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1. 学界の動向とITS Japanの活動

　2021年4月に『科学技術・イノベーション基本法』が改正された。この背景には、世の
中の急激なデジタル化等を受けて、大学や研究機関に対して新しい価値創造や産業界への
貢献などが期待され、産官学連携の必要性がより高まってきたことが挙げられる。この改
正では、特に、これまで科学技術の規定から除外されていた「人文・社会科学」を加える
とともに、「イノベーションの創出」が柱のひとつに位置付けられた。
　これに先立って、大学では、文理融合を志向した学部の創設や、ELSI（倫理的・法的・
社会的課題：Ethical, Legal and Social Issues）センターの創設などが進められ、また、革
新的なイノベーションを産学連携で実現（社会実装）する活動を推進し、『技術確立』にと
どまらず『社会課題の解決（社会実装）』をゴールにした学術研究が進められ、それととも
に、人文･社会科学に、社会との連携の舵取り等の役割が多いに期待されている。
　ITS Japanは、2018年のITSシンポジウムでELSIに関するセッションを取りいれ、自
動運転の社会実装やITSの更なる普及のために、産官学民の取組みを推進している。

第4章　学界のI TSの取組み

現在、日本が直面している大きな社会の変化として、少
子高齢化の進展、エネルギー・環境問題への対応、経済成
長の鈍化への対応、安全・安心の確保が挙げられる。地球
の温暖化や異常気象、自然災害の増加など様々な問題が発
生している一方で、世界の人口は増え続け、貧困層の増大
や食糧不足等が懸念されている。

ITS年次レポート2021の第4章の『学界の新たな動き』
の中で、文理融合、ELSI、市民参加による新しい社会づ
くり等が始まっていることを紹介したように、上記の様々
な課題解決には、自然科学だけではなく人文・社会科学等
の分野横断的な学際研究が必要で、日本でも活動が進めら
れている。

1）文理融合の日本の状況

世界的には、上記の課題に対してSDGsというわかりや
すい目標が設定され、企業の経済活動においても社会課
題に取組む機運が高まっている。また、EUにおいては、
ELSA（Ethical, Legal and Social Aspects）のような新し
い科学技術の分野の研究開発における倫理的・法制度的・
社会的課題への対応を発展的に継承した概念として「責
任ある研究とイノベーション（Responsible Research and 
Innovation：RRI）」が提唱され、イノベーションの早い段
階からの一般市民やステークホルダーの参加が提案されて
いる。

日本では、1995年に制定された「科学技術基本法」に対
して25年ぶりに実質的な改正が行われ、2021年4月に「科

学技術・イノベーション基本法」として施行された。注目
すべき点は、これまで科学技術の規定から除外されていた

「人文・社会科学」を加えるとともに、「イノベーションの
創出」を柱の一つに位置付けたことにある。

この動きは、2016年1月に閣議決定された「第5期科学
技術基本計画」の中でも、「倫理的・法制度的・社会的取組
み」の重要性に触れられている。

同様に、2021年4月に改正された基本法のもとで策定さ
れた「第6期科学技術・イノベーション基本計画」（2021年
3月に閣議決定）においても、Society 5.0（サイバー空間と
現実空間を高度に融合した、今後目指す社会の形）を実現
するためとして、文理を融合した総合知によってELSIに
対応することが必要だと記載されている。

また、科学技術振興機構では、2020年度に、ELSI研究
と方法論開発、ELSI人材の養成を狙いとする「科学技術
の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践
研究開発プログラム」を新設し、包括的・実践的にELSI/
RRIに取組む研究開発を推進している。

一方、大学の学部にも、2017年度から、データサイエ
ンス学部、都市科学部、共創学部などが創設され、文理融
合が少しずつ進展してきている。

例えば、九州大学では共創を「異なる観点や学問的な知
見の融合を図り、ともに構想し、連携して新たなものを創
造すること」と定義して、課題構想力や国際コミュニケー
ション力などを育て、「共創的課題解決力」の獲得を目指し
ており、所属する学生は文理どちらかだけの科目を選ぶこ
とはできないようなカリキュラムになっている（株式会社
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キャンパスクリエイト文理融合の取組事例より）。
更に、2020年4月に大阪大学に「社会技術共創研究セン

ター（ELSIセンター）」、2021年4月に中央大学に「ELSI
センター」が開設され、文理融合の取組みが進んでいる。

また、文部科学省は、2013年度に「革新的イノベーショ
ン創出プログラム（COI STREAM：Center of Innovation 
Science and Technology based Radical Innovation and 
Entrepreneurship Program）」として、10年後の社会で想
定されるニーズを検討し、そこから導き出されるあるべき
社会の姿、暮らしのあり方の革新的な研究開発課題を特定
し、既存の分野や組織の壁を取り払い、企業や大学だけで
は実現できない革新的なイノベーションを産学連携で実現

（社会実装）するとともに、連続的に創出する「イノベー
ション・プラットフォーム」の整備を進めきた。

日本の学術研究、技術開発は、ともすると今までは「技
術確立」がゴールになっていたが、今後は「社会課題解決」
を最終ゴールにするような取組みが進められ、この中で、
人文･社会科学に社会との連携の舵取り等の役割が期待さ
れている。

2）ITSシンポジウムにおける文理融合の議論

ITSは、インフラ、車両、情報システムなどの理工系の
技術中心に発展してきたが、ITSが本当に社会に受け入れ
られるために、社会の仕組みや個人・企業の行動など人
文・社会科学の視点も重要であり、これらの領域の議論も

行われるようになってきた。
2018年のITSシンポジウムの企画セッション『「AIと倫

理」の議論はなぜ噛み合わないのか？』では、AIの判断に
関する倫理の問題の多くが「平行線」で「噛み合っていな
い」ことが多いため、技術者、哲学者などと共にそのすれ
違いの理由の紐解きを行い、AIと倫理の問題の突破口に
ついて『技術が目指すゴールを人がどう使いたいか、どう
予測・最適・認識化していくかがキーである。』などの議
論がなされた。また、『自動運転がもたらす社会の変革』と
いう企画セッションでは、『社会科学の英知を集め、技術
との融合を図り、社会を設計して寄与していくことが肝
要。』などの議論が行われた。

3）学術研究の社会実装の取組み

文理融合・社会課題の解決・社会実装を目指した活動を
いくつか紹介する。
（1） 東京大学モビリティ・イノベーション連携研究機構
（UTmobI）の活動
2018年に発足したUTmobIは、2021年度の経済産業省

のプロジェクト「自動運転レベル4等先進モビリティサー
ビス研究開発・社会実装プロジェクト」（RoAD to the 
L4：Project on Research, Development, Demonstration 
and Deployment （RDD&D） of Autonomous Driving 
toward the Level 4 and its Enhanced Mobility Services）
の中の自動運転に関するテーマのひとつである『混在空間

図表4－1
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（2）自動運転の経済学的評価
ELSIは自動運転の中で議論されることが多いが、SIP

の中でも『自動運転の社会経済インパクト評価』等につい
て議論されている。

同志社大の三好博昭教授は、自動運転のアクティブセー
フティ技術（機能を搭載した車を守る技術）がもたらす経
済的性質について、“自動運転の購入者を守るだけではな
く、事故の相手方の乗員を守るという性質を持っている”
と述べており、最先端の機能を搭載する費用負担について
新たな考えを提起している。例えば、図表4－3において、
自動車Aに搭載されている衝突軽減ブレーキは、自動車A
のスピードを可能な限り減速させることで、自動車Aの
ドライバーを守るが、それだけでなく自動車Bのドライ
バーへの影響をも減少させるもので、自動車Aのドライ
バーも自動車Bのドライバーも受益者になる。この衝突軽
減ブレーキを搭載するコスト負担について、当該機能を搭
載した車のみで費用負担しなくてもよい可能性があるとい
う新たな考え方を経済学の立場から提案されている。

このように新しい技術を社会実装する場合、その技術の
達成度だけではなく、その技術の導入によってもたらされ

（出典：産学官連携拠点の展望と
東京大学 モビリティ・イノベーション連携研究機構（UTmobI））

（出典：スマートモビリティチャレンジ in中部）

（出典：SIP-adusWorkshop2021
『自動運転の社会経済インパクト評価』より）

図表4－2

図表4－3

図表4－4

る倫理的な問題、公平性の問題、都市構造等の問題など広
範な分野での研究がますます必要である。

でレベル4実現のためのインフラ協調や車車間・歩車間通
信連携などの取組み』を受託し、民間企業も交えて25年度
の社会実装を目指した活動を開始した。

また、UTmobI、日本自動車研究所、産業技術総合研究
所が連携し、自動運転やモビリティサービスの創出と社会
実装を推進していくことが公表されている。

（3）名古屋大COIの活動
名古屋大学未来社会創造機構モビリティ社会研究所の森

川高行教授らのチームは、高齢者が元気になるモビリティ
社会をつくるために、「モビリティブレンド」というモビリ
ティサービスを生み出し、中山間地域、オールドニュータ
ウン、地方都市など、公共交通が不便な地域を主な対象地
域として、もともとその地域にある交通手段と、新規に導
入する手段をその地域にあったかたちでうまくブレントし
て、利便性の向上と選択肢の多様化を図ることを目的とし
ている。地域住民が主体的に動いてもらう体制を作り、地
域に入り込んだ持続性の高い活動を推進している。
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2. 第19回ITSシンポジウム2021

1）概要

ITSシンポジウム2021は、ITS Japanが主催、岐阜大学
が共催する形で実施することとし、2021年3月にプログラ
ム委員会第1回を開催して、プログラム全体の企画を開始
した。

当初は、リアル開催を想定して進めていたが、2021年
夏の新型コロナウイルス（デルタ株）の猛威による感染拡
大を考慮して、オンライン開催に切り替えた。

2020年度に続き、オンライン開催2回目となる今回は、
従来のリアル開催に近い運営を検討し、昨年度は実施でき
なかったポスター発表でのショットガンを復活させるなど
の改善を行った。プログラムについても、今回で第19回
目のシンポジウムとなることから、社会課題解決の手段と
してITSを考え直すきっかけづくりをすることに主眼を置
いて基調講演や企画セッションを検討するとともに、従前
は、最後の総評にのみ登壇していたプログラム委員長に、
開会式の実行委員長、主催者代表の挨拶に続いて登壇して
いただき、今回のシンポジウムの開催の趣旨等を説明する
時間を設けるなどの改善を行った。

以降の項で、それぞれの詳細を説明する。

2）開催挨拶

（1）実行委員長：岐阜大学　森脇 久隆　学長
新型コロナウイルス感染の影響に

より、あいにくオンライン開催と
なったが、特定非営利活動法人ITS 
Japanと協力し岐阜からITSシンポ
ジウムを配信できることを大変うれ
しく思っている。本シンポジウムは
岐阜大学が所属する東海国立大学機
構の掲げる研究目標に合致した未来のモビリティ社会の実
現に向けた議論をする場として大いに期待している。岐阜
県は日本の中心に位置し、山と川に囲まれた自然豊かな地
域であり、また、岐阜県には都市化された地域、ベッドタ

