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自動運転研究における 
S-イノベプロジェクトの位置づけ 

JST戦略的イノベーション創出推進プログラム（S-イノベ）シンポジウム 
 

高齢者の自立を支援し安全安心社会 
を実現する自律運転知能システム 

 
東京大学工学部2号館213号室 

平成28年9月8日（木）  14:00～17:00 

一般財団法人日本自動車研究所 

永井 正夫 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ただいまご紹介に預かりました東京農工大学のポンサトーンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、「市街地走行データに基づく人間・自動車・道路系の運転行動遷移モデルの構築」を題しまして、ご報告させていただきます。



１．内閣府SIP自動走行システム● 
    内閣府（警察庁、総務省、国交省、経産省） 
    府省庁連携の研究開発プログラム、協調領域の課題 
     
２．自動走行ビジネス検討会● 
    経産省・国交省 ・・・ 戦略的協調領域、出口イメージ 
 
３．自動車技術会 ・・・・・・・ 基準調和・標準、技術開発 
 
４．自動走行の制度的課題等 
    警察庁   ・・・・・・・・ 公道実験のガイドライン 
 
５．文科省・JST 高齢社会モビリティ 
    JSTーSイノベ： 先端研究開発（トヨタ・農工大・他）● 
    名大COI   ： 産学連携拠点形成 
 
６．日本学術会議 
    安全安心リスク検討分科会「車の自動運転検討小委員会」 2 

自動走行・自動運転に関わる最近の取り組み 

● 今回のシンポジウムで説明 



• 【文科省・JST】 

 高齢社会におけるモビリティ・運転支援システムについての産学連携

研究開発プロジェクトとして、日本科学技術振興機構（JST）の戦略的イノ

ベーション創出推進プログラム（Sイノベ）であり、次いで名古屋COI拠点

「未来社会創造機構」の活動である。研究期間はともに９年間。 

 
• 【内閣府＋警察庁＋総務省＋国交省＋経産省】 

 内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「自動走行システ

ム」である。ITS関連の各省ごとの取り組みに対して、府省庁連携プログ

ラムとしての画期的な枠組みである。関連して、各省庁の研究開発プロ

ジェクトが進められている。東京オリンピック２０２０年が一里塚。研究期

間は5年間（2014年度-2018年度）。 

自動運転の研究開発には、二つの流れがある 
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JST 高齢社会モビリティ研究 
• Sイノベ ： 先端研究開発と社会実装 

超高齢社会の到来 
移動手段の確保、近年の
交通事故形態 

運転支援から自動運転へ 
• 自動車産業とIT産業の融合 
• 課題の解決（事故削減・CO2・高齢者） 
• 新しい価値の創出への期待 
• 既存技術の延長と破壊的イノベーション 

高齢者モビリティの研究課題 
• 地方地域・低コスト 
• 健康で安全安心な生活と移動支援 
• 新しいモビリティの受容性 

内閣府SIP自動走行システム 
研究開発：協調領域と競争領域の切り分け 
• 協調領域・共通基盤 
• 国際連携 
• 次世代交通（オリンピック2020） 

課題解決 

地方地域の課題 
と期待 

官民ITS構想・ロード
マップ  

交通安全基本計画 
高齢者・歩行者・二輪車・
物流・労働人口 

自動運転の定義・分類 
人間と機械システムとのかかわり方 

• 名大COI： 産学連携拠点形成 
• 産学連携 ➡ オープンイノベーション 

自動運転研究におけるS-イノベプロジェクトの位置づけ（永井） 

国際競争と協調 

ヒューマンエラー90%以上 

科学技術基本計画 
超スマート社会、IOT, 
ICT 

産学連携 官民連携 

Society 5.0 自動走行 

自動走行2020 



 SIP自動走行システム (SIP-adus :  
Automated Driving for Universal 
Services) の実施体制を図４に示す。 
この推進委員会は、国際競争力の強化
とともに、交通事故削減、渋滞緩和、高
齢者支援等の国家目標の実現を目指し
て、競争領域と協調領域のすみわけ、研
究開発計画及び技術戦略の立案と出口
戦略に関して、官民一体で議論する場と
なっている。 
 
