェア技術者認証の仕組みに従って世界各

国の会員によるソフトウェア技術者資格認定のアクレディテーションがなされ、各国の

ソフトウェア技術者が国際 ITプロフェッショナル（以下 IFTP と略す）として認証され

ることになった。オーストラリア、カナダ等英国連邦諸国が先行していたが、情報処理

学会により認定情報技術者制度が整備され、我が国のソフトウェア技術者も IFTP として

認証されるようになった。なお、当資格の関連規格として ISO/IEC 24773;2008（ソフト

ウェア技術者を対象とする資格制度に対する比較の枠組み）が挙げられるが、この規格

の改定には、IT資格制度を実際に運営している IEEE Computer Society，INCOSE（The 

International Council on Systems Engineering）等の協力を得ている。 

 個人認定と企業認定の２通り用意している。企業認定は社内の認定制度を認定するこ

とになるため、より認定が難しいと言われている。 

【スキル標準等との関係】 

 基本、情報処理技術者試験の高度試験程度、つまり ITSSレベル 4以上の知識とスキル

を持ち、かつ上司からの報告による過去の実績に基づき審査が行われる。 

【国際性】 

 上述のとおりこの認定資格は国際資格も兼ねているため、国際的には有効と言われて

いる（ただし英国連邦の国々が中心である）。 

【実施体制】 

 情報処理学会資格制度委員会を通じて仕組みが策定され、有識者からなる審査員にて

審査が行われている。 

【状況】 

 情報処理技術者試験と異なり、審査員が書類の審査する仕組みとなっている。自動走

行スキル標準は iコンピテンシディクショナリとほぼ同様な枠組みをベースとして策定

されているため、有資格者のスキルを比較し実績を見ることで人材の抽出への活用可能

性があると考える。なおプロジェクトのプロファイルは個人ではなく、社内の評価者が

記載するので、客観性がある程度確保されていることも特徴である。 

【課題】 
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レガシーな IT技術者の認定とも言えるため、早急に ITSS+対応に移行する必要がある。

そのことから自動走行技術を持つ技術者層が少ない可能性がある。INCOSEの協力もある

ため、自動走行技術開発に必要とするシステムズエンジニアリング技術をもつ技術者認

定にも広がることを期待したい。 

(3)  民間資格：Certified Systems Engineering Professional（INCOSE） 

【概要】 

 INCOSEが用意している認定システムズエンジニアリングプロフェッショナル制度の資

格認定である。基本はスキルではなく Systems Engineerの Competency Frameworkとプ

ロジェクト経験で審査をされる認定制度である。3つのクラスに分かれていて、

Associate Systems Engineering Professional（ASEP）、Certified Systems 

Engineering Professional（CSEP）、Expert Systems Engineering Professional

（ESEP）と呼ばれている。ASEP は経験を審査されないため、助手的な技術者としての認

定だが、CSEPになると 5年以上の経験、さらにリーダ経験を要求する ESEPとなってい

る。 

【スキル標準等との関係】 

 INCOSE Systems Engineer Competency Framework をベースにしているので、スキルで

はないので、どちらかと言えば実地経験を要求されることになる。自動走行スキル標準

の Systems Engineeringのスキルはこの Framework をベースにしているため、研修によ

りすべてを認定するのは難しいと考える。 

 

【国際性】 

 システムズエンジニアリングは実質的に INCOSEが主体的に進めている技術でもあるた

め、実質的には国際資格と考えて良い。 

【実施体制】 

 INCOSEが実施している。 

【状況】 

 経験が必要なため、全体としての研修による習得にはかなり時間を要求する。そこで

部分的にはスキルとして表現し、研修を実施することは可能と考える。 

【課題】 

 自動走行分野ではシステムズエンジニアリングの重要性を様々な声として聞こえてい

る。他方、前述のとおり単独ではなく、他の研修と組み合わせることになると考える

が、受講生サイドに重要性の認識があるのかが課題である。 

(4)  民間資格： 機能安全技術者（JARI） 

【概要】 
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 JARI が提供する認定資格コースである。JARIは機能安全のトレーニングコースを抱え

ていて、機能安全技術の普及に努めている。3日コース、5日コースなどバリエーション

があり、また経営者向けコースやアセッサのコースも用意している。なかでも最終的に

試験をパスした受講者に対して機能安全技術者として認定する仕組みも用意していて、

この資格を継続して維持するためのコースも用意している。 

【スキル標準等との関係】 

 自動走行スキル標準との適合はしている。 

【国際性】 

 ISO26262準拠のトレーニングコースでもある。 

【実施体制】 

 JARI が提供している。 

【状況】 

 多くの場合、組織側で機能安全の技術者を必要としている企業が、技術者に受講させ

るケースが多いとのことである。 

【課題】 

 基本的に機能安全の学習にはグループワークを多く要求するため、e-learningにはな

りにくく、受講側の時間の確保が課題である。 

【備考】 

ISO26262に準拠する技術者認定コースは、TÜVが認定しているものなどいくつもある

が、例として JARIのコースを挙げた。 

 

(5)  民間資格： Certified Software Development Professional（IEEE） 

【概要】 

 IEEE-CS（Institute of Electrical and Electronics Engineers -  Computer 

Society）が提供する認定資格である。ソフトウェア技術者が実務で必要とするコンピュ

ーティングに関する中級レベルの知識を保有していることを確認することを目的として

いる。シラバスを用意しているが、基本は IEEEと ACM（Association for Computing 

Machinery）が定義しているソフトウェア工学知識体系（SWEBOK）に従っている。SWEBOK

は ISO/IEC 24773:2008のベースとなっている知識体系でもある。 

 CSDP は資格維持を重要としているため、資格更新の手続きを行う必要があるので、一

定の知識を持っていることが保証される。 

【スキル標準等との関係】 

 上述のとおりスキルではなくソフトウェア工学知識体系に従っている。 

【国際性】 

 IEEE は規格作りにも参加しているように国際団体と考えて良い。日本にも支部があ

り、試験が受講できる。 
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【実施体制・状況】 

 IEEE-CSが進めているが、我が国では日本支部がこの資格試験を実施している。 

【課題】 

 知識体系の試験になるが、かなりの問題数を短時間に熟す必要もあり、また資格維持

の活動も要求されているため、それ相応の負担がかかる。 

(6)  民間研修受講証明書： Nanodegree （Udacity、マツダ） 

【概要】 

 Udacityはプログラミング関係の題材を中心としたオンライン教育を提供する営利教育

機関である。提供されるオンラインコースは、自動運転技術の他にも幅広いプログラミ

ング分野をカバーしている。コンピュータビジョン、ディープラーニング、センサーフ

ュージョン等からシステム統合も含め、かなり密度の濃い教育を実施する。演習等も厳

しく、最後まで受講修了までたどり着くのが難しいと言われている。また演習は実践性

を高め、受講終章して Nanodegreeを手にした技術者は直接現場に出ることができるとの

ことである。 

【スキル標準等との関係】 

 直接は関係ないが、シラバスから類推するに自動走行スキル標準の内容と大きな違い

はないと考える。 

【国際性】 

 民間試験なので、国によらないため国際資格と同等の解釈できる。 

【実施体制】 

 Udacityが運営しているが、我が国では日本語版をマツダが用意している。 

【状況】 

 前述のとおり 1通り受講できればそれ相応の実力を得ることができる。なお、Tier Ⅳ

によると、TierⅣアカデミー受講者は、次のステップで Udacityを受講した場合、Tier

Ⅳのサポートが受けられるとのことである。 

【課題】 

受講修了に至らないことが多いことは課題である。しかし育成モデルを今後構築するこ

とで解決してはどうかとの意見もある。 

(7)  その他民間資格等 

その他、自動走行技術に関係すると思われる資格を以下に挙げる。他の学会系や団体

系のオリジナルな資格認定もあるが、どれもビジネスとしての位置付けが強いため、こ

こでは取り上げなかった。 

· 認定スクラムマスター資格（LSM） 
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 自動走行や MaaS開発などで自動車関係会社が積極的に導入しているアジャイル開発の