ウンとして発展した地域に加え、日本有数の観光資源を有
する地域がある一方で、人口減少に悩む地域も多く、日本
の縮図と言える場所である。この岐阜の地でITS技術を活
用した新しい交通システム、交通サービスといった未来の
交通の在り方を議論するシンポジウムが開催されることは
大変意義深いものと考える。本シンポジウムでは『ITSは
社会にとけこんだか』をテーマに設定し、ものづくりに徹
したITSから脱却し社会に溶け込むためのことづくりへの
転換に関して議論する。このシンポジウムが皆様にとって
みのり多いものになることを心から祈念する。

（2）主催者代表：ITS Japan　佐々木 眞一　会長
新型コロナウイルスの影響は当初

の我々の予測を超え長期に亘り、全
世界規模で蔓延が続いている。今年
こそはと願っていたが、やむなくオ
ンライン開催となった。今回のシン
ポジウムのテーマは、『ITSは社会に
とけこんだか』というもので、非常
に時宜を得たものである。これまでITSは、私たちの実社
会において、特に一般の方がその実態を実感するところま
ではまだまだ至ってないというところが現実ではないか?
今一度立ち止まり、社会におけるITSの実現度を検証し、
その浸透のためになすべきことをもう一度皆で確認すると
きであり、また、世界レベルの課題であるエネルギー、自
動車の新たな進化であるHMI、そして今回の主要テーマ
の社会への浸透、これらに関する最新の知見が聞ける大変
貴重な機会である。このITSシンポジウムは、交通、土木
などの理工系の分野、ならびに行政、経済学、心理学、法
学など社会科学分野を融合した、分野横断的、学際的な議
論の場である。この2日間、活発な議論により、より高い
価値創造が加速し、多くの知見を得ていただけることを期
待して私の挨拶とさせていただく。

3）はじめに
　 プログラム委員長：岐阜大学　倉内 文孝　教授

本来ならば皆様を岐阜に招き、対
面にてシンポジウムを開催したかっ
た。11月末の段階では早々にオン
ライン開催としたことを若干後悔し
ていたが、ここにきて新型コロナウ
イルスの新たな変異株が発生してお
り、混乱を回避できてよかったと前
向きに考えている。

（P.118 に詳細プログラム掲載）

図表4－5　第19回 ITSシンポジウム2021
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今年のITSシンポジウムのテーマを「ITSは社会にと
けこんだか」と設定した。日本のITSは1995年横浜での
ITS世界会議の後、1996年7月にITS全体構想が公表さ
れ、その後精力的に研究開発が進められ、さらには2004
年名古屋大会より「セカンドステージへ」と銘打って社会
実装を加速してきた。また、2009年に広島で開催された
第8回ITSシンポジウムでは、「社会に溶け込むITSへ」と
題して、ITSが社会に貢献する姿勢を議論した。それか
ら12年経過したが、はたして、ITSは社会にとけこめて
いるか?　不十分であるとすればどのような工夫が必要な
のか?　本シンポジウムでは、「ITSと人」、「ITSと地域」、

「ITSと社会」の関係性に焦点をあて、社会課題解決の手
段としてのITSのあり方を皆様と一緒に考えたい。

基調講演では、Global Mobility Service株式会社の中島
徳至様より、モビリティを活用したFintechビジネスを通
じ、ものづくりを基盤としたことづくり思考による社会
創造の事例について講演いただいた。企画セッション1で
は、社会の持続化に必須のエネルギーのマネジメントに焦
点をあてエネルギーマネジメントにおけるITSの可能性に
ついて、企画セッション2では、HMIに関してこれまでの
考え方を振り返るとともに自動運転時代のHMIのあり方
について、企画セッション3では、ITSが社会に溶け込ん
だかという点について地域で実践されているITSの事例な
どを通じて議論する。対話セッションでは、民間企業、行
政、道路管理者等の幅広い方から合計113編の最新の研究
成果についてご披露いただく。これらを通じて、今後の
ITSの社会実装のさらなる加速に向けたヒントを得ること
ができればと期待している。

4）基調講演
　Global Mobility Service株式会社 
　代表取締役社長　中島 徳至 氏

本日の講演では、私がこれまで
行ってきた取組みを通じて、ITSの
無限なる可能性を感じていただくこ
とに加え、このコロナ禍により世界
各地での貧困問題、経済格差が表
面化している中で、DXを用いた当
社の取組みを紹介させていただけれ
ばと思っている。私は、26歳の時
に1社目である電気自動車ベンチャーであるゼロスポーツ
という会社を設立し約50車種の電気自動車の開発を行っ
た。そして2社目は、ゼロスポーツの電気自動車の技術を
そのまま継承したビートフィリピンという会社の創業設立
社長を務め、フィリピン国内で走るために必要なナンバー
を取得するための認証事業を行い、電気自動車3,000台の
受注を獲得した。そして3社目のGlobal Mobility Service
はITサービスを行う会社である。2社目の3,000台の受注

というのは多くはないので、3万台、30万台売りたいと考
える中で、民の需要を作るにはどうしたらいいかというこ
とでさまざまなマーケティング活動を行い、欲しくても車
が買えない人が沢山いるということに気が付いた。これは
フィリピンだけの課題ではなく世界中の課題である。社会
課題をハードウェアで解決できると頑なに信じていたが、
購入する環境を作らなければ結局のところ改善や改革につ
ながっていかないと考え、今からちょうど8年前に、誰も
が車を買える仕組みを作り、ハードウェアから脱皮してこ
とづくりを行うGlobal Mobility Serviceという会社を設立
した。MCCSという遠隔起動制御デバイスを開発し、私
たちが提供した車両の支払いが滞ると遠隔で乗れないよう
にし、コンビニで入金すると15秒後に解除が行われてそ
のまま何事もなかったように車が使えるようにした。こう
いった最新テクノロジーやITSを提供していくことが重要
だと考えている。これまで自動運転やモビリティという分
野に、今はモビリティサービスが新たに加わり地域との調
和も加わってきている。まさに社会に溶け込んでいかせる
ITSとは何かという視点でしっかりものごとを直視してい
くことで理想的な社会が築き上げられると思っている。

5）企画セッション

（1）企画セッション1

「エネルギーマネジメントと ITS」
モデレータ：

鈴木 達也 名古屋大学大学院工学研究科 
 機械システム工学専攻　教授
パネリスト：

東 智徳   国土交通省 都市局都市計画課 都市計画調査
室長

須永 大介 中央大学理工学部　都市環境学科　助教
山本 信  トヨタ自動車株式会社 コネクティッドカン

パニー コネクティッド統括部 ITS推進室長

<発表と議論>

①国土交通省　東 智徳 室長
都市やまちがどうあるべきかということで、特に今脱炭

素にむけて都市政策としてどういうことを進めているのか

図表4－6
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動の足をどう確保するか、一番新しいところであれば環境
の問題、これを都市計画なり交通計画でどういう風に解決
に向けて取組んでいくのかというのが非常に大きな問題に
なってきている。

環境問題を考えたときに、都市計画とか交通計画で全く
今までやってなかった新しいこと、何か切り札的なものが
あるということではどうもないだろうと思われるため、今
まで都市計画や交通計画で取組んできた内容を引き続き
やっていくことで環境問題に対処していくという進め方が
必要だろう。

取組みを時系列で整理すると、短期、中期、長期にな
る。短期としては交通行動をアップデートする、中期とし
ては交通体系をアップデートする、具体的には自動車に依
存している姿から自動車以外の交通手段へのシフトを図っ
ていく、1つ1つの交通手段をアップデートしてよりよい
ものにしていく、こういう2つの流れがある。長期的には
時間がかかるので都市構造のアップデート、街のかたちを
変えていくというのをやっていく。繰り返すと短中長期を
全部重ねて総力戦でやっていくことで初めて目標が達成で
きるのではないかと考えている。

最後に、少し都市計画と交通計画を、どんなふうにして
いくことが将来必要なのかということを3点ほどお話しす
る。1つはカーボンニュートラルと都市計画の目標年次を
合わせることが必要だ。カーボンニュートラルが2050年
だが、都市計画が20年のスパンということが一般的なの
で、ここの目標年次をまず合わせるということだ。2つ目
は、今までは公共交通のサービスを検討するときに、サー
ビスの中身を検討すればよかったが、例えば自動運転を組
み込んだ公共交通のサービスだとすると走行環境について
もセットで考えて、計画を同時に立てて行くことが必要だ
と考えている。3点目は、お金の話。公共交通の事業はコ
ロナの話もあって、さらに一段と苦しくなって多くの方が
赤字の中で大変な苦労の中でサービスを維持している。一
方で、ESG投資の拡大ということもあって、投資が拡大
されている部分をどうにかしてモビリティの方にも持って
これないだろうか。やり方がまだ見えているわけではない
ので問題意識だけだが、こういうことを考えていく必要が
現実的にはあると考えている。

③トヨタ自動車　山本 信 室長
まず、トヨタの環境チャレンジについてご説明する。自

動車のカーボンニュートラルは、材料、部品を含めた、使
用、廃棄、リサイクルというライフサイクル全体で発生
するCO2をゼロにするということを考えている。トヨタは
2050年に向けて、6つの環境チャレンジを掲げている。電
動化のコア技術を深化させるとともに、CO2フリー燃料を
活用する、お客様にはFCV、バッテリーEV、プラグイン
ハイブリッドなどハイブリッド車のさまざまな選択肢を提

について少し総括的にお話しする。
地球温暖化対策計画の中では、従来の拡散型のまちづく

り、都市が広がる、広がることによってエネルギー効率が
悪くなるということから都市のコンパクト化、公共交通も
再構築を進める、さらに人が中心のまちづくり、また都市
のエネルギーの効率化といったところが記載されている。

ロードマップとしては、この5年間が、CO2排出量の収
縮期間であるということで、少なくとも100地域において
脱炭素の先行地域を作ることとしている。その取組みを通
じてモデルを全国に伝播し、脱炭素ドミノを起こすという
ことを考えている。

例えば、和歌山市の例では、1960年と2005年のDID
（人口集中地区：Densely Inhabited District）を比較する
と、面積は3倍に広がってきているが、人口はほぼ同じ状
況ということで、都市が広く薄くなっているということ
が都市の構造としての問題認識になっている。そういう
中で、都市構造をより集約化、コンパクト化しようという
のが2014年からの取組みで、立地適正化計画を進めよう
としている。エネルギーの面的利用では、特に今は災害対
策ということで進めており、エネルギー、熱、電気を融通
するコジェネのネットワーク化を進めている。建物用途に
よってエネルギーピークが異なっているので、まちの複合
的な空間ではエネルギー需給調整するためにネットワーク
化して効率的にエネルギーを使おうと、災害時もお互い熱
や電気の供給をやろうということでまちも脱炭素を進めて
いる。さらに、最近ではスマートシティという取組みを進
めている。先端的技術やデータを使ってリアルな空間とサ
イバー空間でお互いに考えながら新しいサービスを生み出
すというコンセプトで進めている。

