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論文概要（300 字程度） 

自動運転の社会実装には，実際の交通環境下で自動運転車両がどのように走行しているのかを，社

会に対して適切に伝えることが望ましい．実交通環境下での自動運転車両の走行データ収集は，その

ようなコミュニケーションの際に有用な情報をもたらすだけでなく，より高度な自動運転車両の機能

開発や運用上の工夫等の観点からも，有益な情報をもたらすと期待される．柏市柏の葉地区では，

2019 年 11 月から長期間実証実験として自動運転バスが営業走行している．この取り組みは，長期間に

わたり自動運転車両が走行していることから，将来的に自動運転車両が実装された際の状況に比較的

近い状態にあると考えられる．この自動運転バスにドライビングレコーダを搭載し，運転手による手

動介入時の映像データ取得を行い，介入時の周辺交通や道路環境の要因について分析を行う取り組み

を開始している．本稿では，この取り組みの概要を紹介する． 
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Abstract (100 words) 

 Communication with citizens about actual situation of automated driving taking an important role for implementation 

of automated driving technology. Data collection campaign in FoT bring basic and valuable data for those 

communications also functional development of automated driving system. In Kashiwa-no-ha area in Kashiwa city, the 

long-term filed operational testing by automated driving bus with driver is carrying out from November 2019. This FoT 

seems to be relatively similar situation of that with automated driving system implemented compared with other FoT. In 

this research the data collection campaign is started to study about factor when safety driver taking over control from 

automated driving systems. In this paper, the overview of this campaign is introduced.  
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1. 序 論 

 

自動運転車両による移動サービスの実現に向け

て，社会実装に向けた実験が全国各地で行われて



 

 