Scrumの資格認定である。Scrum Allianceの認定スクラムマスター（CSM）もあり、双方

とも Scrumの創始者が関係している資格である。 

· ISTQBテスト技術者資格 

 欧米のテスト技術者団体が定めた資格であり、日本の JSTQB テスト技術者資格が相互

認証されている。 

· プロジェクトマネジメント： PMP等 

 米国 PM協会の認定資格である。我が国においては PM資格として有名であるが、他方

で英国を中心とした PRINCE2もあり、我が国でも P2M等があり、過去の経緯もあり多数

の資格が存在する。 

5.2.3.4  資格試験の今後の取組みへの考察 

以上のように自動走行スキル標準との対応付け等の活用はある程度可能であることが

多いことがわかった。以下、考察をさらに加えた結果をまとめる。 

 

(1) 情報処理分野の広範囲の技術をカバーする人材向け試験に基づいた資格認定 

 情報処理技術者試験や CSDP等のどちらかと言えば情報処理の専門分野として広範囲の

知識・スキルを問う試験による資格は、自動走行スキル標準との直接の対応付けが難し

い。しかしながら自動走行スキル標準はその技術項目に関する知識の確認のツールとし

ても活用できる。そのため試験の資格認定を活用して技術的にレベルが高い、つまり基

礎力のある人材の確保には有効と考える。自動走行システムでは既存の車載ソフトウェ

アと比較して、コンピューティングに関する技術が求めるケースがあるからである。 

(2) 研修受講による資格認定 

 研修ベースの場合、自動走行スキル標準の一部とのすり合わせが可能である。特に講

座の内容と自動走行スキル標準との整合性等を確認できれば、より達成度の確認も明確

になる（5.0参照）。 

(3) 実践経験の審査も含む資格認定 

 CITP や CSEPのようにある実践経験も審査対象に含んでいる場合、一定レベル以上の資

格認定された技術者を獲得する場合、審査の際に用意された実践経験についてスキル標

準を活用してチェックすることで適合性が確認できる。特に CITP の場合、自己申告では

なく、本人以外が指定した実践経験に基づくところが重要である。ただしスキル標準ベ

ースの実践経験確認の方法論については、今後の検討課題である。 

(4) 社内資格制度による資格認定 

 社内資格制度の外部への有効性はその基準に次第であるが、給与に影響している場合

もありよりシビアな評価結果とも言える。過去 IT系の社内資格認定にはレガシーな ITSS

がその基準として利用されてきたことが多いが、自動走行技術をはじめとする新しい開

発には適合しないことが多く、独自に基準を定めている。CITPには個人認定だけでなく

企業認定制度があり、社内資格制度が CITPとして認証されていることから, 

処遇向上のためにも活用されている場合があり、前項のような活用が考えられる。 
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(5) 大学等の研修受講（証明書） 

 滋賀大学による機械学習の研修や、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメ

ント研究科によるシステムズエンジニアリングコースの企業内での研修、名大による車

載組込みシステムの教育等、自動車関係企業による大学の研修コースの利用が進んでい

る。自動車産業では大学にコースをつくる等、大学との連携を厭わない体質を持ってい

る。自動走行スキル標準を指標として、産学の連携による人材育成も考えられる。 
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5.3  自動走行スキル標準に基づく教育講座の整備 

5.3.1  教育プログラムおよび講座の策定シナリオの検討 

5.3.1.1  自動車業界の現状と課題 

自動運転車市場の拡大とともに、新しいソフト開発形態に対応した人材の仕事が拡大

するとみられる。2030年までに自動運転車は世界全体で 1,800 万台に到達する予測であ

り、運転手がいることを前提とした自動運転レベル３からレベル４、レベル 5へと進化

する見通しである。 

 

（出所）フロスト＆サリバン ジャパン 

図 5.3-1 グローバル自動運転市場の見通し（2016年～2030年） 

 

自動運転車開発では、ソフトウェア開発が主体となり、さらに、車載ソフトを開発す

るための各種開発ツールのソフト開発が 9割を占める。ソフト開発形態の展開に伴い、

自動車分野における新しい開発スキルを持った人材の仕事が拡大する。 

 

 

(出所) TRI-ADの資料を基に日経 X TECHが作成 

図 5.3-2 開発するソフトの 9割は開発ツールへと変化 
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人材育成のニーズに関する業界ヒアリングに基づきニーズを挙げると以下のとおりであ

る。 

 

作業部会 構成委員

伊藤 直紀 株式会社 デンソー AI研究部 AI応用研究室 室長
井野 淳介 日産自動車株式会社 電子技術・システム技術開発本部

ソフトウェア開発部 ソフトウェア設計グループ 主管
一般社団法人JASPAR 運営副委員長

益 啓純 株式会社ジェイテクト 研究開発本部 上席研究員
河野 文昭 株式会社アドヴィックス 技術統括部 主査
末吉 雅弘 パナソニック株式会社

オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
オートモーティブ開発本部 プラットフォーム開発センター
基本ソフト開発３部 ＡＤＡＳ開発課 課長

菅沼 賢治 公益社団法人 自動車技術会 電子・電装部 会長
高田 広章 名古屋大学大学院情報学研究科 教授
谷川 浩 一般財団法人 日本自動車研究所 ITS研究部 部長
田丸 喜一郎 独立行政法人 情報処理推進機構 社会基盤センター 調査役
丹羽 実 ルネサスエレクトロニクス株式会社 武蔵事業所3F SW S302

オートモーティブソリューション事業本部
車載ソフトウェア開発統括部 主管技師長

長谷川 勝敏 イーソル株式会社 代表取締役社長
平野 洋之 トヨタ自動車株式会社 自動運転・先進安全統括部

第２自動運転技術開発室 室長
藤原 正樹 日立オートモティブシステムズ株式会社

技術開発本部 技術プラットフォーム室 主管技師
三木 誠一郎 富士ソフト株式会社 ASI事業部 常務執行役員
母里 佳裕 株式会社本田技術研究所 四輪R&Dセンター

統合制御開発室 ADブロック 主任研究員
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 TierⅣ Autoware Academy講座により、自動走行プラットフォームを使いこなし、自

動走行認知系、判断系、操作系といった自動走行の中核システムを自律的に開発する

ことができる人材を育成する。 

 自動車業界では、自動走行車の開発スピードを加速するため、従来の自動車工学と

IT/AI 等の新しいスキルの両方を併せ持つ自動走行システム開発人材の育成を強化し

ている。現在、自動走行システムを開発する人材は、大手自動車メーカー1社で、1000

人程度（外部委託も含む）人材が不足すると見積るところも存在する。 

 本事業を通じて、TierⅣ Autoware Academy講座により、自動走行スキル標準の自動

走行プラットフォームエンジニア（キャリアレベル４）に求められるスキルをカバー

する講義・演習を提供予定。 

 

育成の規模は、自動走行システム開発 IoT人材育成の分野において新規に開発する講座

で年間 100人程度の受講が見込まれる。 

認定講座申請の見込みは、以下のようになる 3,4,5,6,7,8。 

 日本自動車工業協会、自動車技術会、一般社団法人 JASPAR、一般社団法人 組込みシ

ステム技術協会、一般社団法人 組込みイノベーション協議会などに加盟する組込み

ソフトウェアベンダー、システムベンダーの企業の従業員 

 上記以外の IT ベンダー、家電メーカー等の組込みソフトエンジニアで、自動車産業

に就職を目指す者 

 

  

 
3 TIER IV ACADEMY 自動運転システム構築塾 
http://4c281b16296b2ab02a4e0b2e3f75446d.cdnext.stream.ne.jp/randc/mirai/3_Autoware_LP.pdf 
4 自動運転システム構築塾 日経 BP 総研【公式】 
https://project.nikkeibp.co.jp/mirai/jusk1906/ 
5 慶應義塾大学大学院システムデザインマネジメント研究科各種講座（システムシンキン