②中央大学　須永 大介 助教
カーボンニュートラルの実現に向けて都市計画・交通計

画にできることというタイトルで、少しお時間をいただい
てお話しする。過去から戦後人口が増えてくる段階におい
て、例えば渋滞の対策の問題であるとか、付随して交通事
故の問題等、これらの問題への対処が行われてきた。ITS
についても同様だろう。近年、例えば高齢者の人口がどん
どん増えてくるというようなことがある中で、高齢者の移

図表4－7　企画セッション1のモデレータとパネリスト
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供することで、お客様に不便さを感じさせずに豊かな幸せ
を量産できるカーボンニュートラル、こういったことを目
指して取組みを進めている。

カーボンニュートラル実現に向けたITSの役割について
は、人・モノの移動におけるエネルギーを最小化すること
ではないかと考えている。周辺の交通環境に合わせて、い
かに消費エネルギーを効率化するかといったところがポイ
ントで、1番目が周辺環境に合わせた個々の車での対応、
2番目がまち全体での最適化、3番目が車以外を含めた多
様な交通手段の組合せということだ。

ITSの役割としては、さらに、車と社会が連携して移動
におけるエネルギー消費を効率化することに加えて、まず
車で周辺状況を把握しながら効率化することをやっていか
なければいけない、また、社会と車が連携してまち全体と
しての取組みにより効果が最大化できるのではないか、そ
のためにはPDCAを回しながら改善を繰り返していくと
いうことが重要であると考えている。

また、車以外を含めた多様な交通手段の組合せ、マルチ
モーダルサービスの普及・推進には、サービスの認知度向
上ということで多くのユーザに使っていただくというこ
と、利便性の向上ということで確かに便利だなと感じても
らいリピートしてもらうこと、また単に移動だけではなく
て移動そのものをモチベートする仕組みづくりや利用の機
会を拡大していただくという取組みが重要であると考えて
いる。

④名古屋大学　鈴木 達也 教授
『電動車両を活用したカーボンニュートラルのためのエ

ネルギーマネジメント』ということ、ITS寄りでなくエネル
ギーマネジメント寄りの講演になるが、科学技術振興機構

（JST）の戦略的創造研究推進事業（CREST）で2年ほど前
まで7年間ほど行った『エネルギー消費行動の観測と分散
蓄電池群の協調的利用に基づく車・家庭・地域調和型エネ
ルギー管理システム』の成果とそこの考え方を紹介したい。

まず、電力消費と車の使用、エネルギーマネジメントと
車ということで、両方のデータをまずしっかり集めて、そ
れを踏まえた上でモデルを作ってしっかりと予測を回すと
いうことが重要である。測をする場合、コスト最小などい
ろいろな意味でオプティマイズがかけられるが、みなが同
じようなことをやりだすと同じような時間帯にいろいろな
ところで充電が同時に起こってしまうということが発生す
るので、全体の調和を図るようなアグリゲータ（注）とい
うものが必要不可欠になってくる。（編集注：集める人・
物・組織）

また、配電系統が問題視するような電圧変動を抑制す
るということを制約として考えつつ、ローカルなエネル
ギーマネジメント全体が連携する仕組みを考えないといけ
ない。電力の需給を調整する（需要と供給のバランスを取

る）ために、ある程度電気を使ったり電気を放電したりと
いうことを意図的にさせて、それに対してインセンティブ
だとかペナルティを払うという仕組みを作るということと
の連携も重要になってくる。大きな電力を作っているとこ
ろの送電系統との間の連携をする際には車単体の貢献では
なく、アグリゲートした上で地域全体として配電系統の需
給調整に参加するというような仕組みも必要になる。

何が大きな課題かというと、やはりグローバルとローカ
ルの調和ということにつきるだろう。

【パネルディスカッション　まとめ】
モデレータ：名古屋大学　鈴木 達也 教授

移動は必要だけどもCO2は出したくない。過度な自動車
利用に対してもう少しバランスを取るために、規制で強く
コントロールするというやり方だと、どうしても反発が出
てきてしまうし、社会的にも受け入れにくいということが
あるので、出来れば一人一人の行動を見直したときに今ま
でこうだったけどもこっちの方がこういう意味でいいなぁ
と自分で判断していくような、心理的なアプローチを使っ
て変えていくというモビリティマネジメントの考え方がす
ごく大事である。目的に合わせた移動手段というのがとて
も重要ではないか。エネルギーマネジメントとITSの連携
は、それぞれが非常に大きな機能で、どちらかというと利
益のためにやるというよりはやはり公益性を考えた上で必
要な機能をどうやって実現するかという話であり、一体に
なって考えていくべきではないか。

（2）企画セッション2

「自動車と人を繋ぐヒューマンマシンインタフェース
のこれまでとこれから」

モデレータ：
平岡 敏洋 東京大学生産技術研究所 特任教授

パネリスト：
赤松 幹之  産業技術総合研究所 ヒューマンモビリティ

研究センター・名誉リサーチャー
中野 公彦 東京大学生産技術研究所 教授
大門 樹 慶應義塾大学理工学部 教授
田中 貴紘 名古屋大学未来社会創造機構 特任教授

図表4－8　企画セッション２のモデレータとパネリスト
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<発表と議論>

①産業技術総合研究所　赤松 幹之 名誉リサーチャー
自動車のヒューマンマシンインタフェース（HMI）の歴

史を紹介する。自動車が発明された最初は、計器類はな
く、エンジンの状態を耳で判断するという時代だった。最
初に計器と呼ばれるものが登場したのが1900年頃で、油
圧計と水温計。どちらも、液体の入ったゲージを確認する
タイプ。その後に登場したのはスピードメーター。いくつ
か説はあるようだが、自動車自体のスピードが上がったこ
とと、違反の取り締まりに起因している。

以上のように計器が登場したわけだが、初期はダッシュ
ボードに適当にバラバラに配置され、人間工学的に見てみ
ると、全く見えない非常に低い位置だった。1915年ぐら
いになると計器用のインストルメントパネルができ、1920
年代では、ある1箇所に集められて見やすくなってきた。
1940年代は、いろんなデザインになって、1950年代の後
半ぐらいから見易さが重視されるようになり、メーター
位置が上がった。航空機が戦前に使っていたヘッドアッ
プディスプレイ（HUD）は、鏡で反射させ、フロントガラ
スに映すもので、警報の意味合いが強かった。最近、日本
のITSのシステムで衝突警報装置等々が広がってきている
が、点滅、色など警報感を正確に伝えるためにはどうした
らいいか。警報の難しさは実はこういうところにある。

HMI のこれからということで、一般的にインター
フェースのトレンドはどうなっているか、一つはHUDの
大型化。特にARを車に実装するという方向の流れも考え
られる。もう一つは、ディスプレイの大型化と車内の形状
に合わせられる柔らかい素材の適用により、近未来の車内
は、HMIを考慮したディスプレイに囲まれることも考え
られる。

②東京大学　中野 公彦 教授
適切な機能限界の理解と応答向上のためのHMIについ

て話題提供する。自動運転のレベル3の実用化は、まだ高
速道路での利用が対象となっており、一般道での展開は未
だされていない状況である。一般道に展開するにはどうし
たらいいか?　やはり、今以上にドライバによる迅速な反
応を達成することが求められ、ドライバは、適切なシステ
ム理解に基づいて、適切な応答ができる必要がある。

レベル3の自動運転支援に求められることは、適切な運
転、つまり、適切なシステム機能限界の理解とドライバの
適切な応答だろう。これらを実現するために、HMIの力
と教育（運転する前に教育する方法）があるが、後者には
限界があるため、前者でドライバの適切なシステム機能限
界を理解させるということと、応答を促進させることが重
要となってくる。

2019年から“システムの理解を向上させるHMI調査・
ドライバー状態評価”と“応答を向上させるためのHMI調

査”を行ってきた。その結果として、HMIには、システム
が不完全であればシステムの過信を防ぐ効果がありそうだ
が、システムが完全であればドライバの過信が出てきてし
まう傾向がある。今後は一般道の交差点周りのシナリオを
用いて検討したい。

③慶応義塾大学　大門 樹 教授
レベル4自動運転車のEHMIと課題について話題提供す

る。EHMIとはExternal Human Machine Interfaceの略
で、外向け、あるいは外向きのHMIのことを意味し、昨
今では自動運転車から周囲交通参加者、歩行者やドライバ
へのコミュニケーションを支援するヒューマンマシンイン
タフェースのことを示す。例として、自動運転車から交通
参加者に対して、「お先にどうぞ。」や「あなたをしっかり
認識しています。」ということの表現など、何らかの形で
自動運転車の意図や状態を交通参加者に伝えようとし、安
全安心の向上、あるいは交通の円滑化を目的にする外向け
のコミュニケーションのひとつとして位置づけられてい
る。

そもそも車両と交通参加者とのコミュニケーションは身
振りを使ってかなり昔から行われてきたが、これがレベル
4の自動運転車となると、ドライバが運転しない状態、あ
るいはドライバがそもそも存在していない不在の状態とい
うことになり、この点が周囲交通参加者を不安にさせると
いう懸念がある。このようなEHMIを利用したコミュニ
ケーションに関する研究が、多くの機関で取り扱われるよ
うになっており、EHMIの仕様や意図状態の表明が周囲交
通参加者に与える効果やその影響を対象とした研究が進ん
でいる。

自動運転車と外部とのコミュニケーションについて、
「お先にどうぞ。」等の意図や状態を交通参加者へ伝える方
法とタイミングが課題であろう。

④名古屋大学　田中 貴紘 特任教授
ロボットを使ったヒューマンマシンインターフェースに

ついてご紹介する。名古屋大学COI（革新的イノベーショ
ン創出プログラム）では、高齢者とモビリティ、特に高齢
者が元気になるモビリティ社会を目標としたプロジェク
トを行っており、小型のロボットをHMIとして用いた支
援の研究を行っている。ロボットがドライバに対して働き
かけをすることで、各技術や支援システムの効果を高めた
り、過信を抑制する。もしくは、そのドライバの行動変容
を促す働きをする。いわば、擬人化RHMI（Robot Human 
Machine Interface）で人が人とコミュニケーションすると
きと同じような自然に感じる範囲で、認知、判断、操作中
における感情とか意識とか、もしくはその人間特性みたい
なものを刺激することによって望ましい行動、望ましい判
断を引き出そうとしている。
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ドライバとその支援システムの関係が、ただ単にシステ
ムを使うだけではなく、安全運転のために協力する同乗者
というような形で擬人化した存在として認識してもらえ
るような、ドライバとシステムの新しい関係性を擬人化
RHMIを使って創造する研究を現在進めている。