 重要な点は、４省５局（警察庁、総務省、
国交省（道路局、自動車局）、経産省）に
またがっているITS関連省庁の研究開発

推進担当者が、内閣府の推進会議のも
とに一堂に会して、官民一体で議論し推
進する体制になっている点である。研究
期間は5年間（2014年度-2018年度）。 

図４ SIP自動走行システムの実施体制図 

 

  1．内閣府 ＳＩＰ「自動走行システム」 
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（2016.4より葛巻清吾ＰＤ） 



図５ SIP自動走行システム研究開発実施項目（内閣府資料より） 

研究開発項目： 競争領域と協調領域のすみわけ 

 

  1．内閣府 ＳＩＰ「自動走行システム」 
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競争領域 



競争領域と協調領域 

7 総合科学技術・イノベーション会議資料より 

 

  1．内閣府 ＳＩＰ「自動走行システム」 
 



競争領域と協調領域   （代表的な事故形態に対応） 

自律型自動運転システム 

8 総合科学技術・イノベーション会議資料より 

 

  1．内閣府 ＳＩＰ「自動走行システム」 
 



3.1 ドライバモデルの有効性の検証 
 運転行動データベース構築；高機能ドライブレコーダ搭載の特別仕様実

験車による市街地走行データ収集実験の実施、地図情報／生体情報等
を用いたニアミス自動検出の手法、信号処理技術の応用による運転状況
自動分類手法の提案 

 ドライバモデル開発；先読み運転による危険予測アルゴリズムの開発、熟
練ドライバと同等以上の危険予測知能の実現、新型JARI-ARV の開発 

 ドライバモデルを用いた高度運転支援アプリ開発 
 
3.2 次世代周辺環境認識技術の開発及び実証 
 短距離・中距離センサを一体化した3D レンジセンサの開発、ロバストセン

シング技術の開発、悪天候時も含め、常時、広い範囲を高精度に計測する
技術の実現 

 
3.3 フェールセーフ設計技術の開発 
  システム異常時の安全確保機能システムの実現、 
  機能安全、フェールオペレーショナル設計 

経済産業省プロジェクト（JARI受託H28） 

 

 １．次世代高度運転支援システム研究開発・実証プロジェクト 
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 1. 背景・目的 
 自動走行分野において、我が国がサプライヤを含めた自動車産業全体

として世界をリードし、交通事故の削減をはじめとする社会課題の解決に

積極的に貢献するために必要な取組を、産学官オールジャパンで検討す

る目的で設置。 

 ①関係者が自動走行の将来像を共有した上で、 

 ②競争領域と協調領域を戦略的に切り分け、今後の取組方針を策定 

 ③国際的なルール(基準・標準)づくりに戦略的に対応する体制 

 ④産学連携を促進することを基本的な方向として確認 

 自動走行ビジネス検討会  報告書『今後の取組方針』 
 経済産業省・国土交通省  平成28年3月23日 

 

  2. 自動走行ビジネス検討会 
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 (1)将来像の共有と競争・協調の戦略的切り分け 
○自動走行(一般車両レベル2、3) 
  ・早ければ2018年までに、自動走行(レベル2)を実現する。 

  ・協調が重要となる8分野を設定 

    ① 地図、      ② 通信、     ③ 社会受容性、 ④ 人間工学、 

    ⑤ 機能安全等、 ⑥ セキュリティ、⑦ 認識技術、   ⑧ 判断技術 

 

○自動走行(一般車両レベル4) 
  ・中間とりまとめ以降、専用空間等でのレベル4を先行して検討。 

  ・一般交通との混在も含めたレベル4について、海外を含め幅広い関係者 

   の考え方を収集して検討を深める。 

 