グ講座等） 
一般社団法人自動車技術研究所 機能安全トレーニング 
http://www.jari.or.jp/tabid/274/Default.aspx 
6 JARI 機能安全（FuSa）サービスのご紹介 
7 マツダ株式会社、マツダの取組み ～ユダシティの活用～ 
Self Driving Car Engineer Nanodegree | Udacity 
https://www.udacity.com/course/self-driving-car-engineer-nanodegree--nd013  
8 名古屋大学 大学院情報学研究科 NCES 人材育成プログラム（NCES）enPiT-Pro Emb 車
載組込みシステム技術者の育成 車載組込みシステムコース 
https://www.nces.i.nagoya-u.ac.jp/NEP/index.html  
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5.3.2  教育プログラムおよび講座の設計と作成方法の検討 

第四次産業革命スキル習得講座の分野と同時に申請する講座の候補となっているのが

次の 3つの研修コースである。 

· Tier Ⅳ アカデミー（Tier Ⅳ）： 自動走行プラットフォーム・エンジニア 

· 機能安全技術者コース（JARI）： 自動車機能安全エンジニア 

· Udacity Self-Driving Car Nanodegree（Udacity、マツダ）: 自動走行システムエン

ジニア 

ここでは Tier Ⅳ アカデミーを例として講座の認定に向けた作業を説明する。 

(1) Tier Ⅳ アカデミー 

· 申請予定講座 

 自動走行プラットフォームソフトウェアを基盤として用いることにより、自動車工学

と自動運転の認知系、判断系、操作系、地図情報系などの新しい技術を統合化すること

ができる人材を育成するため、理論と実践を伴う先端的な教育を行う。 

＜講座で身に着ける知識・スキル＞ 

・ オープンソース・ソフトウェアにより自動運転を実現するための技術やスキルの全体

像について把握する。 

・ 自動走行プラットフォームを用いた演習により、センサー技術、3 次元地図情報にお

ける位置推定、物体検出、経路計画、車両判断制御などの主要機能の実践についてス

キルを習得する。 

実際の自動運転車を用いた走行実習によりスキルの実装を体験しつつスキルを習得す

る。 

 

 

図 5.3 -9 自動走行システム開発の人材（スコープ） 
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図 5.3-10 自動走行プラットフォーム・エンジニア講座の技術スコープ 

 

· 講座の概要 

【主なターゲット】 

- 自動車業界等において、自動車ソフトウェア開発の経験を通じて、自動車メカ制御、

安全系、セキュリティ、システムズエンジニアリング、モデルベース開発などの基礎

を習得している人材が、自動走行に必要なスキルを取得し、自動走行システム開発の

推進主体を目指しているもの。 

- 実際の自動車と自動走行プラットフォームを用いて、先進的な技術を実践し、その結

果を確認できる実習を含む。 

【狙い】 

- 認定を目指す TierⅣAutoware Academy 講座により、自動車工学と IT/AI 等の新しい

スキルの両方を併せ持つ自動走行システム開発人材へのスキル転換を促進すること

で、自動走行車の開発を推進する人材を十分に確保することを目指す。 

- TierⅣ Autoware Academy講座により、自動走行プラットフォームを使いこなし、自

動走行認知系、判断系、操作系といった自動走行の中核システムを自律的に開発する

ことができる人材を育成する。 

- 自動車業界では、自動走行車の開発スピードを加速するため、従来の自動車工学と

IT/AI 等の新しいスキルの両方を併せ持つ自動走行システム開発人材の育成を強化し

ている。現在、自動走行システムを開発する人材は、大手自動車メーカー1社で、1000

人程度（外部委託も含む）人材が不足すると見積るところも存在する。 

- 本事業を通じて、TierⅣAutoware Academy講座により、自動走行スキル標準の自動走

行プラットフォームエンジニア（キャリアレベル４）に求められるスキルをカバーす

る講義・演習を提供予定。 

· 事業概要 

【育成の規模】 

・ 自動走行システム開発 IoT 人材育成の分野において新規に開発する講座で年間 100 人

程度の受講が見込まれる。 

【講座申請の見込み】 

 以下のような個人からの講座申請が見込まれる。 

・ 業界団体加入の組込みソフトウェアベンダー、システムベンダーの企業の従業員 

・ 上記以外の ITベンダー、家電メーカー等の組込みソフトエンジニアで、自動車産業に

就職を目指す者 
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· スキル転換のための講座（開発講座） 

下図のとおり。 

 

出所： Tier Ⅳ提供資料 

図 5.3-11 Tier Ⅳ アカデミー講座の構成 

  

講座構成 講義・演習 概要

1.自動運転全体像

①自動運転概要 自動運転の現状について学ぶとともに、自動運転を実現するためのオープンソース・ソフトウェアであるAutowareや、自動運転を実現するために必要となるスキルに
ついて、学習します。

②技術的ポイント 将来的な完全自動運転の実現に向けた高精度地図、デジタルインフラ等のインフラや、LiDARなどのセンサー技術、運転データに基づく運転知能等の技術ポイントに
ついて学びます。

③遠隔監視・制御システム 今後の「レベル４」での自動運転実現に必須となる遠隔監視・制御システムについて、現在の法規制の状況や、ティアフォーがパートナー企業と共同で実施している取
組について学びます。また、遠隔監視・制御システムを支えているアーキテクチャや技術についても学習します。

2.ROS演習

①colconビルドシステム Autowareに使用しているROSとは何か？からROSを動かすことができる環境の構築を実施し、ソースコードからビルドを実施してノードを作ります。

②ノードの作成とトピックの配
信・購読

複数のノードを作成し、作成したノード同士でメッセージをやり取りします。

③TFの作成 複数のノードを作成し、それぞれのノードを移動させます。

3.Autoware演習

①導入 Autowareを動作させる為の環境構築を説明します。

②Rviz / データの記録・再生 ROSでデータを記録し、シミュレーター上で実際の走行データを再生します。

③センサーキャリブレーション LiDARで認識した物体を識別するために、カメラとLiDARのキャリブレーションを行う方法を習得します。

④３次元地図の作成 LiDARのデータを用いて自動運転に必要な3次元地図を作成します。

⑤自己位置推定 3次元地図と車両に搭載したLiDARのリアルタイムデータをもとに、自車位置を推定する方法を習得します。

⑥デモ（Vector Map Builder） 3次元地図に停止線・信号・横断歩道などの情報を付加できるツールを紹介します。

⑦物体検出とトラッキング カメラとLiDARから人・車など移動物体の検出、進行方向・速度を予測する方法を習得します。

⑧信号検出 カメラとLiDARから信号検出を行う方法を習得します。

⑨経路生成と経路計画 走行経路を自動運転車が追従するアルゴリズムを紹介します。また、シミュレーター上で追従結果を確認する方法を習得します。

⑪Decision Maker 事前に設定した道路の情報をもとに、停止線での停止、右左折時のウインカーの点灯等、道交法に即した自動運転ができていることを3次元地図上で確認します

⑫シミュレーター シナリオ機能等を持つ、より高度なシミュレーターを利用した動作確認方法を紹介します。

4.自動運転関連ビジネス、
技術解説

①完全自動運転時代のビジ
ネスチャンス

今後の自動運転市場の拡大のスピード、方向性の予測や、自動車が「個人所有」から「共有」に変化していく中でのビジネスモデルの方向性について紹介します。また、
Autowareの国際的な開発体制の状況についても紹介します。

②自動運転システムにおける
ディープラーニングの応用

自動運転でも活用されているディープラーニングについて、基本的な構造、仕組みを学習するとともに、物体検出・判別や運転判断等への自動運転での適用事例や今
後の期待される応用事例について、具体例とともに解説します

③自動運転におけるUI/UX 自動運転におけるUI/UXを紹介します。

④自動運転システムにおける
MR技術の応用

自動運転システムにおけるMR技術の応用について紹介します。

5.自動運転実習 実習 実際に自動運転車両に乗車いただき、アカデミーで学習してきた技術がどのように機能しているかを体験します。3次元地図を利用して、交差点の右左折や信号認識
による停止・発進などを体験する、Autowareと自動運転車を組み合わせた走行実習です。完全自動運転を体感することで、様々な技術課題や未来のビジネスが見え
てきます。
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5.3.3  第四次産業革命スキル習得講座制度の認定のための準備 