【パネルディスカッション　まとめ】
モデレータ：東京大学　平岡  敏洋 特任教授

HMIでは、直感的に理解・解釈ができるようなものを
どんどん使うとよい。文字列で情報を出すと、言語が違う
人には全く理解できないという問題点があるが、直感的に
理解できるような身振り手振りでやると、より理解しても
らえる。逆に、シンボル化しすぎると、そのシンボルの解
釈の幅が広くなりすぎ、例えば渡っていいのか悪いのか、
意図と違う認識をされることがある。そのため、周辺視野
をうまく使う、オプティックフロー（外界視野）を採用す
るなど、HMIのインターフェースを変えて行くことが将
来の流れではないか。車載の運転支援ロボットの動きで、
ちょっと今リスク高そうだなぁということを人間に感じさ
せると、何か起こりそうと想起しながらハンドルを握るな
どの危険予知行動をとってもらえる。周辺交通参加者に
も、自動運転車が完全ではないという理解をしてもらいサ
ポートしあうことが必要である。

（3）企画セッション3　
「社会に溶け込む ITS」

モデレータ：
楠田 悦子 モビリティジャーナリスト

パネリスト：
野崎 洋之  株式会社野村総合研究所 財務部 財務企画

課長
剱持 千歩  一般社団法人ライフアンドモビリティ 理事
中村 彰二朗  アクセンチュア株式会社 アクセンチュ

ア・イノベーションセンター福島 セン
ター共同統括 マネジング･ディレクター

岡本 武彦  岐阜市役所 都市建設部　コンパクトシ
ティ推進 審議監

<発表と議論>

①株式会社野村総合研究所　野崎 洋之 課長
日本で運転行動連動型自動車保険が実現可能かについて

ご紹介する。2013年の頃は、従来の自動車保険からテレ
マティクス自動車保険の過渡期で、ビッグデータという単
語がバズワードのように使われており、保険にも適用でき
るのではないかとよく言われていた。

保険料について、日本は一般的に年齢や事故履歴等で決
まるが、米保険会社によると、運転のテクニックを条件に
いれることは、ロスコストを計算するのに、2倍以上の説
明力があるとの見解で、実際にイギリスでも先行して取り
入れられた。しかし、日本で可能かが当時の課題だった。
そこで、自主研究として、沖縄旅行される方を被験者とし
て実験を行った。対象は車30台。被験者にはレンタル時
と返却時にアンケートを実施した。結果として、若年層に
おいては高速道路で直進して走っているときの平均速度
が、ほかの年齢層よりも低い速度であること、側道に入っ
たときのスピードが速いことなど、運転経験から差が出て
くる。これをロジスティック解析し、さらに事故歴、対人
事故、対物事故、自損事故の情報を参考に分析すると、対
人事故を起こしている人は、カーブ時の加速が速く、カー
ブになってからアクセスを踏むようなタイプの人で、対物
事故を起こす人は、ゆっくり走って減速が遅く、急ブレー
キを踏めないタイプの人であるという分析結果となった。

真の運転行動連動型自動車保険の実現のために、新しい
リスク区分を創出したが、科学の進展であらゆる情報が分
析できるからと言って、情報を使って商品開発するのが世
のためか十分な議論が必要であろう。

②ライフアンドモビリティ　剱持 千歩 理事
愛知県豊田市稲武地区のITSを活用したサービス取組み

について紹介する。昨年の12月に名古屋大学の研究室の
先生方と一般社団法人ライフアンドモビリティを設立し、
生活と密接な関係にあるモビリティの問題を解決するた
め、主に自治体や民間からも課題解決に向けた支援を行っ
ている。今回は、長野県と愛知県の県境にある稲武地域で
の取組みついて紹介する。

稲武地域は、人口が2,000人で、高齢化は50%を超えて
おり、この10年間で人口の20%以上が減少している典型
的な中山間地域。3年前から高齢者や子供のモビリティを
向上させて、お出かけ促進や高齢者の健康寿命の延伸によ
る、持続可能な地域を目指す助け合いプロジェクトを推進
しており、現在、ソーシャルライフアンドモビリティ（ソ
ラモ）という交通系と健康商業系のサービスを提供してい
る。前者はマイカーの相乗りやデマンドバスの予約、シェ
アリングサービスなどを提供し、後者は健康維持やお出か
け促進のためのサービスを提供している。

高齢者の自宅に設置した人感センサーによる健康見守

図表4－9　企画セッション３のモデレータとパネリスト
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り、病院や商店の情報提供、外出促進に加えて、移動手段
として、地域バスの予約システムやボランティア輸送の
マッチングシステムを導入し、支援を行っている。特に
ボランティア輸送（助け合いカー）については、現在、人
口2,000人の稲武地区の約100名の住民（5%）の方がボラン
ティアドライバーとして登録されており、既存の移動手段
であるバスを地域の移動主軸としながらも、それを補完す
る役割として助け合いカーを導入した。既存のバスについ
ては、住民に対しアンケート調査を実施し、その結果を地
域住民で構成される生活交通利用促進委員会に提案し、住
民のニーズに合致した時刻表に見直された。

住民による地域自治は地域の発展のためには不可欠であ
る。今後も、若い世代を中心にITSを活用したサービスが
展開されていくと思われるが、やはり、高齢者には限界
があるため、地域全体の発展を可能にするためには、住民
がその高齢者をフォローする体制を構築して行くことだろ
う。

地域自治がITSを地域全体に溶け込ませ、発展させるこ
とが出来るひとつの方法である。

③アクセンチュア　中村 彰二朗 マネジング・ディレクター
福島県会津若松市スマートシティについて紹介する。

2011年の東日本大震災以降、2014年の地方創生にむけた
政府の方針もあり、生産年齢人口が地方に止まらず、みん
な東京に行ってしまう課題について取組んできた。会津若
松の学生もほとんどが東京の企業に就職してしまうのが現
状である。

若者が地方でも東京と遜色ない仕事ができるように、世
界最先端を目指したスマートシティプロジェクトを会津と
いう地方から発信し、地元学生も地元で働くモデルを創っ
ている。

日本は生産性がどうしても低く、特に地方と中小企業が
低いと言わざるを得ない状態だと思われる。ここから生産
性を大幅に上げていくチャレンジをしている。ポストコロ
ナということで言うと、本格的に仕事場の分散化が進む
と、地方はその受け皿を整備する必要があり、これがス
マートシティになるだろう。「スマートシティ=地方の地
域のDX」であり、市民のオープンデータが非常に重要だ。

人の行動変容を促すためには、多くのデータが必要で、
その発生源は市民である。自分が運転している車のデー
タ、自分の家のエネルギー消費データ、自分の健康データ
など、これからの日本分散型社会で、医療、教育、モビリ
ティなど、そのデータの発生源はほどんど市民なので、市
民のオプトインデータというのにこだわっている。

地元の小さなお店でもデジタル決済ができ、ヘルスケア
で、電子カルテを使用するなど現場のデジタル化が促進さ
れて初めて日本のDX戦略は成功すると言えるだろう。や
はり、地方でデジタル化が進み、うまく行ったものを、都

市部に逆輸入することが、これからの発想には重要だ。
デジタル田園都市国家構想も、地方からのデジタル化を

推進する初めての構想であるため、期待をしながら会津で
デジタル化を進めていく。

④岐阜市　岡本 武彦 審議監
岐阜市でのスマートシティに向けた取組みについて紹介

する。岐阜市は中核都市に最初に指定を受けた都市の一
つ。人口約41万人で、中核市のうち小さい方に入る。比
較的コンパクトな都市だが、人口は減少中で、2040年に
は今の41万人から35万人まで減少する予測となっている。
そのような、課題の中で、健康と、交通を軸に課題解決を
踏まえ現状整理を行っている。

1つ目の健康という課題に着目すると、健康寿命と平均
寿命の差が大きく、目標の歩行者歩数も目標値から下がっ
ており、歩行者や自転車などの交通量も減少している状
況。一方で交通の現状は、やはり、自動車中心で、自動車
分担率が68.2%となっている。公共交通は平成17年度末に
市営の路面電車とバスが廃止され、市民交通会議という、
市民とひざをつきあわせて検討する場で、地域、市民と運
行事業者が、幹線バスと市民共同の手作りコミュニティバ
スという両輪を運営することになった。特に、地域が経営
感覚を持って運営するコミュニティバスが、最初の4地区
から20地区に膨らんでいる。このような取組みが全国的
にも有名になった。しかしながら、運転手不足が、非常に
大きな課題で、大型二種の保有者数の推移が下がってい
る。

そうした中、国土交通省の重点事業化促進プログラムに
設定されているため、今年の3月に向けた実行計画を現在
作成している。テーマは「健康都市岐阜でかけて健康にな
る町」。出かけたくなる街の創出と意識の啓発という枠組
みで、歩くと健康になる。健康になると幸せになるという
意味合い。岐阜市の金華山はドイツのクアオルト研究機構
に認定されたルートの一つで、公共交通でアクセスできる
というフィールドの中で、街中で思わず歩いてしまうよう
な空間を創っていく。

2つ目の交通の課題として、移動手段の確保がある。歩
くだけではなく、公共交通を便利にすることによって、歩
きを促すための自動運転とMaaSを掲げている。自動運転
に関しては令和3年から実証実験を実施しており、MaaS
については、カード決済、モバイルチケットを導入する予
定となっている。

健康と移動を軸にスマートシティを進め、課題解決を
図っている。技術的な取組みだけではなく市民の受け入
れ、社会受容性を高めることが非常に大事である。

第

章
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【パネルディスカッション　まとめ】
モデレータ：モビリティジャーナリスト　楠田 悦子 氏

ITSを地域に溶け込ませるには、どうして行ったらいい
のか？　自動車保険という観点で見ると、急ブレーキを踏
んだ方が事故が起きなかった場合もあり得るので、データ
の使い方に工夫が必要である。個人としては、自動車に
頼った暮らしをしていて、他の移動手段を確保していない
ため、自身の生活を変えることや、自分たちで新たにつく
りだすことが大事になる。データの活用としては、HEMS
やスマートメータ等のオプトインデータを分析して、その
結果を提供者に返し省エネの方法を具体化してあげるな
ど、提供者に対するメリットを出すことが必要となってく
る。公共交通を利用すると歩数が増えるというデータもあ
るので、思わず歩きたくなるようなまちにして、健康と交
通を繋いだスマートシティを目指すなど地域全体で取組ん
でいくことが必要である。これらをうまく取り入れながら
地域づくりが出来れば、自然にITSが活用され、社会に溶
け込んでいると言えるようになる。

6）対話セッション

対話セッションには、全部で113編の論文投稿があり、
以下の8つのカテゴリーに分けて、ポスター発表、公開討
議を行った。

1-A：センシング 1-B：実態分析
2-A：HMI/認知 2-B：新モビリティ
3-A：交通管理/制御 3-B：安全/安心
4-A：V2X  4-B：社会実装
発表の持ち時間は60分だが、モデレータに各ポスター