おり[1]，レベル 4 自動運転の実現に向けて，多

様な車両のタイプと交通環境下における技術的な

課題の抽出が継続して行われている．技術的な観

点での取り組みが多い実証実験の中でも，実際に

事業として運行を行い，事業性や社会実装に向け

た先導的な取り組みの側面も併せ持っている実験

も見られる．グリーンスローモビリティを利用し

た，レベル 3 自動運転車両を用いた永平寺町での

取り組みや，沖縄県北谷町での取り組みは，その

代表的なものといえる [2].  
このような取り組みに見られるように，自動運

転の社会実装は着実に進んでいるが，自動運転車

両を移動手段として利用者や住民，さらには既存

の交通参加者が受容できるのかどうかは，今後引

き続き議論すべき点の一つと目されている．自動

運転の様に，新しい技術の導入に当たっては，技

術的観点のみならず，倫理や社会など，非技術的

観点からの検討を行う，Ethical, Legal and 
Social Issues（略称として ELSI）の観点からの

議論が必要である．自動運転を受容するかどうか

について，その態度を調査した研究では，混在環

境下を走行することの交通リスク，個人データの

不正使用やネットワーク不正侵入のデータリスク

と故障が，認知されているリスクとして挙げられ

ている[3]． 
混在環境における安全でスムーズな走行は，自

動運転における重要な技術課題であり，その実現

に大きく寄与すると思われる技術はセンサ，特に

カメラや LiDAR による物体検知および認識の技

術である．安全な走行をどの程度実現できている

のか，これに必要なセンサから得られたデータは

どのように活用されているのかを，可視化するこ

とは，技術面での検討に資するだけでなく，社会

実装の際に求められる，社会とのコミュニケーシ

ョンにも資すると考えられる． 
柏市柏の葉地区では，スマートシティに向けた

取り組みの一つとして，レベル 2 自動運転バスを

2019 年より 2 年程度にわたり営業運転している．

この事例も長期にわたり自動運転を実際に運行し

ている事例の一つであると言える[4].図 1 に柏の

葉地区で運行されている自動運転バスを示す．加

減速および操舵における大部分の操作が自動化さ

れた，レベル 4 を目指した機能を持つ車両が用い

られており，通常は同乗するバス運転手による操

作を必要としない．ただし，レベル 2 自動運転と

しての運用を行っており，バス運転手が必要と判

断した際には介入し、運転操作を行うこととして

いる． 
本研究では，柏の葉における自動運転バスを事

例として，自動運転走行中のバスにおける運転手

による手動操作介入のデータを収集することで，

自動運転が実際に走行している状態を社会に対し

て可視化することを試みた．本稿ではこの取り組

みについて述べる． 
 

2. 自動運転活用におけるデータ利用の試みと課題 

 
自動運転車両は走行する際にセンサで周辺環境

を認識しているため，常にデータを蓄積しながら

走行している．そのデータを活用することで，自

動走行機能や性能の向上だけでなく，実際の交通

環境において，自動運転車両がどのように行動し

ているかを明らかにすることができる． 
混在環境における自動運転車両の安全性につい

ては，国内外で安全性の評価プロセスの構築に向

けた研究が進んでいる．乗用車における代表的な

事例としては，ドイツの PEGASUS プロジェク

ト[5]や，日本の SAKURA プロジェクト[6]が挙

げられる．これらの事例では，実際の交通環境を

観察したデータから，評価に供すべき交通シナリ

オの抽出や，これを用いた評価試験における判定

ラインの設定が試みられている．自動運転バスに

ついても，映像データを活用した分析が行われて

いる．例えば，自動運転シャトルに搭載した映像

から，自動で走行する車両と周辺交通参加者との

インタラクションを明らかにしようとする研究が

報告されている[7]． 
 

 
図 1 柏の葉地区での実証実験の様子．実証実験

に用いられている，自動走行機能を備えた中型自

動運転バス． 



 

 

自動運転システムの機能や性能を検討する際に，

ある程度の水準を持った，仮想的な運転性能を設

定して，システムの性能と比較する方法がある．

設定の方法としては，現在のドライバと比較する

方法や，理想的な性能を仮定する必要がある．し

かし，自動運転システムの開発者の立場では，性

能を明らかにすることは，開発上の秘密を含む場

合もあることから，慎重にならざるを得ない．ま

た，ドライバとの比較を行う際には，ドライバ属

性をどのように設定するかの考慮が必要となる．

運転技能が優れている，例えば，職業ドライバを

参照とする方法も考えられるが，運転技量が可視

化されることによって個人にもたらされる影響を

十分に説明し合意を得なければならない．これら

のことを踏まえると，自動運転車両のデータ活用

においては，公開，非公開，特定の処理をしたう

えでの公開等のトレードオフを伴う線引きが，今

後の課題であると考えられる． 
 

3. 柏 ITS 推進協議会による自動運転実証実験 

 

東京大学柏キャンパスが位置する柏市柏の葉地

区では，2019 年 11月より，柏 ITS 推進協議会の

もと，前述した自動運転バスによる営業運行を行

っている．この実証実験の背景や体制については

別途文献を参照されたい[8]．自動運転バスは，

つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅と東京大

学柏 I キャンパスの間を，平日と特定の日に限り，

1 日あたり 4 往復走行している．図 2 は実証実験

の走行ルートを地理院地図[9]に加筆したもので

ある．走行ルートには 5 カ所の交差点が含まれて

いる．このうち，1 カ所は十字路であり，残りは

丁字路である．自動運転バスは，発着点である大

学構内の前後および，駅前ロータリー内とその前

後は手動運転で走行する． 
2021 年 1 月からは中型の自動運転バス車両が

走行している．また，2021 年 11 月現在，開始時

よりも実証実験に参加する企業が増加しており，

信号設備などのインフラ機器を手掛けるメーカも

参加している． 
本実証実験は，一般の道路交通に混在して走行

する自動運転車両による営業運行を，2 年近く継

続して実施していることが特徴である．ここでの

取り組みは，将来，混在環境下において自動運転

車両が走行する状況を考えた時，導入後一定の期

間が経過した状況に近い状況にあるとみなせる． 

 

図 2 自動運転バス走行ルート（緑色の線）と実

証実験でのバス停車場所（緑色の丸） 
 
4.手動介入時データの取得 

 
本研究では，自動走行中の自動運転バスを対象

として，運行記録装置によって記録される映像や

数値データを用いて調査することとした．なお，

個々の運転手による手動介入データを扱うことか

ら，研究実施に際しては東京大学ライフサイエン

ス研究倫理審査委員会の審査を受けるとともに，

データ収集開始前に，自動運転バスを運転する可

能性がある，運行事業者に所属する運転手 7 名に

対して，データ収集の概要を説明し，インフォー

ムドコンセントを行い，データ収集に関する同意

を得た． 
データを取得するための運行記録装置としては，

市販されているデジタルタコグラフを利用した．

この装置に，自動走行中に運転手からの手動介入

があった際のトリガ信号を入力・記録した．トリ

ガ信号は次の 3 種類である． 
 
・ ブレーキ操作による介入 
（ブレーキオーバライド) 
・ アクセル操作による介入 
（アクセルオーバライド) 
・ 操舵操作による介入 
（ステアオーバライド) 

