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ITSシンポジウム2020 企画セッション3「中山間地域とITS」

• 「道の駅等を拠点とした自動運転サービスの実証実験」概要

– 全国での実験状況

• 平成29年12月 徳島県三好市「道の駅 にしいや」を拠点とした実験

– 実験計画

– 実験実施中の状況

– 検証・評価

• その他

– 地域/モビリティ拠点としての道の駅の活用

– 高知県四万十市・中村駅周辺での実験状況
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「道の駅等を拠点とした自動運転サービスの実証実験」概要

 高齢化が進行する中山間地域において、人流・物流を確保するため、「道の駅」等を拠点とした自動運転サービスを路車
連携で社会実験・実装

生活の足の確保
（買物・病院、公共サービス等）

物流の確保
（宅配便・農産物の集出荷等）

地域の活性化
（観光・働く場の創造等）

貨客混載 3



「道の駅等を拠点とした自動運転サービス等の実証・実装に向けた取組状況

実施期間：H29.12/4～12/9
使用車両：アイサンテクノロジー
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かずら橋

大歩危峡

小便小僧

5
今回の実験地域

徳島県三好市での実験状況（実験地域の概要）

 日本三大秘境の一つの祖谷をはじめ、国の名勝天然記念物「大歩危峡」、ミシュラングリーンガイド（２つ星）に選ばれた
「祖谷街道」などが広範囲に点在

 日本古来の自然環境、三好市固有の歴史・文化が評価され外国人旅行者が急増

いや おおぼけきょう
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道の駅
「にしいや」

ホテル秘境の湯

ホテルかずら橋

かずら橋夢舞台

かずら橋

祖谷美人

祖谷ふれあい公園

＜凡 例＞

混在区間（レベル２）

走行方向

観光スポット

停車箇所
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地図：地理院地図（電子国土Web）

徳島県三好市での実験状況（実験地域の概要）

 「かずら橋」周辺地域では、周辺観光スポットや宿泊施設（含・温泉）を巡る二次交通が脆弱。
 検証シナリオとして「観光地の周遊支援」「宿泊施設の送迎サービス支援」を設定し、片道約3.6kmの運行ルートを計画。

6

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Gifu_Pref_Route_Sign_Template.svg
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徳島県三好市での実験状況（使用車両）
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車両
タイプ

トヨタエスティマ

乗車
人数

5人
（乗客2人+ドライバー1人＋助手1人

＋オペレータ1人）

全幅
全高
全長

車両
重量

2,385kg

走行
速度

最大40km/h（今回の実験）
（交差点、一部区間は10-20㎞/hの場合
有り）

 車両の概要  自動走行の仕組み
①地図・走行軌跡の設定
・MMSの事前走行により、高精度3次元地図を作成
・道路を始めとする周囲の環境を事前に３次元計測し、座標データを取得
・取得データを基に、各道路地物および自動走行車の走行レーン等を整備。

②自己位置特定
・LiDARで全周囲環境の形状を把握し地物との距離計算を行う。
・高精度３次元地図及びMMSで取得した３次元点群データを用いて照合を
行い自己位置推定をする。

モービルマッピングシステム：ＭＭＳ（専用車両）

LiDAR

③周辺環境認識
・LiDARによる障害物検知と併せ、カメラでの障害物認識を行う。
・信号の色についても専用のカメラで認識を行う。

④その他安全を考慮した機能
・緊急停止ボタン押下により安全に停止することが可能。
・ドライバー操作によるオーバーライド（手動割込み）機能を搭載。

車両セットアップ時の様子



徳島県三好市での実験状況（実験時の様子）

 平成29年12月4日（月）～9日（土）にて、合計126名が試乗。乗車前後にアンケート調査を実施。
 実験実施後、地域住民及び関係者に対するアンケート調査、ヒアリング調査を実施。
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走行状況
（一般車両とのすれ違い）

乗車前後の
アンケート調査

地元ケーブルテレビの
取材風景



徳島県三好市での実験概要（検証結果抜粋「道路・交通」）

 歩行者や路上駐車車両、右折車両等を回避するためマニュアル操作介入で対応。
⇒歩行者と自動車の分離、地域協力等による路上駐車削減などの対応が必要
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歩行者がいたため、
マニュアル介入で回避

自動運転のルート上に路上駐車車両が
あり、衝突の恐れがあるため回避

自動運転車両

直進すると思われ
た車両が、急に右
折したために回避
のため、ブレーキ

※右折時には直進
を妨げてはならず、
本来は自動運転車
両が優先



徳島県三好市での実験概要（検証結果抜粋「地域環境」）

 雨・雪・霧の環境下でも概ね走行可能であったが、雪を障害物として検知する場合あり。
 大雪・濃霧は今回の実験期間では検証できず。

⇒雪と障害物の識別や、荒天での走行を可能とする技術開発・検証が必要。
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降雪時（12月8日）の走行中、LiDARが雪を障害物と
して感知してゆっくりとしか前に進まなかったため、マ
ニュアル介入