を巡回していただき、その際に、1分で当該ポスター発表
の概要を説明し3分でモデレータとQ&Aを行ってもらう
ことで、ベストポスター賞の選定を行った。

オンライン開催に合わせて、ポスター発表者に作っても
らったA3横相当のポスターは、PC画面では非常に見やす
いものだった。

また、ポスター発表終了後は、1-A、1-Bのカテゴリー
ごとにモデレータ、ポスター発表者、聴講者が集まって、
当該カテゴリーに共通的な課題や複数のポスター発表のコ
ラボレーションの可能性等について公開討議を行った。

オンライン開催で難しい面もあったが、リアル開催に近
い形で実施することができ、活発な意見交換が行われた。

7）ベストポスター賞（注：○印は発表者）

●概要
筆者らが設立した長崎市LRTナビゲーション推進協議

会が平成23年度に国交通省の現地事業として開始した路
面電車低床車両運行情報等提供サービスは、長崎電気軌道
の停留所周辺バリアフリー案内など高齢者や障害者が安全
に移動するための情報を提供している。平成26-28年度に
は総務省SCOPEに採択されてBLEによる誤乗車防止シス
テム等を構築した。本発表では、SCOPEの研究成果とし
て、特許登録となったナビゲーションの概要を説明し、発
展形として提案した運輸・情報通信・エネルギーの統合型
インフラSTINGの現状、さらに自治体の既存施策と連携
した再生可能エネルギー活用方策について報告する。
●選評

本研究は、交通ネットワークの資産を活用した交通と情
報通信とエネルギー網の3機能による統合型インフラ構想
に関するものであり、各機能の統合・融合を図った新たな
提案である。統合型インフラ構想の実現は街づくりにも直
結し、また、市内中心部にマイクログリッドを構築するこ
とで、再生可能エネルギーの地産地消の具体化につながる
ものであり、今後の発展が大いに期待できるものである。
発表、質疑応答共に的確であり、ベストポスター賞にふさ
わしい研究発表と判定した。

●概要
高速道路に協調型自動運転車CAV専用車線を設ける場

合、専用車線の出口ではCAVが一般車線上の手動運転車
に合流する必要性が生じる。本研究ではこのような合流を
想定した専用車線出口の設置位置の検討を行うことを目的
として、手動運転車が形成するギャップ分布の分析を行っ
た阪神高速道路および中央自動車道により取得されたデー
タを対象に、異なる位置および交通条件下でのギャップ分
布を合成ガンマ分布によりモデル化し、この分布に基づい
てCAVが手動運転車に合流するのにかかる余剰時間を算
出した。その結果、上り坂が続くほど余剰時間は長くなる
傾向があり、そのような地点へのCAV専用車線出口の設
置は望ましくないことが示唆された。

① 路面電車のロケーションサービスから産まれた統合
型インフラSTINGと再生可能エネルギー

○森田 均（長崎県立大学）, 松坂 勲, 山口 泰生（長崎
電気軌道）

② 高速道路における専用車線からの協調型自動運転車
合流機会の評価のためのギャップ分布モデリング

○カラ ジャヤ ヴェルシニ, 鳥海 梓, 大口 敬（東京大学）
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●選評
本論文は、今後自動運転専用車線を設ける場合に、その

専用車線から隣の一般車線への出口の設置位置を検討した
ものである。具体的には都市高速と都市間高速における異
なる道路線形や交通状況の場所で観測された車両のギャッ
プデータをもとにモデル化した上で、交通量レベルや縦断
勾配が合流機会に与える影響を分析し、自動運転車線の出
口の設置位置を提案している。本論文は先を見据えた研究
であり、新規性と実用性が高く評価される。また、ポス
ターの構成と発表についても分かりやすく的確であった。

●概要
レベル2運転支援システムを信号交差点を含む一般道に

おいて実用化するために不可欠である、ドライバ主導の
運転引継ぎを支援するヒューマンマシンインターフェー
ス（HMI）の検討をするためには、必要とされる情報の要
件を調査することが求められる。本稿では、地図情報を基
にした静的環境情報を提示するもの、運転支援搭載車の車
載センサ出力を基にした物体認識情報を提示するもの、2
つのHMIを提案し、ドライビングシミュレータを用いて、
各HMI使用時の信号交差点における車-車間事故のリスク
を含む環境におけるレベル2運転支援による走行の差異を
リスク反応、視線行動および主観評価をもとに報告する。
●選評

レベル2運転支援システムを安全に運用するためには、
システムに対するドライバの過信を生じにくくするような
仕組みが必要であると考えられる。本研究では、レベル2
運転支援システムが自車両周辺の何を認識し、何を認識し
ていないのかを可視化することによってドライバにシステ
ムの限界把握を促し、より安全な状況で運転引継ぎするよ
うな行動変容につなげられる可能性があることを示唆する
結果を得ている。発表、質疑応答ともに明瞭かつ的確で

③ 信号交差点における一般道レベル2運転支援時の適
切な運転引継ぎを支援するHMI要件

○齊藤 拓海, 楊 波, 王 正, 中野 公彦（東京大学）, 
北﨑 智之（産業技術総合研究所）

あったため、ベストポスター賞に選定した。

●概要
近年、空間経済学に基づく理論の計量分析への応用が進

められている。しかしその分析枠組は、我が国の長期的
な人口分布変化の傾向（e.g., 大都市の人口増加）とは真逆
の“輸送技術進展は必ず地方都市の人口を増加（大都市の
人口を減少）させる”という結果しか出力しない。これは、
輸送技術進展の影響の適切な予測が不可能であることを意
味する重要な課題である。本研究は、企業間の価格競争を
考慮できる最新の経済理論を応用することで、この課題を
解決する計量分析手法を開発する。
●選評

新モビリティの導入等による移動・輸送コストの低減が
国レベルの長期的な人口分布にどのような影響を与えるか
を評価する手法を提案した研究である。従来の評価法の課
題「大都市への人口集中という現実の長期トレンドを再現
できない」を解決する手法を最新の経済理論に基づき構築
しており学術的な意義や有用性も高く、また、発表・質疑
ともに的確であった。提案手法と実現象の整合性の確認は
現時点では簡易なものに留まっているが、より現実的な分
析も含めた今後の研究発展も期待できることから、ベスト
ポスター賞に選定した。

●概要
日本で広く運用されている交通感応型の信号制御方式で

は、交差点上流に多数の車両感知器が必要であり、設置・
維持管理費用の高さが問題となっている。そこで本研究で
は、車両感知器に依存しない信号制御方式を実現すること
を目的とし、その達成のためにプローブ情報を用いて、車
両感知器の計測情報を使わずに、信号制御パラメータの算
出に必要な負荷率と呼ばれる交通指標を算出する方法を提
案する。東京都の実路線を対象として、プローブ情報から
算出された負荷率を評価した結果、従来の車両感知器と同
等以上の精度で負荷率が算出し得ることが確認できた。
●選評

本研究は、プローブデータのみを用いた信号制御パラ
メータの算定手法を提案したものである。提案手法は、車

④ 空間経済学に基づく輸送技術進展の影響評価手法の
開発

○高田 観月, 高山 雄貴（金沢大学）

⑤ プローブデータを用いた信号制御パラメータの算出
手法

○吉岡 利也, 榊原 肇（住友電気工業）,
ロビン・テンハーゲン、ステファン・ローコウスキ

（TomTom Traffic B.V.）, 大口 敬（東京大学）

図表4－10　ベストポスター賞　受賞者　
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両感知器を用いた場合と同等の精度を担保しており、有用
と考える。今後、車両感知器が設置されていない場所への
展開も期待される手法である。また、ポスターの内容がわ
かりやすく、的確な説明や質疑を行っていた。以上の理由
から、ベストポスター賞に選定した。

●概要
安全運転の高度化や自動運転の実用化には路車間通信の

普及が期待されている。今回、電柱を活用した路車間通信
等による安全運転支援の有効性を検証するため、全国で初
となる営業運転中のバスへの安全運転支援を実施した。具
体的には、見通しの悪い交差点の電柱に設置したITS機器
により、死角からの歩行者等の接近を検知し、衝突危険性
がある場合に運転者に通知した。結果は、バスと歩行者の
交差点進入の時間差が拡大し、安全運転に寄与したという
評価と、運転者アンケートからも効果を確認した。本結果
を踏まえ、今後もインフラ協調の運転支援の実用化を目指
す。
●選評

本発表では、電柱を活用した路車間通信等によって、見
通しの悪い交差点に接近する歩行者や自転車を検出し、営
業中の路線バスの運転士に通知する安全運転支援システム
を、全国で初めて実証した実験について報告している。先
駆的な試みについて、システムの紹介と共に、バスの車載
器データや運転士へのアンケートによる効果の検証結果が
わかりやすく紹介されており、質疑応答も的確であったた
め、ベストポスター賞に相応しいと判断した。

●概要
無人自動運転移動サービスでは管理者は、カメラ映像等

を用いて遠隔監視や遠隔操作を行う必要がある。通信遅延
が発生すると適切な操作ができなくなる恐れがあり、現在
は低速度域での実証に留まっている。本研究では、中高速
度域においても安定して操作できる遠隔操作の実現を目指
し、取得したカメラ映像を投影変換し、遅延時間分の移動
量に応じて映像の視点を変更することで、遅延補償を行っ
た。これによりオペレータはカメラ映像が遅延している場
合でも、常に現在時刻の車両位置に近い視点のカメラ映像
を用い運転することが可能となる。本論文では、提案する
手法を説明し、実験による評価結果を報告する。

⑥兵庫県姫路市における路線バスの安全運転支援実証
○灰原 佑紀, 村野 友昭, 前川 将之, 森本 崇役（関西電
力送配電）, 富野 武紀, 大薮 崇宏, 飯沼 敏範（京セラ）

⑦投影変換による自動車の遠隔操作用カメラ映像の遅
延補償に関する研究
○松原 航大, 大前 学（慶應義塾大学）

●選評
無人自動運転移動サービスの実現に不可欠な中高速度域

においても安定して操作できる遠隔操作の実現を目指した
研究で、実用上重要な課題を解決しようとする意欲的な取
組みであり、手法の新規性や有用性が高い論文と評価され
る。また、ポスターの構成の分かりやすさ、ポイントを伝
える発表の仕方、ならびに質問に対する答え方も的確であ
り、ベストポスター賞に相応しいと判断して選定した。

●概要
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組みを開始して
いる。本稿では、この取組みの概要を紹介する。
●選評

本論文は柏の葉地区で長期間実証実験中の自動運転バス
で収集された手動操作介入時のデータ分析を行っている。
自動運転サービスとして社会実装するには、利用者・住民
の理解も重要となり、本研究のように現状の自動運転技術
水準をデータ分析を通じて公開・共有することは社会的意
義が非常に高い。以上より、社会実装セッションの優秀賞
にふさわしい論文と判断した。