5.3.3.1  講座認定制度の概要と要件等 

厚生労働省は雇用保険の給付制度を活用した職業能力開発の取組みとして教育訓練給

付制度を創設している。他方、経済産業省は、将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に

貢献する分野における専門性の獲得や能力転換の促進等により社会人キャリア形成を図

り、企業・産業の競争力を強化するための教育訓練を行う第四次産業革命スキル習得講

座の認定制度を創設した。この制度は前述の教育の給付を制度の連携しており、対象と

なる教育研修講座と認定されることで、受講者は本人負担分について助成を受けられる

仕組みとなっている。 

(1)  講座認定に向けた要件 

 第四次産業革命スキル習得講座制度および厚生労働省 専門実践教育訓練指定制度は

次のいずれかの分野に該当することを要求されている。 

· 情報処理の知識および技術に関するもの 

· 情報処理の知識および技術の他の分野への活用に関するもの 

 

 コンピュータビジョンや AI技術等、自動走行では自動車分野への適用を行うため、後

者としての講座が対象となる。 

 自動走行分野の講座開設のための要件は次のとおりである。 

· 自動走行分野は現在のところ分野として認定されていないため、厚労省にて認可を受

ける必要がある。 

 さらに今回は次の要件を満足する講座となる。 

· 車載システム開発に関する講座は広く自動走行分野である。 

· 自動走行スキル標準をベースとし、ITSS レベル 4以上を達成する講座であることが説

明できる。 

· 実践的であるため、実践的な演習を含む授業のコマ数が全体の 1/2 以上であること。

グループワーク等は実践的な演習としてカウントする。 

· 修了試験等達成度を確認して、合否判定をする。 

· 業種転換等を促すため、e-learning等の現在就業中の人材の教育の支援をする枠組み

を持つこと。 

· すでに実践経験のある講座であること。ただし 25%程度の新規性は認める。 

· 研修機関として法人格を持ち教育経験が十分にあり、改善する枠組みを持っているこ

と。 
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· スキルレベル 2の技術項目： 「応用」までできる。 

 

 

表 5.3-6 改訂版ブルームのタクソノミーレベル分け 

 

 

表 5.3-7 スキルレベルとタクソニミーレベルの対応 

 

 

 

修了認定の仕組みをこの基準に従って試験や課題を設定することでスキルを達成したこ

ととみなせる。 

5.3.3.3  講座策定候補に対する注釈 

すでに実践している講座について当該認定講座とするために調整事項が発生した。そ

れについての注釈について簡単に説明する。 

(1)  TierⅣ 自動走行プラットフォーム・エンジニア 

演習を中心とした講座であり、次のような点に留意が必要であった。 

· 全体の時間が不足しているため、演習時間の増加を提案する。ただし会場の利用時間

も加味して有効なコマを検討する。 

· 全体的にスキルレベルが低い技術項目が多いため、スキルレベル 3の学習到達度につ

いて確認する。 

(レベル） （分類） （キーワード）

1.0 記憶する 認識、想起 長期的記憶から正しい情報を呼び出す

2.0 理解する 解釈、例証、分類、要約、
推測、比較、説明

読み物や教師の説明といった教材から、意味をとらえ、説
明する

3.0 応用する 実施、実行 学習した得た記憶を使って、現実課題に使う

4.0 分析する 区別、整理、原因究明 概念を部分分解し、それぞれの部分の全体への関連性を
説明する

5.0 評価する 確証、批評 基準・水準に基づいて効果的な判断を下す

6.0 創造する 部分同士を組み合わせて新たなものを作りだす。

（スキルレベル） （スキルレベルの説明） （対応する分類）

1 支援の下、作業を遂行できる 記憶する、理解する

2 自律的に作業を遂行できる 応用する

3 作業を分析し、改善・改良できる 分析する

4 新たな技術を開発できる 評価する、創造する
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(2)  JARI 自動者機能安全エンジニア 

機能安全単体ではなくシステムズエンジニアリングを加えたい。また実践的演習を含

む講座が不足しているために調整が必要となった。 

· 実践的演習（グループワーク）付き授業を追加する。 

· システムズエンジニアリング１日コースを追加する。 

· スキルレベル 3に相当する学習到達度を確認する。 

· 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科への依頼およびスキルレ

ベル 2に相当する学習到達度を確認する。 

(3)  Udacity（マツダ） 自動走行システムエンジニア 

非常に実践的であるため、当該講座としてフィットする。しかしながら次の点で説明

が必要となっている。 

· 実践的演習がグループワーク等の仕組みではなく、通常の演習のため実践的であるこ

との説明を作成する。 

· 同様にスキル達成度の説明を作成する。 

その上で、Udacityは課題を期限内に提出し終わらないと失格になるという厳しいコー

スであるため、受講前のトレーニングまで検討し、より多く受講修了資格を得られるた

めの仕組みも並行して検討が必要とも認識している。 
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ベルの目的を確実に反映して、かつ要素分析時に定義した範囲のセキュリティ機能に関

する要件定義を行うことで、開発活動で必要とするセキュリティ機能の要件を漏れなく

検討することができる。 

 

（出所）https://www.ipa.go.jp/files/000064396.pdf 

図 5.4-1 セキュリティ要件定義書作成手順 

 

1) 海外 MBSE採用事例：プジョー・シトロエン（PSA） 

 

PSA では、設計プロセスの改革においてシステムズ・エンジニアリングを採用した。 

当初は 80もあった基本的な設計成果物のテンプレートを 4分の 1に減らし、複雑なシ

ステムのシンプル化に成功した 

設計プロセスの改革のためにシステムズエンジニアリングの専門技術を有する

CESAMES9（フランスのコンサルティング会社）が協力した。 

PSA では、ADAS（先進運転支援システム）等の先進機能の開発が加わるなか、1つの機

能設計に関わるチームが 10に及ぶことがあった。混沌とした状況で、各チームの同期を

とるのが難しく、品質や出荷遅れ、コスト問題に発展するケースも生じたため、システ

ムズエンジニアリングを適用するために専門技術を有する CESAMES（フランスのコンサル

ティング会社）に協力を依頼した。 

サービスの開発とコンポーネントの開発については比較的うまくいっていたが、機能

の開発に問題があった。機能開発は、誰も担当者がいないか、あるいはあまりに多くの

担当者がいるという事態が起きていた。将来的な「設計の枠組み」がどうあるべきかを

提案し、すべてのマネージャと 30の戦略的ルールで合意した（例えば、1つの設計活動

につき担当者は 1人というルールなど）。さらに、設計活動の集約や人員の入れ替えと

 
9 CESAMES（Center of Excellence on Systems Architecture, Management, Economy & 
Strategy）は複雑なシステム・アーキテクチャおよびエンジニアリングを専門とするフラン

ス企業で、ダニエル・クロブ（Daniel Krob）氏が、2011 年に設立し、会長を務めている。

同氏は、INCOSE Fellow、フランス有数の理工科学校エコール・ポリテクニークの研究所

教授を務めている。 
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野にまたがるアプローチで、顧客のニーズをつかみ、競争優位性を保ち、予算内でタイ

ムリーに高品質で、革新的な製品を開発する上で不可欠となっている。調査は、 IPAが

ドイツの Fraunhofer IESE（フラウンホーファー研究機構）へシステムズエンジニアリン

グに関する実践状況調査・分析を委託したものである。様々なドメインにおけるシステ

ムズエンジニアリングの実践に関するもので、単一のドメインに特化したものではな

い。全体で、18 企業 20 名のインタビューを実施した。6 つのが中小企業、14 が大規

模企業として分類された。以下に、本調査・分析での参加企業名を示す。 

 

表 5.4-1 調査対象リスト 

 

（出所）https://www.ipa.go.jp/files/000056213.pdf 

 

製品開発の傾向：企業を SE導入に動かしている主な要因は、システム要求が複雑にな

っていること（60%）と、顧客の需要によって製品の種類がかつてないほど増えているこ

と（50%）である。これが、市場投入までの時間の短縮（約 55%）と併せて、現在のシス

テムズエンジニアリング導入への多大な圧力となっている。 

ソフトウェアの重要性：回答者の約 70%がハードウェア開発のみに由来する業種であ

ると答えたにも関わらず、企業の 85%以上がその製品ではソフトウェアが主要な役割を

果たしていると答えている。また、85%が開発予算の 30%以上（最大では 90%）をソフト

ウェア開発に費やしていると述べている。回答者の半数以上が、これは今後 5 年以内に

さらに増加するという予測している。 

システムズエンジニアリングの重要性：1（重要でない）から 10（存続のために不可

欠）までの範囲で、システムズエンジニアリングの重要度の平均値は 7.6 である。シス

テムズエンジニアリングは今でもすでに非常に重要だが、重要度は今後 5 年以内に 8.7 

にまで上昇する見込みである。 
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システムズエンジニアリングの課題：回答者の 80%が、変化に対応できる組織への改