 

  2. 自動走行ビジネス検討会 
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○隊列走行(トラックレベル2) 
  ・夜間長距離輸送等において、後続車両無人の3台以上の隊列走行を実現 

  ・技術面(電子連結の安全性・信頼性確保等)など解決すべき課題が多いこと 

   から、実現に向けて着実なステップを踏む。 

 

○自動バレーパーキング(一般車両レベル4) 
  ・2020年頃に、専用駐車場における自動バレーパーキングを実現する。 

  ・車両と駐車場の役割分担や標準化について、関係者の合意形成を進める。 

 

○ラストワンマイル自動走行(専用車両レベル4) 
  ・専用空間における自動走行(レベル4)により、過疎地等における新たな 

   移動サービスを実現する。事業性の成立するシステムを検討する。 

 

  2. 自動走行ビジネス検討会 



2.1. Sイノベ （戦略的イノベーション創出推進プログラム） ● 

研究開発テーマ（2011年度‐2019年度） 

「高齢社会を豊かにする科学・技術・システムの創成」 

研究課題 

「高齢者の自立を支援し安全安心社会を実現する自律運転知能システム」 

2.2． 名古屋ＣＯＩ拠点（2014年度‐2022年度） 
「高齢者が元気になるモビリティ社会」をめざし、文部科学省名古屋COI拠点

「未来社会創造機構」が、2014.4に設置された。ドライバの個性・能力に合わ

せて運転を楽しむことができるモビリティのため，自動走行というよりも、人馬

一体型の運転支援を目指している。 

  ５. 文科省・JST  高齢社会モビリティ  
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文部科学省・日本科学技術振興機構（JST） 
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高齢者の自立を支援し 

安全安心社会を実現する自律運転知能システム 

【16年度体制】 

・神奈川工科大学 創造工学部 V科 教授   井上秀雄（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ/兼 研究ﾘｰﾀﾞ） 
・トヨタ自動車（株） 未来研究部     主査     水越雅司（開発ﾘｰﾀﾞ） 
・（財）日本自動車研究所                所長   永井正夫  
・東京大学 高齢社会総合研究機構   教授   鎌田 実 
・東京農工大 機械システム工学専攻  准教授 ﾎﾟﾝｻﾄｰﾝ ﾗｸｼﾝﾁｬﾗｰﾝｻｸ 
・（株）豊田中央研究所  Project Manager    清水 司 

 ビジョン： モビリティが創り出す明るくアクティブな高齢者社会 

   仕事も遊びも、こころは現役。高齢者を元気にするモビリティ 

  ５. 文科省・JST  高齢社会モビリティ  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「高齢者の自立を支援し安全安心社会を実現する自律運転知能システム」についてお話しします。本プロジェクトは、活力ある高齢社会を目指し、JTSの戦略的イノベーション創出推進プログラムにて２０１１年より、進めているものです。どちらかと言えば、ボトムアップ的欧州のコンソーシアムに近い風土
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背景； 高齢ドライバ事故の動向 

平成に入ってから約20年間で、65歳以上の高齢者が第一当事者となる事故が、 
約4.6倍となっている 

加害者としての高齢者対策が必要 

  ５. 文科省・JST  高齢社会モビリティ  
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 高齢者の運転寿命の延伸 
 →運転したい、移動ニーズに対する「運転能力低下の不安」の解消 

 ヒトの潜在能力を引きだす技術へ 
 →熟練ドライバの能力を機械に反映し、高齢者を元気にする人間・機械協調システムへ 

高齢ドライバに対する協調運転の考え方 
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自動運転レベル（１～４） 

人
間

と
の

協
調

レ
ベ

ル
 S‐ｲﾉﾍﾞ

Proj. 