雨（カーブ区間） 霧（秘境祖谷大橋）

降雪時（12月8日）の様子



徳島県三好市での実験概要（検証結果抜粋「社会受容性」（ご意見と対応案））

 乗り心地
 乗車モニターの６割からプラス評価。マイナス評価で最多は「アクセル・ブレーキの違和感」。

⇒アクセル・ブレーキの調整・改善により、さらなる高評価が期待できる。
※速度は「低速なので安心」「遅いと感じた」両意見あり。適切な速度設定について引き続き検証が必要。

 導入賛否
 地域への導入に乗車モニターの8割、住民の半数が賛成。自治体、観光･交通・物流の各関係者も導入に期待。
 観光客の個別ニーズに応じた周遊や荷物の積み下ろし等、人が介在しないとできないこともある。

⇒既存の公共交通との役割分担(ターゲット、路線・範囲等）が必要。

 信頼性
 「導入賛否」に比べ、自動運転の信頼感は十分には得られていない（特に地域住民モニター）。

⇒技術面での信頼性を高めるとともに、自動運転車の仕組み・挙動を理解してもらうための広報を実施。

 周辺交通への影響
 一般車両と実験車両の平均速度差は10km/h程度（一般車両41.8km/h、実験車両30.2km/h）。
 1時間1往復程度の実験車両運行では、一般車両の平均速度に変化は見られなかった（プローブデータ分析）。
 住民に低速走行車の存在を周知しておけば問題ないとの関係者の意見も得られた。

⇒自動運転車両である旨を、外国人を含めた一般車両や歩行者に伝わるよう、目立つステッカー等を車体に貼付。
⇒自動運転の走行ルートであることを示す標識設置や路面標示等を設置。 11



徳島県三好市での実験概要（検証結果抜粋「運営主体のあり方（案）」）

 自動運転サービスのビジネスモデル構築には、下記のような役割分担（案）が想定される。
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項目 内容 役割分担（案）

自動運転サービスの運営 • 自動運転車の導入
• 自動運転車による定時運行

バス事業者
又は自治体等

運営補助 • 運行期間・時刻表の調整
• 運営補助金

自治体

停留所における乗降支援 • 停留所への違法駐車への注意 各停留所の観光施設
事業者

自動運転サービスの広報 • HP、SNS、観光案内所等を通じた観光地や自動運転の広
報活動

観光施設事業者

道路側での対応 • (自動運転に必要となる)トンネル内へのマーカー等の設置
• 追い越しを考慮した幅員の整備
• ルート上への路面標示
• 適切な道路の維持管理

道路管理者

• 違法駐車の取り締まり 警察



その他１：地域/モビリティ拠点としての道の駅の活用（愛媛県松野町「虹の森公園まつの」）

 民間バス事業者との連携により、路線バスの終点を「道の駅」まで延伸
 利便性向上のため、路線バスとコミュニティバスが連携し、乗り継ぎダイヤを調整
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その他２：四万十市での自動運転実験（令和2年夏）

 公共交通空白地域の生活の足の確保、中心市街地の活性化等を念頭に高知県四万十市にて実験実施。
 カートタイプの車両を使用。結果とりまとめ中。
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【実験車両】
（ヤマハ発動機（株））

○埋設された電磁誘導
線に沿って走行

○運転手が監視しながら
の走行（レベル２）も可能

電磁誘導線

市役所・図書館

観光施設
（為松公園・郷土博物館）

地域活性化拠
点施設、商店街

病院・老人
福祉施設

病院

スーパー

ためまつ

土佐くろしお鉄道中村駅
公共交通の利用促進が課題

丸の内ハイランド地区
公共交通空白地区在住の高齢者の足の確保が課題

自動運転の走行ルート

市役所・丸の内ルート
（片道2.2km、片道約22分）

市役所・中村駅ルート
（片道1.8km、片道約20分）

高知県四万十市
市役所周辺

しまんと



補足

実験計画等の詳細については

下記ページをご覧ください。

• 徳島県三好市での実験：

https://www.skr.mlit.go.jp/road/selfdri
ving/index.html

• 高知県四万十市での実験：
http://www.city.shimanto.lg.jp/life/roa
d/autodrive/index.html
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外国人モニター（留学生）への乗車前説明

地元小学生の体験乗車

https://www.skr.mlit.go.jp/road/selfdriving/index.html
http://www.city.shimanto.lg.jp/life/road/autodrive/index.html