革が第 1 の課題であると答え、複雑な要求およびインタフェースの管理（特にシステ

ム・オブ・システムズ：SoS）がそれに続く。 

システムズエンジニアリング・プロセス：大規模企業は基本的に ISO/IEC15288 およ

び 12207 のすべてのプロセス分野に取り組んでいるのに対し、中小企業は明らかに技術

的プロセスと実装プロセスに重点を置いている。 

複数のステークホルダー：システムズエンジニアリング・プロセスには、規模に関わ

らず全企業を通じて多様な専門分野と、それに対応するステークホルダーが関与してい

る。 

 外部サプライヤ：約 60%の企業では、外部ソースから供給される製品部品は 25%未満

に留まっている。その一方、3 分の 1 の企業が最大 50%の部品の供給を外部サプライヤ

に頼っている。 

システムズエンジニアリングの実践：すでに確立している実践のうちで企業が広く

（50%近く、またはそれ以上）適用しているのは、モデル駆動開発、要求開発、テスト駆

動開発、および検証と妥当性確認に関連する手法、技法、アプローチである。 

 影響を受けるプロセス：技術的プロセスとソフトウェア実装開発のプロセス分野

（ISO/IEC 15288 ならびに 12207 による定義）がシステムズエンジニアリングの実践に

おいて特に影響を受けていると、回答者の大多数が述べている。 

 仕様言語およびツール：80%を超える回答者が、主要な仕様言語として UML を挙げた。

大規模企業では、システムモデリングへの特化した言語として SysML を使用する傾向に

ある。30%が要求を、40%がシミュレーションツールを関連ありとして挙げた。 

 改善の可能性：システムズエンジニアリングの最大の改善の可能性は、仮想開発の増

強と、使用されるツール・チェーンの統合の改善にあり、どちらについても回答者の 

50%が言及している。 

 システムズエンジニアリングにおける能力・機能：組織／部署の大部分が、システム

ズエンジニアリング関連の能力・機能の向上を図る上で、内部および外部のトレーニン

グプログラムに依存している（それぞれほぼ 100%と 60%超）。 

 

4) システムズエンジニアリング・MBSE に取り組む会社 

 

国内で MBSE に取り組む会社 OEM,サプライヤが、２-3年の間で増加した 

MBSEのエンジニアリングサービスが可能な会社一覧、２-3年の間で増加した。 
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5) 情報処理推進機構のシステムズエンジニアリングについての調査研究報告 

 

IPA では、システム開発における課題の効果的かつ包括的な解決方法として、宇宙・航

空分野を中心に実績があり、欧米では一般的な製品やシステムへの適用が進み、有効性

が認知されているシステムズエンジニアリングが日本においても有効と考え、産業界に

普及・展開する活動に取り組んでいる。下記に各レポートがある。 

 システムズエンジニアリング導入の薦め 

 成功事例に学ぶシステムズエンジニアリング 

 ドイツ・欧州企業におけるシステムズエンジニアリングの実践に関する調査・分析

結果報告（2016） 

出所：https://www.ipa.go.jp/sec/our_activities/se.html 

 モデルベースシステムズエンジニアリング導入の手引き 

  出所：https://www.ipa.go.jp/files/000033609.pdf 

 

(2)  SOTIF 

1) 概要と目指す方向性 

 

SOTIF（Safety Of the Intended Functionality：自動車－意図した機能の安全性）

は、機能安全と相補的な関係性にあり、性能限界、誤操作など意図通り開発してもリス

クが残る問題について検討する。加えて、機械学習により未知のリスクの影響が大きい

可能性がある対象を扱う。 

誘発事象を特定してハザードを識別し、ハザードのリスク評価を発生頻度、制御可能

性（コントローラビリティ）、影響度（シビアリティ）によって行う。その評価を基に

許容可能なリスクに低減されるまで技術方策を適用する。 

SOTIFは、 性能限界等に関する評価対策に関する国際標準 ISO/PAS 21448として公開

された。 ISO 21448（SOTIF, Safety of the Intended Functionality）は 2018年 11

月策定開始、2019年 1月 PAS（公開仕様書）発表、22年発行予定。 

国内でMBSEに取り組む会社OEM

 トヨタ
 日産
 ホンダ
 マツダ

 株式会社ＳＵＢＡＲＵ
 株式会社小松製作所
 ジェイテクト
 パナソニック
 講演者：ヴィオニア・ジャパン株式会社

 小糸製作所
 株式会社リコー
 株式会社ニコン
 オリンパス株式会社

MBSEのエンジニアリングサービスが可能な会社

 CESAMES （仏）
 SOLIZE Engineering株式会社
 株式会社豆蔵
 サイバネットシステム株式会社

 株式会社電通国際情報サービス
 株式会社図研
 株式会社NTTデータエンジニアリングシステムズ
 株式会社エクスモーション
 株式会社オージス総研

 株式会社iTiDコンサルティング
 イノベーティブ・デザインLCC
 イノテック株式会社

ツール 提供会社
 Ansys
 ダッソー
 EA
 チェンジビジョン
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故障の回避、緩和を確認する機能安全に対し、 SOTIFは意図した領域内で適切に振る舞

うことを確認する。 

各国の取組みは以下のとおり： 

 国際標準：認識系に着目し ISO 21448を策定中 、現在は PAS（公開仕様書）のレベル 

 北米：従来標準に対して機械学習の影響を分析(NHTSA：米国運輸省テスラの事故分

析など) 

 欧州：AI 倫理ガイドラインを発行（High-Level Expert Group on Artificial 

Intelligence:AI HLEG） 

 日本：AI プロダクト品質保証ガイドラインを発行（QA4AI:AI プロダクト品質保証コ

ンソーシアム） 

 学会動向：欧州研究者を中心に、機械学習の安全のワークショップが発足 

日本の対応として以下のものがある； 

 経産省の「自動走行ビジネス検討会」で継続的な国際標準化への対応を行うと明示。 

 Jaspar：2018年に機能安全 WGで SOTIF小委員会を開始した。目的は、SOTIF ISO/PAS 

21448の共通解釈形成と実行の支援。 

 日本では、名古屋大学の松原豊教授が SOTIFへの日本側案を検討している。 

参考資料： The Safety of the Intended Functionality Report on ISO/TC22/SC32/WG8 

activities 

出所：http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-

32e.pdf#search='The+Safety+of+the+Intended+Functionality+Report+on+ISO%2FTC22%2

FSC32%2FWG8+ 

QA4AI: http://www.qa4ai.jp/QA4AI.Guideline.201905.pdf 

NHTSA:https://static.nhtsa.gov/odi/inv/2016/INCLA-PE16007-7876.PDF 

AI HLEG: https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation 

 

SOTIFに関して、自動運転領域での新しい課題が挙げられる； 

 自動運転車のセンサおよび認知アルゴリズム（機械学習、ニューラルネットワーク等）

は、たとえ故障がない場合でも、公称性能の限界が内在しており、うまく動作しない

ことがある 

 機械学習や他の AI アルゴリズムを安全規格（ASIL）に基づいて実装および検証する

ことは困難 

 高速走行中の自動車システムを問題発生後即座に安全な状態に遷移させることは困

難（フェールオペレーショナル） 

 