8）総評：プログラム委員長　倉内 文孝　教授

今年のシンポジウムの最終的な
登録者は286名で、最後の閉会式に
も200名を超える方にご参加いただ
いた。オンライン開催でも対面開催
時とほとんど遜色ない人数の方々に
参加いただき、胸をなで下ろしてい
る。

⑧ 柏の葉地区を走行する自動運転バスを対象とした
データ収集と分析の試み

○霜野 慧亮, 中野 公彦, 鈴木 彰一, 岩崎 克康, 
須田 義大（東京大学）

岐阜大学
倉内 文孝 教授
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基調講演では、ITSというテクノロジーが世界規模での
社会課題解決に貢献するためには、都会あるいは先進国
の常識ではなく、途上国を含めた世界レベルでの実装可
能性を想定しなければならないこと、技術のみを磨くの
ではなく、それを容易に活用・普及できる社会的なしくみ
をセットで考えることが重要であること等のメッセージを
いただいた。「ハードウェア開発というものづくりから脱
却し、これを基盤としたことづくりへの転換。すなわち、
Technology-drivenからSocial-drivenへの転換」が、社会
にとけこむITSの目指すべき方向と理解した。

次に、エネルギーマネジメントの企画セッションでは、
ゼロカーボンを実現することを念頭に置いたときに、交通
モードの転換だけでは不十分で、目的地選択や居住地選択
をふくめ、環境にやさしい行動のプロモーションが重要で
あり、短期、中期、長期的な視野をもち、異なるタイムス
パンで異なる計画を連携して進める必要があること等が指
摘された。

HMIの企画セッションでは、今後運転支援技術、自動
運転技術の進展が期待される中、一般の方々に自動車技術
に不信感が生まれて、社会的な重要性が低下してしまうよ
うな、システムに過度に依存しないインターフェースの設
計の重要性が指摘された。

地域にとけこむITSの企画セッションでは、ITSが地域
に溶け込んでいくための要件について議論いただき、利用
者、住民の方を主体としてサービスを考え、自分ごととし
て捉えていただかなければ成立しないこと。さらには、小
さな成功体験をしてもらい、それを住民自らが広げていっ
てもらうような、そういった仕組作りの重要性を指摘され
た。

8つの対話セッションでは、多岐にわたる議論が行われ
た。社会的に有用な知見を導くには、データの重ね合わせ
や共有が重要で、データのオープン化や共有のためのプ
ラットフォームを作り上げる必要があること。また、社会
的重要性、社会的受容性の高いインターフェースを構築す
るためには、利用者の個人差に対応可能な幅の広い、懐
の深いシステムを考えることの重要性について指摘があっ
た。

以上を総括すると、「ITSは社会にとけこんだか」という
テーマについて、一定の評価はできるものの、ニーズが広
がっていることもあってまだまだ不十分な点があり、必要
な取組みは多岐にわたることが改めて確認できた。

また、IT S シンポジウムと連動して進めている
International Journal of ITS Researchでの査読付き英文
論文の刊行は、今年度は、11編の採否が確定した。来年
度も引き続き論文募集をするが、若手の研究者、学生の皆
様には是非チャレンジいただきたい。

最後に基調講演、企画セッションに登壇いただいた
方々、対話セッションで最新の研究成果を披露いただいた
皆様、プログラム委員会、事務局メンバー、そして、シン
ポジウムに参加いただいたすべての皆様にお礼を申し上げ
る。

9）2022年度開催ご案内

第20回となるITSシンポジウム
2022は、来る12月8日（木）から9
日（金）にかけて、千葉県柏市柏の
葉カンファレンスセンター及び東京
大学フューチャーセンターで実施す
る。プログラム委員長は、東京大学
生産技術研究所中野公彦教授に引き
受けていただいた。会場となる柏の
葉カンファレンスセンターは、つく
ばエクスプレスの柏の葉キャンパス駅の駅前にある三井
ガーデンホテル内のカンファレスセンターだが、東京大学
フューチャーセンターとも隣接しており、アクセスしやす
い環境にある。

また、2022年のITSシンポジウムに合わせて、駅から
2.5km離れた東京大学柏キャンパスの生産技術研究所で、
自動車や鉄道の自動運転に関する成果も合わせてお見せで
きないかとの考えをプログラム委員長の中野教授よりいた
だいており、今後のプログラム委員会で検討を進める予定
となっている。

過去2年間はコロナ感染拡大防止の観点から、オンライ
ン開催となっていたが、2022年度は対面によるシンポジ
ウム開催を実現したいと考えている。皆様の奮ってのご参
加をお待ちする。

東京大学
中野 公彦　教授

図表4－11　東京大学生産技術研究所 実験棟
第

章

95

2022年版



投稿論文数（※1） 参加者数

属性
省庁
団体

自治体
大学
高専 企業 計

省庁
団体

自治体
大学
高専 企業 市民

その他
フリー

ランス等
計

第1回2002
（一橋記念講堂）

19
（13団体）

62
（29大学）

24
（19社） 105 56 134 155 345

第2回2003
（京都リサーチパーク）

9
（5団体）

41
（21大学）

19
（15社） 69 28 96 121 245

第3回2004
（名古屋大学）

10
（4団体）

53
（27大学）

11
（9社） 74 19 81 74 174

（※2）

第4回2005
（東京大学）

14
（8団体）

45
（20大学）

8
（7社） 67 48 90 93 231

第5回2006
（東京大学）

15
（12団体）

45
（20大学）

11
（9社） 71 57 90 161 308

第6回2007
（神戸市産業振興センター）

14
（4団体）

55
（25大学）

18
（15社） 87 47 139 137 323

第7回2008
（日本大学）

10
（5団体）

70
（32大学）

15
（8社） 95 72 166 96 334

第8回2009
（広島市立大学）

10
（6団体）

68
（33大学）

25
（18社） 103 43 157 96 48 344

第9回2010
（京都大学）

14
（6団体）

84
（32大学）

20
（16社） 118 40 164 126 330

第10回2011
（東京大学）

10
（5団体）

72
（26大学）

16
（11社） 98 14 122 108 276

第11回2012
（愛知県立大学）

13
（7団体）

90
（31大学）

20
（15社） 123 16 121 107 100

（※3） 244

第12回2014
（東北大学）

13
（3団体）

76
（33大学）

20
（15社） 109 15 136 127 5 283

第13回2015
（首都大学東京）

11
（6団体）

66
（31大学）

21
（15社） 98 38 111 163 312

第14回2016
（北海道大学）

14
（6団体）

49
（25大学）

21
（18社） 84 38 96 149 283

第15回2017
（九州大学）

13
（6団体）

54
（24大学）

27
（16社） 94 44 112 165 321

第16回2018
（同志社大学）

15
（8団体）

70
（30大学）

16
（11社） 101 50 148 150 348

第17回2019
（石川県地場産業振興センター）

8
（5団体）

69
（33大学）

25
（17社） 102 51 134 144 329

第18回2020
（愛媛大学）

（オンライン開催）

10
（4団体）

81
（37大学）

30
（18社） 121 25 131 110 266

第19回2021
（岐阜大学）

（オンライン開催）

14
（5団体）

73
（31大学）

26
（18社） 113 34 142 109 1 286

図表4－12　 ITSシンポジウムの投稿論文数および参加者数の推移

※1：論文数は投稿時の数に統一した。
※2：ITS世界会議名古屋2004の併催イベントとして企画したため、会期を1日に短縮して開催した。
※3：開催地の愛知県立大学より100名強の学生が講義の一環として聴講した。
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図表4－13（その1）　第19回 ITSシンポジウム2021発表論文 論文は発表時ベース。発表者（○印）の所属で分類した。

所属 発表論文

省
庁
・
団
体

国土交通省国土技術政策総合研究所

合流支援情報提供DAY2システムに用いる車両検知センサの精度確認
○中田諒, 花守輝明, 藤村亮太, 中川敏正, 関谷浩孝（国土技術政策総合研究所）
路面施設（磁気マーカ）の適切な設置間隔に関する考察
○藤村亮太, 中田諒, 中川敏正, 関谷浩孝（国土技術政策総合研究所）
ETC2.0プローブ情報を用いた車種別OD交通量逆推定手法の有効性検証
○松岡禎典（国土技術政策総合研究所）, 倉内文孝（岐阜大学）, 
村野祐太郎, 横地和彦（国土技術政策総合研究所）, 丹下真啓, 田中久光（システム科学研究所）
低速自動運転車両が一般車両へ与える交通影響に関する研究
○新井奨, 小林寛, 寺口敏生（国土技術政策総合研究所）
可搬型路側機を用いた交通調査に関する研究
○寺口敏生, 小原弘志, 清水大輔, 関谷浩孝（国土技術政策総合研究所）
東京臨海部実証実験による合流支援情報提供システム（DAY1システム）の検証
○中川敏正, 関谷浩孝, 中田諒, 花守輝明, 藤村亮太（国土技術政策総合研究所）
自動運転における情報共有等に用いる高精度デジタル道路地図上の位置参照点の設置と管理の方法について
○小原弘志, 大手方如（国土技術政策総合研究所）, 森崎千雅, 柏貴裕（三菱総合研究所）, 
関谷浩孝（国土技術政策総合研究所）

一般財団法人計量計画研究所
AI画像解析を活用した交通状況の可視化技術の開発
○絹田裕一, 萩原剛, 西鶴誠希（計量計画研究所）, 三枝晃子, 笠間慶文, 藤後努（富士通）, 
鈴木優, 竹居雅彦（国土交通省）

一般財団法人道路新産業開発機構

ETC2.0プローブデータを用いた渋滞抑制への取組みと走行速度情報の取扱い留意点について
半田悟（道路新産業開発機構）, 寺沢直樹, 矢野康明（環境省）, 
山村剛, 竹之内篤, 山田康右（パシフィックコンサルタンツ）, ○喜納正陽（道路新産業開発機構）
特車ゴールドなどの申請に用いる ASL-ID問い合わせ対応について
○渡辺直明, 出口直樹, 小野田晃, 山口章平, 半田悟（道路新産業開発機構）
地方部における自動運転サービスの社会実装に向けた運行支援システムの開発
○金井翔哉, 加藤宣幸（道路新産業開発機構）, 三田亮平, 森暁雄, 平山歩, 光安皓（パシフィックコンサルタンツ）, 
渡部康祐, 寺本英二（日本工営）

公益財団法人豊田都市交通研究所 リアルタイム情報に基づいた平面交差点信号制御アルゴリズムと検証
○穆蕊, 安藤良輔, 山崎基浩（豊田都市交通研究所）

国立研究開発法人産業技術総合研究所

車載器を用いた自動運転車両における車内安全監視システム
○富田勇希（産業技術総合研究所/東京理科大学）, 加藤晋（産業技術総合研究所）, 伊丹誠（東京理科大学）
自動運転車両のための一時停止交差点における3D-LiDARを用いた発進判断
○小松祐貴（産業技術総合研究所/東京理科大学）, 加藤晋（産業技術総合研究所）, 伊丹誠（東京理科大学）