 
デジタルタコグラフには，エンジン起動時から

停止までの間，手動介入の発生場所や時間，累計

件数など，数値的なデータを常に記録している．

これに加えて，デジタルタコグラフにドライビン

グレコーダ（ドラレコ）も接続し，上記 3 つの操

作介入のいずれか（OR 判定）を検知した際には，



 

 

ドラレコのトリガが作動し，映像が記録されるよ

うにした．映像データは，トリガ信号が入力され

た時刻の 10 秒前から 5 秒後までの 15 秒間を記録

するイベント記録とした．図 3 にドラレコのカ

メラ配置を示す．6 つのカメラで，車両周囲の映

像を記録することができる．  
 

5. 介入状況の可視化 

 

手動介入の事例を統計的に可視化することで，

その傾向を把握する．本稿では 2021 年 9 月 1 日

から 30日までの期間における 20運行日に取得さ

れたデータを対象とし，統計的に処理したデータ

と，目視により確認した一部の映像データから推

察される点について，紹介する． 

 
図 3 ドラレコのカメラ配置．黒い四角は本研究で

のデータ取得のために取り付けたカメラである．灰

色線の三角形はおおよその画角を表す． 

 

 
図 4 手動介入発生場所の可視化例，緑線は実証

実験ルートを表し，青い丸は手動介入の発生が見

られた地点の大まかな範囲である． 
 

 

図 5  日毎の手動介入件数を可視化したボック

スプロット．朱色の線は中央値を表し，＋は外れ

値を表す． 
 
手動介入の発生場所を図 4 に示す．これは，

デジタルタコグラフの管理ソフトを用いて，前半

（9 月 1 日~16 日）と後半（9 月 17 日～30 日）

の間，いずれかの種類のオーバライドが，10 件

以上あった場所を作図し，これらのデータから．

オーバライドが多く見られた場所を，地図[9]の
上に円でしたものである． 
図 4中の地点A，I，Jは自動走行を行っている

区間の起点および終点に当たる．このため，自動

走行から手動での運転に切り替えるために操作介

入が多くなっていると推察される．地点Aは，東

大柏キャンパスへ向かう際に，自動走行システム

切り替えのために停車している状況から，走行車

線へ合流する地点である．地点 J は東大柏キャン

パスの正門に当たり，多くの運行では，ここで自

動運転を終了する地点である． 
地点 C，F とその周辺にあたる B，E，G は，

交差部に当たる地点である．他の交通参加者との

インタラクションが多いことから，運転手の判断

がより注意深くなり，操作介入の件数が相対的に

多くなっていると推察される． 
地点 D は，近くに住宅と公園，および，無信

号交差点，バス停がある地点であることから，同

様に運転手の判断がより注意深くなっていると推

察される． 
地点 H は単路部であるが，交差部となる（地

点 I）に近く，周辺施設の出入り口および，バス



 

 