完全自動 

高
 

現ADAS 

協調運転 
Shared Control 

低
 

1           2           3          4 

  ５. 文科省・JST  高齢社会モビリティ  

人と車が協調して安全

にしていく方向が狙い 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
To realize such system, ADAS with autonomous driving intelligence   as a co-pilot is necessary.The key point is to get close to the expert driver behavior   who drives smoothly, and can anticipate the driving risk in advance.
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  安全運転の考え方； 熟練ドライバーの先読み運転 
10msec 100msec 1sec 10sec 

被害軽減PCS 衝突回避PCS 

    

車載センサ認識 

    ①通常走行 

５sec 

②潜在リスクを読む ③緊急回避 

事故発生 

自動運転 

熟練ドライバ ＝ 潜在リスクを先読みし、減速操作や操舵回避をする 

• ドライブレコーダ 
• ヒヤリハットデータ 
• タクシードライバ 
 
現状１１万件のヒヤリ
ハットデータ所有 
（東京農工大学） 
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  ５. 文科省・JST  高齢社会モビリティ  
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先読み運転知能を有し、必要時に操作介入するシステム 

①潜在リスク予測  ②Shared Control ③リーン地図利用 
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  ５. 文科省・JST  高齢社会モビリティ  

S-イノベ運転知能システム 
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潜在リスク予測モデル：熟練ドライバ、障害物移動予測、危険予知、リスクポテンシャル 

リスクポテンシャルの等高線図（駐車車両を避ける経路・速度パターンの生成アルゴリズム） 

遮蔽物から歩行者・自転車が出てくるかもしれないと予測し、安全速度で通過する 
自律運転知能システムを設計 

リスク高 

リスク低 

実際のヒヤリハットデータ映像 

１）運転リスク予測制御技術 ( Risk predictive driving control ) 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このような場面に、センサで見えてる部分のその先に、リスクのポテンシャル場を連続的に定義し、安全余裕として物理的な制御に反映されます。認識技術も大変、重要ですが、この様に、リスクを物理的に定義しドライバモデルとして、定義することも効果的です。これは、農工大ので実装ソフトを使ったシミュレーションですがスピードを落としながら、走っていく様子がわかります。
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Fｅｅｄｂａｃｋ 走行環境 Database ﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾀ Database 

Fun to Drive Optimum 
Eco-Drive 

Accident 
Avoidance 

•Local Driving Intelligence 

•ICT 

Vehicle 

•Global Driving Intelligence 
ヒヤリハットデータと事故リスク解析 
ダイナミックな用途への地図の進化 
etc. 

Big Data 

１） ＦＯＴの目的→ Cyber Physical Systemとして高齢ドライバの安心を構築 

•Cyber 

•Physical 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
I would like to show this slide again to conclude my presentation.Firstly, vehicle evolution will include driver assistance, and the autonomous driving intelligence of an experienced driver. ICT technologies will then link to this @, @, @ so that external information can be used when needed,  and fed back to the vehicle dynamically. @I believe that, by repeating the development process like this, @ the triad of vehicle, driver and road inter-communication  will become more intelligent, leading to innovative progress  in both traffic environments and individual driving  similar to an ecosystem evolution.  It is truly my dream.@
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２）社会レベルでの受容性検討  
 

知識モデル・ 
文脈理解 

道路文脈パラメータ 
(Driving context parameters) 

東京農工大学 
ヒヤリハットデータベース 高リスクシーン 

中リスクシーン 

低リスクシーン 

因果関係 
モデル構築 

道路状態 
乾燥路面 
湿潤路面 
凍結路面 

06:00-10:00（通勤） 

10:00-16:00（昼間） 

16:00-20:00（帰宅） 

20:00-06:00（夜間） 

時間帯 

道路形状 
単路，曲線路 
市街路・高速道路 
生活道路 
交差点，Ｔ字路 

直進走行 

加速中・減速中・定速 

左折・右折 

その他 

車両状態 

交通環境条件 
歩行者 
周辺車両 
自転車 etc. 
位置・速度 

ドライバ状態 

天候 
晴れ 
曇り 

雨 
（強雨・弱雨） 

雪 

ヒヤリハットデータベース活用による危険度推定の研究 → 統計的評価指標
の創出 （シーン分類＆リスク） 
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３）Ｐｒｅ-ＦＯＴと新評価法の策定 