大
学

愛知県立大学 実車両のドライブレコーダーデータ分析による眠気検知手法の提案
○大石啓之, 河中治樹, 小栗宏次（愛知県立大学）

愛知工科大学 マイクロ波センサーを用いた交差点安全支援システム
○宇野新太郎（愛知工科大学）, 中戸克彦, 飯尾匠平（アイチシステム）

愛知淑徳大学 照明による車室内のリラックス効果の検討
○森博子（愛知淑徳大学）, 家田清一（アイシン）, 柴田由紀子, 中村美野里（愛知淑徳大学）

金沢大学

相乗り通勤行動を考慮した居住地選択モデル
○鬼頭尚志, 高山雄貴（金沢大学）
空間経済学に基づく輸送技術進展の影響評価手法の開発
○高田観月, 高山雄貴（金沢大学）
公共交通の利便性向上による都市構造変化
○堀越光, 高山雄貴（金沢大学）

北見工業大学 北見市におけるGTFSバスロケーションシステム実証実験
○泉波匡仁, 久保田皓大, 小田島和哉, 本藤周作, 升井洋志（北見工業大学）

九州大学

路線バスプローブデータ解析によるバス遅延状況の調査と遅延要因の検討
○川谷卓哉, 峯恒憲（九州大学）
自動運転の挙動が乗員に及ぼす心理効果
○山田章人, 志堂寺和則（九州大学）, 葭原敏樹, 森谷貴行（マツダ）
自動運転車の外向けHMI による情報提示がドライバーへ与える影響
○佐伯英日路, 志堂寺和則（九州大学）
オンデマンドバスの運行ルート最適化のための乗車リクエスト予測の効果の検証
○木田雄也, 堀磨伊也（九州大学）
福岡市内での出会い頭事故を防ぐための交差点環境分析
○有薗勇希, 廣田正樹（九州大学）
二次元グラフを用いた交通事故の主成分分析のための統計的アプローチ
○プラサド ロヒット シヴ, 廣田正樹（九州大学）
ドライブレコーダ映像を用いた急ブレーキ発生条件の分析 ‒ 深層学習により推定した車間距離の活用‒
○張ハンウェイ, 峯恒憲（九州大学）, 小野晋太郎（福岡大学）, 川崎洋（九州大学）
機械学習モデル構築のためのデータ・処理共有フレームワークの提案ならびにバス走行履歴データを対象とした具体的な
活用例
○小西宏樹, 川谷卓哉, 峯恒憲（九州大学）
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所属 発表論文

大
学

九州産業大学

安全運転管理教育システムASSISTにおけるエッジAIデバイスを用いた簡易車載装置の開発
○渡辺龍司, 合志和晃, 林政喜, 隅田康明（九州産業大学）, 松永勝也（九州大学）
運行管理支援システムで収集した大型連休における乗降客数の分析
○末吉智奈佐, 高木秀也（九州産業大学）, 内林俊洋（九州大学）, 稲永健太郎（九州産業大学）

熊本大学 車両軌跡データに基づく通行止め時迂回行動の経路選択に関する研究
○安藤宏恵（熊本大学）, 朝倉康夫（東京工業大学）, 中川真治（システム科学研究所）, 円山琢也（熊本大学）

慶應義塾大学

LiDAR点群情報を用いた自動車の位置推定アルゴリズムにおける地図情報量・演算速度の比較に関する研究
○加藤俊希, 大前学（慶應義塾大学）
自己位置推定と高精度地図を利用した自動運転モードと電磁誘導線を利用した自動運転モードを切替可能なオンデマンド
無人バスの制御に関する研究
○平野哲, 大前学（慶應義塾大学）
無人バスにおけるKinect を用いた乗客行動モニタリングと乗客挙動に基づく車両制御に関する研究
○秦泉寺悠矢（慶應義塾大学）, 塚原裕史（デンソーアイティーラボラトリ）, 大前学（慶應義塾大学）
投影変換による自動車の遠隔操作用カメラ映像の遅延補償に関する研究
○松原航大, 大前学（慶應義塾大学）

高知工科大学

Bluetooth MAC アドレスを活用した信号交差点方向別交通量推計と精度に与える影響
○西内裕晶（高知工科大学）, 中野慎吾（オリエンタルコンサルタンツ）
ベトナムの5つの都市における交通手段・排出量・安全性の比較に関する研究
○An Minh Ngoc, 西内裕晶（高知工科大学）, グエン ヴァン チュオン（東京都立大学）, 
レ トゥー フイエン（ベトナム運輸通信大学）

埼玉大学 自動運転車と普通自動車の混在流における交通容量の不確実性を考慮した均衡配分モデルに関する研究
○石川達也, 加藤哲平（埼玉大学）

椙山女学園大学 畳み込みニューラルネットワークを利用した地理的特徴に基づく犯罪予測の評価
○伊藤詩織, 福安真奈, 向直人（椙山女学園大学）

拓殖大学 錯視を利用したETCレーンにおける事故抑制に向けた取り組み
○滝沢正仁, 大島創（拓殖大学）, 山本浩司（中日本高速道路）

東京大学

磁気マーカの面的配置による自動運転車の自己位置推定
○石井響弥, 霜野慧亮, 須田義大（東京大学）, 安藤孝幸, 長尾知彦, 山本道治（愛知製鋼）, 
椋本博学, 瀬川雅也（先進モビリティ）
ETCデータを用いたOD交通量の時系列解析と予測
○張嘉華, 鳥海梓, 大口敬（東京大学） 須藤肇, 谷上敦亨（首都高速道路）, 
舌間貴宏, 糸島史浩, 邢健（高速道路総合技術研究所）
高速道路における専用車線からの協調型自動運転車合流機会の評価のためのギャップ分布モデリング
○カラ ジャヤ ヴェルシニ, 鳥海梓, 大口敬（東京大学）
観光客に向けた地域交通情報発信上の課題抽出に関する基礎検討
○平沢隆之（東京大学）, 梶田佳孝, 田中伸彦（東海大学）
カップリング効果を考慮した緊急衝突回避制御
○シュエ・ウェイ, 王正, 楊波, 中野公彦（東京大学）
信号交差点における一般道レベル2運転支援時の適切な運転引継ぎを支援するHMI要件
○齊藤拓海, 楊波, 王正, 中野公彦（東京大学）, 北﨑智之（産業技術総合研究所）
リーンビークルの姿勢安定性を向上する制御手法
○荒木敬造, 郭鐘聲（東京大学）, 杉町敏之（東京都市大学）, 久保登, 須田義大（東京大学）
走行中の車載カメラとカーブミラーによる死角の危険予知
○小野晋太郎, 日野裕介, 須田義大（東京大学）, 板垣紀章（コンチネンタル・オートモーティブ）
道の駅駐車場エリアの機能的デザインに係わる基礎的検討
○平沢隆之（東京大学）, 小笠原誠, 石川ひとみ（四電技術コンサルタント）
柏の葉地区を走行する自動運転バスを対象としたデータ収集と分析の試み
○霜野慧亮, 中野公彦, 鈴木彰一, 岩崎克康, 須田義大（東京大学）
国内における自動運転の研究状況に対する分析
○霜野慧亮, 鈴木彰一, 梅田学, 内村孝彦, 須田義大（東京大学）

東京都市大学 H∞制御を用いた大型トラックのPath Following制御のロバスト安定化
○市原智哉, 杉町敏之, 櫻井俊彰, 槇徹雄（東京都市大学）

東京理科大学 市街地環境における符号間干渉の低減によるDS-CDMA IVCの特性改善
○飯野信之介, 伊丹誠（東京理科大学）

同志社大学

走行情報と顔方向に基づくドライバーの歩行者に対する認識の推定
○田中佳輝, 滕睿, 佐藤健哉（同志社大学）
時空間グリッド予約を実現するマイクロロードプライシングのブロックチェーン管理による高速化
○中田輝, 滕睿, 佐藤健哉（同志社大学）
ダイナミックマップの時空間グリッド予約による道路合流調停手法の検討
○東山紘樹, 滕睿, 佐藤健哉（同志社大学）
安全運転支援のためのARを利用したフリースペースの段階的可視化手法
○林聡一郎, 滕睿,佐藤健哉（同志社大学）

論文は発表時ベース。発表者（○印）の所属で分類した。
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所属 発表論文

大
学

同志社大学

ダイナミックマップシステムにおける複数エッジサーバへの効率的アクセス方式の検討
○細野航平（同志社大学）, 槇晶彦（富士通）, 渡辺陽介, 高田広章（名古屋大学）, 佐藤健哉（同志社大学）
V2X通信プライバシ向上のための周辺車両数に応じた可変仮想車両による仮名方式
○中井綾一, 滕睿, 佐藤健哉（同志社大学）
完全自動運転下の交通の時間価値
○三好博昭, 加藤里歩, 道上和也, 小野萌子（同志社大学）

東北大学

オンデマンド型乗合サービスにおける乗降場所集約効果のシミュレーション分析
○西田遼（東北大学）, 金森亮（名古屋大学）, 大西正輝（産業技術総合研究所）, 野田五十樹（北海道大学）, 
橋本浩一（東北大学）
複数のサービスレベルを考慮したクラウドソース配送マッチングの効率的解法
○武田翼, 赤松隆（東北大学）

富山大学　

AIカメラで取得した交通データを用いた道路インフラの荷重評価の検討
○熊谷嘉展, 原田隼輔, 伊柳佑康, 岩見勇飛, 堀田裕弘（富山大学）
公営競技場の周辺道路における交通量と外部要因との関連性の考察
○田代優太, 赤坂凌, 山田理士, 山口竜弥, 堀田裕弘（富山大学）
駅前駐輪場の混雑度と外部要因との関係性の考察
○土山迪人, 海野真穂, 牧原翔馬, 塩満萌恵, 堀田裕弘（富山大学）

長崎県立大学 路面電車のロケーションサービスから産まれた統合型インフラSTINGと再生可能エネルギー
○森田均（長崎県立大学）, 松坂勲, 山口泰生（長崎電気軌道）

名古屋大学

複数の3D-LiDARを用いた車庫状態モニタリングシステム
○山田峻也, 渡邉陽介, 金森亮（名古屋大学）, 佐藤健哉（同志社大学）, 高田広章（名古屋大学）
AIオンデマンド交通が購買行動に及ぼす影響分析
○井尾篤弥, 金森亮, 森川高行（名古屋大学）
ダイナミックマップを用いた自動運転車の位置情報提供サービス
○渡辺陽介（名古屋大学）, 徳井竜也（NTTデータMSE）, 山田峻也（名古屋大学）, 佐藤健哉（同志社大学）, 
高田広章（名古屋大学）
自動運転車両が混在する信号交差点における左折車両と横断歩行者の効率と安全性の評価
○潘昂, 張馨, 井料美帆, 中村英樹（名古屋大学）
協調型自動走行システムにおけるODD （Operational Design Domain）の考察
○手嶋茂晴, 茂木宗岐（名古屋大学）, 野原健美（メタプロトコル）, 佐藤浩司（トヨタ自動車）
交流交通の考え方に基づく、街の賑わいの醸成に寄与するモビリティの一評価方法
○尾﨑信之（名古屋大学）