自動運転システムの自律性が高まるにつれて新たな安全上の懸念が生じる。たとえシス

テムエラーや無作為なエラー（宇宙線が原因のものなど？）がなかったとしても、シス

テムが安全上の問題を招いた時はどうなるのか。システムの意図された機能が安全上の

問題を招く場合など、新しい自動化技術によって生み出されるこの種の問題は ISO 26262

第 2版では扱われていない。第 2版では引き続き、安全関連リスクに対するハードウェ

アとソフトウェアのレジリエンスならびに、それらハードウェアとソフトウェアの作成

に使用されるプロセスに重点が置かれている。システム安全上の懸念は、SOTIF（Safety 

Of The Intended Functionality：ISO/PAS 21448:2019）の新しい規格の中で扱われる。 
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SOTIF（Safety Of The Intended Functionality） は、他のドライバの運転や天候な

ど、システム故障以外のリスク（誤使用や性能限界）を 想定して安全性を検討し、起き

た事態に対して適切に補正したり補完したりすることである．以下 のような諸課題の解

決が必要となる。 

   ・想定するシナリオは必要かつ十分であるか？  

   ・モデルは正しいか？正しく授受されるか？ （シミュレーションの妥当性）  

   ・各モデルを統合して車両として機能するか？  

   ・新機能追加やソフト変更に対応できるか？  

   ・合理的な要求性能定義と達成証明ができるか？  

  このような自動運転開発プロセスが PEGASUS プロジェクトで提案されている． 

 

2) SOTIF：新しい安全性評価に関する技術体系 

 

ISO/PAS 214448ので議論されているプロセスの構成は以下のとおりである。 

 

出所：Ansys「自動運転車の安全分析」 

 

3) 新しい安全性評価に関する技術体系 

 

SOTIFと ISO26262における作業と考え方の比較は以下のとおりである。 
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出所：Ansys「自動運転車の安全分析」 

図 5.4-2  SOTIF：新しい安全性評価に関する技術体系 

 

検討事項として以下のことが挙げられている： 

 トリガリングイベントの特定/影響評価とリスク低減のための機能変更を、 リスク

が許容可能なレベルに低下するまで繰り返す 

 トリガリングイベントの特定と対処を求める一方、技術はまだない。技術的課題と

してトリガリングイベント（エッジケース）の特定と対処 

 間違いを１件ずつ確認し対策するのは統計的機械学習にはない考え方  

  N. Becker. The Safety of the Intended Functionality, Report on 

ISO/TC22/SC32/WG8 
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出所：

https://www.jst.go.jp/crds/sympo/201906_JSAI/pdf/04.pdf#search='SOTIF%E3%81%A8%

E3%81%AF' 

 

4) SOTIF：Boschの取組み事例 

 

因果関係を図示する表記 GSNを使用して SOTIF 引数を視覚化した。識別されたトリガ

ーイベントの SOTIF影響分析を実行した後、クレームを分解することにより GSNで引数

を作成した。GSNには、各トリガーイベントに関連するリスクを軽減するために実行され

るすべてのアクティビティに必要なすべての情報とクレームが含まれている。 
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（出所）https://www.publickey1.jp/blog/10/post_103.html 

 

アジャイルソフトウェア開発宣言 

私たちは、ソフトウェア開発の実践 あるいは実践の手助けをする活動を通じて、 よ

りよい開発方法を見つけだそうとしている。  

この活動を通して、私たちは以下の価値に至った。 

  プロセスやツールよりも個人と対話を、  

  包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを、  

  契約交渉よりも顧客との協調を、  

  計画に従うことよりも変化への対応を、 

価値とする。すなわち、左記のことがらに価値があることを認めながらも、私たちは右

記のことがらにより価値を置く。 

 アジャイルは、IT 企業では拡大中で、シリコンバレー型のやり方を大手企業が取り

入れ始めた。 
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高度自動運転システムの安全性評価法構築に向け、国際的なトレンドであるシナリオ

ベースの検討を行っている。評価手法（ex.ドイツ国プロ：PEGASUS）の検証・確立につ

いて必要な研究・開発を実施している。 

 

（出所）https://seminar.tokyotobs-entry.jp/Symposium/download.html 

⑦自動運転の実用化に向けた日本自動車工業会の取組み.pdf 

 

日本自動車工業会は、高度自動運転システムの安全性を評価するための検証シナリオ

原案をまとめた。高速道路を中心に割り込みや合流、加減速など３１の運転シナリオを

挙げ、道路上で起こり得る状況を網羅的にカバーした。（JSAEの 2019 年春季大会フォー

ラムでトヨタ谷口氏が発表） 
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（出所）20190522_JSAE2019FORUM_高度自動運転向け安全性論証研究成果の紹介より 

https://www.jsae.or.jp/2019haru/program/program_01y1.html 
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5.4.1.4  スキル標準の改訂・具体化の在り方とマイルストーン 

各スキル項目は、それぞれの分野で適用され、常に改善と標準化が進んでいる。それ

ぞれの要点は次のとおり。 

システムズエンジニアリング：欧米 OEMは MBSEをサプライヤに要件化する動きがある

が日本 OEMは対応が進んでいない。規定はされているので標準化の着手は可能。 

SOTIF：新しい安全評価として ISO ISO21448として欧州、日本の自動運転業界では対

応を開始している。セキュリティ標準 ISO/SAE21434 との関係を明確化が必要。2020年後

半より標準化着手可能である。 

アジャイル開発：IT 分野では利用されているが、日本では OEMの一部が着手した段

階、安全関連系のプロセスとの整合性をとる活動が必要。2021年以降より標準化着手可

能。 

PEGASUS および安全性評価手法：PEGASUSは、ドイツで策定された評価フレームワーク

であるが、日本側は社会受容性という要素を加えた ISO化への提案活動を開始。2021 年

以降より標準化着手可能である。 

 

表 5.4-1 スキル標準の改訂・具体化に関する注目動向、成熟度、具体化の要件等の整

理 

 
 

 

  

対象技
術

対象スキル項目
（第1階層）

注目動向
（最近の動向で影響の大きい注目点）

関連スキル項目
(昨年度成果）

技術成熟度
スキル具体化の条件(時期）・留意点

SE
システムズエンジ
ニアリング

・ダイムラー、PSAなど欧州、米国OEMは対応進
み、MBSEをサプライヤーに要件化する動き
・日本OEMは対応開始、一部サプライヤは着手済み
・SERAガイドブック3.0でシステムズエンジニアリ
ングプロセス事例においてAutomotive SPICEに対
応予定（2020完成予定）

・安全関連系
・車載セキュリティ
・セキュリティ開発
・安全関連系（ISO26262、安全分析GSN手法
などが必要）
・新しい安全性評価
・新技術評価・管理

・OEMを中心に、2015年頃から適用が始
まっているが成熟レベルに差がある。
・UMLは、利用されているがSysMLについ
ては利用が多くはない。
・日本のコンサル会社はMBSE教育を開始
している

・対象システムのエンジニアリングだけが注目されてい
てニーズ分析など、上流工程など対応が進んでいない。

SOTIF 新しい安全性評価

・ISO化に向けて調整中（現在PAS）
・欧州、日本の自動運転業界で対応開始
・Bosch,  名古屋大学（松原豊教授）などGSNを用
いた安全分析手法を用いて検討している

全体でなにをすべきかがわかるのが重要
・新しい安全性評価
 ・AI・データ解析
・SE
・認知系、判断系、操作系に関するシミュレー
ション技術
・安全関連系（ISO26262、安全分析GSN手法
などが必要）
・車載セキュリティ系

・各社着手したばかりであり、これから
キャッチアップ要
・Boschはプロセスを公開している

「SOTIF ISO21448が、PAS（公開仕様書）レベルから
正式リリースされる2020年以降に、安全関連系、新しい
安全性評価、車載セキュリティ、セキュリティ開発技術
の４つのスキルを横断的にみて第3階層まで具体化・改訂
する。具体的には、ISO26262の第2版の安全性・セキュ
リティリスク分析と2020年後半に策定されるセキュリ
ティ標準ISO/SAE21434との関係を明確にして必要なス
キルを設定する。」

アジャイ
ル開発

アジャイル開発

・欧州のAutomotive Agile Confで機能安全への対
応について問題提起されている
・欧州、米国OEMは対応進む
・日本の自動車業界ではTRI-ADとデンソーで着手
している

・アジャイル開発
・SE
・安全関連系（ISO26262、安全分析GSN手法
などが必要）
・新技術評価・管理

・安全関連系のプロセスであるISO26262
との整合性をとるための手法が定まってい
ない。
・管理ツール、自動テストツールなど、日
本ではまだ十分浸透していない。