模擬市街路でのＰｒｅ-ＦＯＴの実現 

JARI-ARV（拡張現実実験） 
仮想の車両や歩行者の飛び出し等を前方の 
リアルディスプレイ上に合成表示する． 

ＪＡＲＩ 模擬市街路 
（2017年4月より稼働） 

JARI-ARVを使って， 
通常運転，リスク発生時，緊急回避の各フェーズ 
におけるShared controlの効果を検証する． 



SIP大規模実証実験 
 ①ダイナミックマップ 
 ②HMI 
 ③セキュリティ 
 ④歩行者事故削減 
 ⑤次世代交通システム 
 
ビジネス検討会出口プロジェクト  
 ①高速道路（レベル２） 
 ②自動駐車 
 ③隊列走行 
 ④ラストワンマイル 

実験場所： 高速道 ＋ 限定的市街路 ＋ テストコース 
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  出口戦略  
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超高齢社会の到来 
移動手段の確保、近年の
交通事故形態 

運転支援から自動運転へ 
• 自動車産業とIT産業の融合 
• 課題の解決（事故削減・CO2・高齢者） 
• 新しい価値の創出への期待 
• 既存技術の延長と破壊的イノベーション 

高齢者モビリティの研究課題 
• 地方地域・低コスト 
• 健康で安全安心な生活と移動支援 
• 新しいモビリティの受容性 

内閣府SIP自動走行システム 
研究開発：協調領域と競争領域の切り分け 
• 協調領域・共通基盤 
• 国際連携 
• 次世代交通（オリンピック2020） 

課題解決 

地方地域の課題 
と期待 

官民ITS構想・ロード
マップ  

IT技術を大幅に取り入れた自動運転・スマートモビリティの実現 

交通安全基本計画 
高齢者・歩行者・二輪車・
物流・労働人口 

自動運転の定義・分類 
人間と機械システムとのかかわり方 

戦略的協調領域； HMI・受容性の検討； 標準と基準調和； 責任問題、法整備； 拠点整備 
産学連携、官民連携、共通基盤の整備 

自動運転研究におけるS-イノベ／実証実験の位置づけと今後 （永井） 

国際競争と協調 

ヒューマンエラー90%以上 

科学技術基本計画 
超スマート社会、IOT, 
ICT 

Society 5.0 自動走行 

自動走行2020 

SIP大規模 
実証実験 

ビジネス検討会 
出口プロジェクト 

JST 高齢社会モビリティ研究 
• Sイノベ ： 先端研究開発と社会実装 

• 名大COI： 産学連携拠点形成 
• 産学連携 ➡ オープンイノベーション 

産学連携 官民連携 



一般財団法人 日本自動車研究所 
永井正夫 

経済産業省補助事業 
「平成28年度 自動走行システム 

評価拠点整備事業」 

25 



デトロイト郊外 Connected Corridor 

M-City：  ミシガン大学自動運転研究施設 

公道実験 

摸擬市街路 

会員企業 

Connected and Automated Driving 
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JARI 自動走行評価拠点 完成予想図（全景） 
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 日本学術会議では平成27年度より、安全・安心・リスク検討分科会にお

いて、「車の自動運転検討小委員会」を立ち上げ、技術面ばかりではなく

非技術面の法学・社会学等の観点を加えて、総合的に自動運転に関わ

る諸課題について検討を始めている。引き続き、産学連携を含めてあら

ゆる角度から審議をしていく所存である。 
 
 
 
 
 

ご清聴ありがとうございます 
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 日本学術会議 工学システムにおける安全安心リスク検討分科会 
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