停，無信号横断歩道にも近い地点である．また，

地点 I の交差点に向かい左折車線と右折車線が分

岐する部分の入り口にあたる地点であることから，

同様に運転手の判断がより注意深くなっていると

推察される． 
図 5 は，分析対象期間中に生じた手動介入件数

を種類別にボックスプロットとして可視化したも

のである．これは，運行日 1 日ごとに集計したデ

ータである．手動介入の中では，ブレーキオーバ

ライドの件数が多く，アクセルオーバライド，ス

テアオーバライドの順となっている． 
ブレーキオーバライドの中央値は 82 件である．

傾向としては，60 件程度を超える日が多く見ら

れ，日によっては 100 件を超えている． 
アクセルオーバライドの中央値は 35 件である．

アクセルオーバライドは，速度回復など，周辺交

通に影響を与えそうな際に発生していると推察さ

れる． 
ステアオーバライドの中央値は 18 件である．

ステアオーバライドは，主に駐停車車両の回避操

作や，その側面を通過する際に側方距離を保つ際

に発生していると推察される． 
ブレーキ，アクセル，ステアの各オーバライド

の間に見られる相関性を確認した結果を図 6 に示

す．図 6 は，横軸にブレーキオーバライド件数，

縦軸にアクセルオーバライド件数，円の半径をス

テアオーバライド件数として，各日のオーバライ

ドをプロットしたバブルチャートである．ブレー

キオーバライドは最小値が 58 件であることから，

オフセットがあるように見える．また，アクセル

オーバライドと，ブレーキオーバライドはそれぞ

れの件数に正の相関があると考えられる．すなわ

ち，大まかな傾向としては，ブレーキオーバライ

ドが多ければ，アクセルオーバライドも多い傾向

にある．これは，駐車車両回避のために減速した

のちに，速度を回復する場合の様に，ブレーキ操

作とアクセル操作が連続する状況の存在が推察さ

れる．一方，ステアオーバライドは，アクセルや

ブレーキのオーバライド件数とは単純な相関関係

はみられないことがわかる． 
可視化を行うことにより，ここで紹介したよう

なオーバライド状況に対する推察および仮説の設

定が可能となる．さらに，より詳細な分析を行う

ためには，個々のオーバライド時に記録されたド

ライブレコーダ映像の分析が必要であると考えら

れる． 

6. オーバライド発生時の状況の例および考察 

 
ドラレコ映像の詳細な分析は今後の課題である

が，今回取得しているオーバライド時の映像を一

部確認した際に散見された事例から，オーバライ

ドが生じやすいと推察される状況について述べる． 
道路環境により多くの手動介入が発生している

と推察される状況としては，無信号交差点や，無

信号横断歩道があげられる．いずれも，他の交通

参加者とのインタラクションが必要な状況である．

交差する方向に他車が存在する可能性がある無信

号交差点や，横断歩行者の十分手前で減速する必

要がある横断歩道などは，運転手の判断によって

減速を行う場合が生じていると推察される． 
その他の，交通参加者が関連するものとしては，

以下のインタラクションが多い状況があげられる．

一つ目は進行方向と交差するように動く他の交通

参加者が関わる状況であり，具体的には交差点右

折の際の対向車，交差点右折時および左折時にお

ける自転車・横断歩行者とのインタラクションが

必要な状況である．特に，周辺交通参加者との間

で譲り合いとされるインタラクションが生じる場

合，運転手が相手の意図を予測し，操作介入を行

う場合があると推察される． 
二つ目は，同一方向に動く交通参加者が関わる

状況であり，具体的には車線変更，追い越しの状

況である．車線変更は，駐停車車両や工事規制に

対応が必要な状況が詳細な例として挙げられる．

また，追い越しについては，駐車車両に加え，自

転車・二輪車へ対応が必要な状況があげられる． 
いずれも，自車と他の交通参加者との間でのイ

ンタラクションが求められる状況で，自車の行動

に対して他車が何らかの反応を返す状況ではない

かと推察される．以上に述べた，オーバライドが

見られると推察される状況は，他の実証実験にお

ける手動介入原因の調査結果でも既に指摘されて

いるものと同様である[10][11]．柏の葉地区での

取り組みにおいても，今後，ドライブレコーダ記

録映像を用いて詳細な調査を進めていく中で、同

様の事例が確認されるのではないかと考えている． 
他の交通参加者とのインタラクションが求めら

れる状況において自動運転システムへの手動介入

が多いという推察に基づけば，自動運転車両の走

行状況に関する適切な理解が社会の中で醸成され

れば，他の交通参加者に自動運転車両が期待する

反応を促すことも可能ではないかと考えられる． 



 

 

 

図 6 手動介入件数のバブルチャート，横軸は

ブレーキオーバライド件数，縦軸はアクセルオー

バライド件数，円の半径はステアオーバライド件

数を表す． 
 

7. 結 論 

 

柏の葉地区を走行する自動運転バスを対象に，

自動走行中に生じた運転手による手動介入状況の

データ収集について紹介した．また，得られたデ

ータの可視化がもたらす技術的な価値や，活用の

際に考えられる課題について述べるとともに，実

際に取得しているデータを可視化した事例につい

て紹介した．自動運転車両が実際にどのように走

行しているかが他の交通参加者に適切に理解され

ることは，社会実装において重要意義を有すると

考えられる．今後，計測されたデータの活用につ

いて，開発者，事業者，利用者の観点を含めなが

ら，さらに検討を進めていく予定である． 
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