IT分野での人材が豊富に存在する。安全関連系のスキル
を追加すれば自動車で通用するスキルとなる。
・安全関連系（ISO26262、安全分析GSN手法などが必
要）
・アジャイルの手法であるスクラムマスターなどの特有
の管理スキルが必要

PEGAS
USおよ
び安全性
評価手法

新しい安全性評価

・欧州、日本の自動運転業界でシナリオベースの評
価方法について対応開始
・自動車技術会では、高速道路での検証シナリオの
検討・作成開始

・AI・データ解析
・SE
・認知、判断、操作、に関するシミュレーショ
ン技術
・安全関連系（ISO26262、安全分析GSN手法
などが必要）
・新技術評価・管理

PEGASUSプロジェクトでは、プロセスを
明確にして実証試験に着手している。ツー
ル、プロセスも定義されている。

PEGASUSは、ドイツで策定された自動運転システムの安
全性の評価フレームワークを定義することを目的として
いるが、日本側としてはさらに社会受容性という要素を
加えて、ISO化に向けた提案活動を開始している。スキ
ルがに関しては、2021年以降に具体化・改訂する
具体的には,安全性論証の基本的な調査と議論を進めさら
に、社会受容性の定義と標準化要件の検討を行い、さら
に工学的なアプローチと社会科学的なアプローチ（法
学、経営学、ヒューマンファクターズなど）と社会受容
性の関連性明確化などを目指して国際標準を提案する。
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5.5  まとめと提言 

自動車産業の大変革（CASE革命）が進展するなか、開発の核となる自動車工学とサイ

バーセキュリティを含むソフトウェアエンジニアリングの両方を担える人材は、我が国

において圧倒的に不足しているため、その発掘・確保・育成に向けた早急な取組みが必

要となる。 

経済産業省においては、世界に先駆けて、自動走行ソフトウェアにフォーカスしたス

キル標準の策定に取り組んだ。自動車ソフトウェアの開発は、技術の進歩と人材の育成

が両輪のように求められるもので、いずれか一方だけでは健全な発展は望めない。自動

走行ソフトウェアスキル標準は、その両面にまたがる重要な要素である。自動走行ソフ

トウェア分野は、急速な進化の途上にあるため、技術の成熟度を見極めながらスキルの

体系化を進めることが妥当である。 

本調査では、スキル標準の改訂・具体化に関する方針の検討、自動走行分野の人材不

足数の推計と他分野からの人材獲得の育成シナリオの検討、人材育成に必要な認定講座

のシナリオ検討と関係組織の調整などを行った。 

自動走行分野の IT人材不足については、主要な関係企業への調査回答に基づき、自動

走行分野における IT 人材不足数について世の中で初めて具体的な数字が明らかとなり、

人材獲得の育成の必要性が明確となった。 

CASE革命の進展に伴いこれまでの異なる大きな変化としてサイバーセキュリティ脅威

の拡大が挙げられる。実際にコネクテッドシステムの脆弱性により１４０万台リコール

に至ったケースもあり、危機感は極めて高い。セキュリティ脅威は自動車の安全性にも

深刻な影響を与えるため、スキル標準における車載セキュリティ、機能安全、セキュリ

ティ開発、新しい安全性評価等は一体的に検討・具体化することが必要である。国際的

には、WP29 における自動車セキュリティのレギュレーション、ISO/SAE21434 による国際

標準の検討が進められており、それらにも対応できる国産技術、人材育成は重要であ

る。このような自動車セキュリティの脅威に対応するためにも、自動車業界のみでな

く、長い歴史を持つサイバーセキュリティ業界と自動車業界が連携して、迅速に管理策

を実現していくことが極めて重要である。 
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第 6 章 まとめ 

 

6.1 平成３１年度の成果のまとめ 

 

 本事業は、2020～2030 年頃の実現が期待される、専用空間における自動走行等を活用

した端末交通システムを対象として、安全性・社会受容性・経済性の観点や、国際動向等

を踏まえつつ、必要な技術開発と実証を通じて、その社会実装に必要な技術や事業環境等

を整備することを目的としている。端末交通システムとは、基幹交通システム（鉄道やバ

ス等）と自宅や目的地との間、地域内といった短中距離を補完するラストワンマイルモビ

リティとも呼ばれる次世代の交通システムである。そこで本研究開発では、公共的な利用

を前提とし、専用空間を確立することにより自動走行技術を取り入れた地域の活性化等

につながる新しい交通手段の実現と社会実装を目指し、導入場所の特徴や事業性などを

鑑みて、低速の電動カートとバスという乗車人数の異なる車両を用い地域に応じたシス

テム等の開発を行った。2016 年度に小型電動カートの実証地域として 3 地域、小型バス

の実証地域として 1 地域の計 4 地域を選定し、2018 年度には、４つの地域において、特

に事業の成立性・ビジネスモデルの検証を主とした実証評価を実施している。 

2019 年度は、より早期の社会実装に向け、実用化見込みの高いと判断した福井県永平

寺町及び沖縄県北谷町において、2018 年度までの 1 カ月実証から６カ月程度に期間を延

ばし、低速自動運転車両による国内最長の長期の移動サービスの検証を実施した。さら

に、2018 年度まで日立市にて小型自動運転バスの実証実験を実施してきたが、事業性を

向上ために、より乗車人数が多いバスによる自動運転が必要として、2020 年度からの中

型自動運転バスによる実証実験に向けたバス開発とプレ実証を実施した。主たる成果を

以下に示す。 

まず、福井県永平寺町は、走路環境として自転車歩行者専用道路を用いており、一般車

両の流入が無いなどの限定された領域であり、遠隔型自動運転システムによる省人化の

実証を実施するなど、技術的に実現性の高い地域の 1 つである。2019 年度は、多数車両

の運用・受容実証（約１か月間）と長期移動サービス実証（約 6 か月間）を実施した。多

数車両の運用・受容実証では、運用する自動運転車両の台数を 10 台に増やし（同時走行

最大台数は 6 台）、また、運行の時間間隔を短くすることで、移動サービスの供給を充実

させ、最大需要確認と供給調整の実証を、2019 年 4 月 25 日~5 月 25 日の 5 月の大型連休

を含めた 25 日間実施した。実証の結果として、乗車者総数 2,457 人、1 日当たり平均乗

車数：98.3 人となり、1 日の最大乗車数の 1 位は 5 月 3 日の 229 人で、土日祝日実施の

12 日間では 1 日当たり平均乗車数は 148.3 人と、曜日による需要変動が大きく、観光需

要が多いことが分かり、考慮が必要となった。また、多数車両の運用に対する対応や安全

性については、支障なく実施可能であることが分かった。さらにこの実証結果を受けて、

2019 年 6 月 24 日~12 月 20 日の国内最長の地域事業者の運用による約六カ月間（122 日

間）の長期移動サービスの実証評価を実施した。この実証では、実用化を見据えた運行ダ

イヤとして、平日、土日祝日等の便数変更、定時運行、二路線制の試行、運休日の設定な

どの編成を行った。利用促進とて、パークアンドライドのための無料駐車場の設置や小学

校下校支援の試行なども導入した。実証の結果として、乗車者総数 3,570 人、1 日当た



433 

り平均乗車数：29.3 人となり、1 日の最大乗車数の 1 位は 12 月 1 日の 120 人で、土日祝

日実施の 52 日間では 1 日当たり平均乗車数は 44.5 人であった。季節や曜日による需要

変動は大きく、事業化には土日祝日のみの運行、冬期間の運行の可否の検討が必要であっ

た。また、空車便が多く、時間帯利用率も差があるため、運行時間帯や頻度の見直し、定

時型デマンド運行によるランニングコストの削減などの必要性を確認した。さらに、利用

率向上が必要であり、無料駐車場を活用したツアーの企画や乗車中のコンテンツ提供等

付帯サービスなどの検討を行っている。これまでの総走行キロ数は 15,000 ㎞を超えてい

るが、実証は自動運転のレベル２の位置づけで、ドライバの役割を持つ者が乗車して実施

していることもあり、ドライバによる早期対応により、接触や事故、ヒヤリハットは無

く、歩行者や自転車への対応で、ドライバによる早めのブレーキ操作による手動介入は

44 件であった。自動ブレーキ用のセンサは、正常に反応していたことから、ドライバの

感覚に合った減速仕様などに調整すると共に、歩行者等の認識の強化や音声での注意喚

起の調整などの今後の改善策を検討した。また、運行を停止するようなシステム故障など

は無かったが、さらに実用化に向けてはロバスト性、ユーザビリティの強化が必要である

ことを把握した。 

次に、沖縄県北谷町は、担い手となる事業者として、地域企業の出資による事業化の準

備会社が 2019 年 6 月に設立され、一部の走路で道路幅が広いことから道路左側に、専用

的に走行できる走路を設定区分した限定領域を設定することができるなど、実用化見込

みが高いと判断し、2019 年度は、長期移動サービス実証（約 6 か月間）を実施した。2019

年 7 月 31 日~2020 年 1 月 30 日に地域事業者の運用による約 6 か月間（138 日間）の長期

移動サービスの実証評価を実施した。この実証では、約 1.6 ㎞の走路を約 10 分間隔で同

時に 2 台運用し、実用化を見据えた運行ダイヤとしては、繁忙期は毎日運行で運行時間

も長くし、閑散期はこれまでの実績から火と水曜日に運休日を設け、運行時間を短くする

などの工夫を行った。これにより、需要、事業性、利用者の受容性などの評価、他の交通

への影響調査を行った。実証の結果として、乗車者総数 13,781 人、1 日当たり平均乗車

数：100 人となり、1 日の最大乗車数の 1 位は 12 月 29 日の 231 人、2 位は 8 月 17 日の

225 人と、年末や夏季の観光需要があるものの、観光客の推移に合わせた運行時間帯や頻

度の見直しが事業化には必要であることが分かった。利用率向上策として、車両のラッピ

ングを変えた結果、約 13％の向上が見られた。地域にあったデザインなどを取り入れる

ことの有用性が示された。実証中、ドライバによる早期対応により接触や事故は無かっ

た。しかし、商業施設に挟まれた一部の走路においては、歩行者が車道に進入（写真撮影、

後ろ向きも有）したことよる手動介入が 12 件、駐車場への進入左折車との接近時のドラ

イバによる早めのブレーキ操作が 1 件あった。これに対しては、今後、周辺歩行者に応じ

た速度制御、歩行者等の認識の強化や音声での注意喚起等の技術的な改善で対応するこ

とを検討した。また、観光客の他、物資搬入のための特定の業者による駐車が頻繁に発生

した。搬入車両へは協力要請したが完全には無くならず、走路表示（路面ピクトグラム）

の試行や駐車車両回避支援ソフトウェアの開発と試験を行っており、今後、実際の運用す

ることを検討した。さらに、運行を停止するようなシステム故障などは無かったが、さら

に実用化に向けてはロバスト性、ユーザビリティの強化が必要であることを把握した。 
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これまでの実証を通じての技術的課題に対する開発は、レベル４での運用に向けた開

発としても進めており、周辺認識技術などの向上として、AI 技術を活用した画像認識シ

ステムの導入により、横断歩行者やスマホ操作者の認識、乗降判断などによる自動発進や

制御判断部分の開発を行い、模擬実験などで検証した。歩行者の認識については、永平寺

町などの走路での試行を行い、安全性を向上できることを確認している。また、交差点へ

の対応としては、カメラや LiDAR などによる車載センサの強化だけでなく、見通しの悪

い交差点などでは、インフラセンサとして路側に LiDAR を設置し、自動運転車両に接近

車両の情報を伝達することを実験し有用性を確認した。さらに駐車車両などへの対応に

は、遠隔操作用の通信として、極低遅延通信装置の導入や誘導線上に駐車車両が存在する

際の回避の支援のため、三次元の LiDAR を用いた駐車車両回避支援ソフトウェアの開発

を行った。しかし、インフラセンサや車載センサや機能を増やすことでの対応は、導入コ

ストやメンテナンスコストが増加することになるため、今後、事業性を鑑みた検討が必要

である。遠隔型無人自動運転システムでの遠隔監視化と無人回送、複数台化に向けた開発

も進め、３台車両でのすれ違いなどを自動制御する管制システムの開発と模擬的な実証

実験を実施した。 

2018年度まで小型自動運転バスを用いた実証実験を実施していたが、2019年度からは、

事業性を向上するため、より乗車定員の多い中型自動運転バスについても、バスモデルを

確立するため、多様な走行環境において実証を行うものとした。これは、交通事故の削減

や高齢者の移動手段の確保等に資するものとして、バス事業者からの自動運転化の要望

の多い中型自動運転バスによる公共移動サービスの事業化と実装を目指したものである。

このため、2019 年 6 月に全国から実証実験を実施するバス運行事業者について公募を実

施し、１３事業者からの応募があり、外部有識者などによる厳正な審査を経て、2019 年

10 月に５つのバス運行事業者を選定した。選定した事業と地域は、茨城交通株式会社（茨

城県日立市）、大津市、京阪バス株式会社（滋賀県大津市）、神奈川中央交通株式会社（神

奈川県横浜市）、神姫バス株式会社（兵庫県三田市）、西日本鉄道株式会社（福岡県北九

州市、苅田町）である。また、2020 年度の本実証に向けた課題の抽出と技術検証を行う

ため、2020 年 2 月 3 日～29 日に、西日本鉄道株式会社を実証の主体とした自動運転バス

を用いたプレ実証を実施した。プレ実証では、小型自動運転バスを用いたが、開発中の中

型自動運転バスの搭載機能を見据えた技術検証と、実証地域の混雑状況を含めた乗客の

利用シーンを想定しながら安全性などを確認し、さらに、各地域での本実証のイメージと

効率的な実証評価の準備につながるように、他の実証地域への情報共有を図った。実証テ

ーマは、「空港と臨海部の事業所・住宅等をつなぐ交通網の確保」とし、朽網駅～北九州

空港の約 10.5 ㎞の既設のバス路線を用いて、1 日 5 往復程度で基本的に関係者を乗客と

して実証を実施した。プレ実証の結果は、事故なく 17 日間を無事に走破した。手動介入

は順調な状況では発生しなかったが、ACC の制動不足をドライバの判断で早めブレーキ制

動することや GPS による測位精度の劣化の影、急遽の道路工事による回避などが主な原

因となり、概ね 1～2 回/片道の頻度で発生していた。また、運転手からの意見として、現

地の走路での自動運転車両の自動制御などの調律初期の段階から乗務したことで、シス

テムの特性をより深く理解できたこと、逆に、プロドライバーの視点を、システムの調律
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を通じて反映したことに伴う安全性・円滑性の向上が図れたことなどがあげられた。これ

らの検証結果を、中型自動運転バスの開発と実証に活かしていく予定である。 

 

 

6.2 ２０２０年度の取り組み予定 

 

 今後は、①「遠隔型自動運転及びレベル３での移動サービスの実現のための実証評価」

として、事業性や運用性をより向上するために、遠隔型自動運転及びレベル３などでの移

動サービスの実現のための実証評価を実施し、移管可能な運用システムの構築と移管準

備期間としての試験運用による検証する。また、②「遠隔型自動走行システムでの複数台

車両の無人回送とレベル４の模擬実証」として、レベル４での運用に向け、複数台の自動

運転車両の運用において、車両内無人の回送を実現可能なシステムの構築と実証を行う。

さらに、③「中型自動運転バスの実証評価」として、昨年度に開発した中型自動運転バス

を用いて、公募選定した５つのバス事業者と地域において、1.5 か月以上の実証評価を順

次実施する 。これらと共に、民間において事業化のロードマップの精査や事業化に向け

た準備を進め、2020 年度の後半以降に、一部地域での自動運転移動サービスの本格導入

の開始と事業化につなげる。なお、技術面、事業面の課題について、引き続き、検討を行

いつつ、運営コストの精査やビジネスモデルの具体化を進め、実証で得られたデータの分

析・有効活用等を進めていく予定である。 
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