広島大学 非日常目的地予測のための類似行動ネットワークを用いた選択肢集合列挙方法
○藤原悠, 浦田淳司, 力石真, 藤原章正（広島大学）

北海道大学
Deep LearningとSeasonal Garchを用いたシェアE-スクーターの短期需要と分散予測手法
○Narith Saum, Mongkut Piantanakulchai（北海道大学/タンマサート大学シリントーン国際工学部）, 
杉浦聡志（北海道大学）

宮崎大学 ライドシェアリングにおけるマッチング問題： ドライバーとライダー間の非協力ゲームアプローチ
○嶋本寛（宮崎大学）

名城大学

自動運転環境下における磁気刺激によるドライバ覚醒効果の検証
○紫村和里, 山田祥暉, 中野倫明, 山田宗男（名城大学）, 毛利佳年雄（名古屋産業技術研究所）
実フィールドにおけるながらスマホ抑止アプリケーションの判別精度検証
○河口剛輝, 澤田理玖, 丸山緩人, 中野倫明, 山田宗男（名城大学）
カーナビゲーションによる経路誘導およびTV視聴が自動車運転に及ぼす影響
○漆衛, 山田宗男, 中野倫明（名城大学）

立命館大学

自動運転車乗車時のセカンドタスク生産性に関する研究
○小倉永都, 塩見康博（立命館大学）, 中村俊之（名古屋大学）, 和田沙織（交通コンサルタント）
ミクロ交通流シミュレーションを用いた都市高速における動的車線マネジメントに関する研究
○服部友哉, 塩見康博（立命館大学）, 佐野正彦, 松永弘明（地域・交通計画研究所）
ブレーキモデルを考慮したカーブ路でのエネルギー損失評価
○福島工稀, 田中雄大, 福井正博（立命館大学）

早稲田大学 ディープラーニングとGoogleマップに基づく新しい車線検出方法
○Ren Chao, 大貝晴俊（早稲田大学）

ベトナム運輸通信大学 物流インフラ戦略のためのSWOT分析：ベトナム・メコンデルタのケーススタディ
○Le Thu Huyen（ベトナム運輸通信大学）, An Minh Ngoc（高知工科大学）

企
業

株式会社オリエンタルコンサルタンツ

AIカメラやビックデータを用いた歩行空間の人流の分析
○髙山琴名（オリエンタルコンサルタンツ）, 佐々木貴宏, 天野元紀（豊田市役所）, 
立松秀樹, 加藤明里, 三浦由美子（オリエンタルコンサルタンツ）, 杉山武士, 鈴木康之（ひまわりネットワーク）
高速道路休憩施設における駐車方法変更に関する安全性と受容性の評価
○宮﨑耕平（オリエンタルコンサルタンツ）, 伊藤義道, 原尾彰（中日本高速道路）, 
田中淳, 田中翔太（オリエンタルコンサルタンツ）

関西電力送配電株式会社 兵庫県姫路市における路線バスの安全運転支援実証
○灰原佑紀, 村野友昭, 前川将之, 森本崇役（関西電力送配電）, 富野武紀, 大薮崇宏, 飯沼敏範（京セラ）

論文は発表時ベース。発表者（○印）の所属で分類した。
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所属 発表論文

企
業

株式会社グリッド 高速道路における追加情報を考慮した交通事故予測モデルの精度向上
○若槻祐貴, 建部順平（グリッド）, 邢健（高速道路総合技術研究所）

株式会社交通総合研究所 ITS Connectを用いた道路交通管理情報の取得可能性
○佐藤哲也, 横井謙斗, 荒井順平（交通総合研究所）

首都高速道路株式会社

O2Oサービス技術を活用した高速道路利用者の特性分析
○南航太, 近藤竜平, 竹内岳（首都高速道路）, 深井靖史, 秋山岳, 松崎健（道路計画）, 
荒川邦雄, 三橋咲月（アドインテ）
首都高速道路における検知・警告システムを活用した歩行者等立入逆走対策について
○縄手洋介, 鈴木佑哉（首都高速道路）
首都高速道路箱崎～江戸橋JCT におけるLED 標識車を用いた情報提供実験の効果分析
○庄司健太（首都高速道路）, 藤井駿（オリエンタルコンサルタンツ）, 古賀浩樹（首都高速道路）, 
金子太朗, 大畑長（オリエンタルコンサルタンツ）

住友電気工業株式会社
プローブデータを用いた信号制御パラメータの算出手法
○吉岡利也, 榊原肇（住友電気工業）, ロビン・テンハーゲン, ステファン・ローコウスキ（TomTom Traffic B.V.）,
大口敬（東京大学）

住友電工システムソリューション株式会社 リアルタイム旅行時間表示サービスを活用した日光の渋滞対策実証実験
○菅沼英喜, 横山秀紀（住友電工システムソリューション）, 船越允維（本田技研工業）

太陽誘電株式会社
AI動画解析を用いた車間距離および車速の計測による合流時の安全性評価
○垣本博哉（太陽誘電）, 阿部英志（サイバーコア）, 竹之内篤（パシフィックコンサルタンツ）, 
寺沢直樹, 矢野康明（環境省）

株式会社長大
ETC2.0プローブ情報の新たな利活用に向けた調査検討
○内海泰輔（長大）, 倉内文孝（岐阜大学）, 近藤綺楓（国土交通省岐阜国道事務所）, 
佐々木浩一（道路新産業開発機構）, 金子輝昭（長大）

東芝インフラシステムズ株式会社 高速道路における累積交通量とプローブ情報の融合による交通状況推定手法に関する検討
○大場義和, 上野秀樹, 成瀬浩輔（東芝インフラシステムズ）, 杉本佳昭（本田技研工業）

トヨタテクニカルディベロップメント株式会社

インフラ協調型安全運転支援システムのシミュレーション評価環境について
○折戸久敏, 冨士本貴行, 永井良昂, 岡田守史（トヨタテクニカルディベロップメント）
シミュレーション結果シェアに関する手法の検討
○北川雅規, 熊坂悠介, 中根直人, 石山貴彦, 中野憲悟, 塩谷一樹, 齋藤史博（トヨタテクニカルディベロップメント）
消費者視点からの自動運転／運転支援車両の定量評価法に関する研究
○郷正樹（トヨタテクニカルディベロップメント）, 井上秀雄, 上原健一（神奈川工科大学）

中日本高速道路株式会社
指向性スピーカーを用いた高速道路における渋滞対策に関する研究
○山本浩司, 気仙圭汰, 實延栄二（中日本高速道路）, 服部宏明（星和電機）, 
高橋秀喜（中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋）

西日本高速道路株式会社
一般道を含む所要時間提供方法について ̶ TomTom交通情報の活用可能性̶
○藤木昂, 古城貴彦, 奥野彰大（西日本高速道路）, 岩瀬晃啓, 片岡裕子, 今代稔（西日本高速道路エンジニアリング中
国）, 吉田龍一, 望月祐洋, 西田純二（社会システム総合研究所）, 水野真由己（TomTom Japan）

株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟

関越トンネルにおける環境可視化について
川内見作（シンガポール国立大学）, ○渡辺由美, 水島祐一（ネクスコ・エンジニアリング新潟）, 
細貝健夫（東日本高速道路）
高速道路における次世代ネットワークの研究
林隆史（日本大学）, 渡辺由美, 水島祐一, ○相沢靖（ネクスコ・エンジニアリング新潟）

ハイウェイ・トール・システム株式会社 先進技術を用いた車種判別システムの研究
○富永琢也（ハイウェイ・トール・システム）

パシフィックコンサルタンツ株式会社
車両プローブによる車線別道路交通情報に係る技術開発
市川博一, ○竹之内篤, 船岡直樹（パシフィックコンサルタンツ）, 鯉渕正裕, 森崎千雅（三菱総合研究所）, 
石丸弘之, 千賀誠（住友電気工業）

阪神高速道路株式会社

都市高速道路におけるパーキングエリアの利用実態把握
○萩原武司, 向井梨紗（阪神高速道路）, 鈴木健太郎（阪神高速技研）
定点観測した車両軌跡データを活用した合流時の接触事故リスク評価手法の検討
○兒玉崇（阪神高速道路）, 西剛広（阪神高速技研）, ペンクレアシュ ヨアン（フォーラムエイト）, 
徳永雄斗, 田名部淳 （地域未来研究所）

東日本高速道路株式会社
NEXCO東日本が目指す『新たなモビリティサービス』について ～自動運転社会の実現を加速させる次世代高速道路の
目指す姿（構想）～
○安田剛章, 松坂敏博, 市川暢之, 山崎洋大（東日本高速道路）

八千代エンジニヤリング株式会社 交通技術進展の空間経済分析
○杉本達哉（八千代エンジニヤリング）, 高山雄貴（金沢大学）, 髙木朗義（岐阜大学）

論文は発表時ベース。発表者（○印）の所属で分類した。
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3. International Journal of Intelligent Transportation
   Systems Research（IJIT）の現在地とこれから

ITS Japanの学界関連の取組みとして、ITSシンポ
ジウムの開催および ITS 関連論文の ITS ジャーナル

（International Journal of Intelligent Transportation 
Systems Research）への掲載を行っている。

3項では、現在、ITSジャーナル地域編集委員会のリー
ダの一人である岐阜大学倉内文孝教授に、ITSジャーナル
の刊行当初からの経緯や現状、今後の期待等について寄稿
いただいた。

1 ）はじめに

このたび、ITS年次レポートにおいてITSジャーナルに
関連するレポートを執筆する機会をいただいた。2003年
の創刊時よりEditorial Boardに参加させていただいてい
たひとりとして、創刊当時からのジャーナルの変化を振り
返るとともにITSジャーナルのこれからについて期待を述
べたい。

2）創生期：ITSジャーナル刊行

ITSジャーナルは、ITS Japanの活動、そして日本ITS
研究を広く海外にも知らしめることを目的として、2003
年に創刊された。創刊当初は我が国の活動の発行を主たる
目的としていたため、論文編集委員会も日本人のみで構成
されていた。図表4－14の論文数の推移を見ても、掲載さ
れた論文は日本人の著者、あるいは日本の大学で学ぶ留
学生などの投稿のみであった。年間掲載論文数もおおよそ
10編程度であり、事務局より積極的な投稿が呼びかけら
れていた。

ITSジャーナルの大きな特徴は、ITS技術に関係する学
術背景の異なる研究者、技術者が参集している点である。
編集委員会も同様であり、機械系、電気・情報系、土木
系の研究者で構成されていた。論文掲載料は、協議の結
果1頁あたり15,000円に設定されており、駆け出しの研究
者だった筆者にとっては非常に高額に思えたことを記憶し
ている。当時はEditorial Managerのような論文投稿、査
読マネジメントシステムが整っておらず、電子メールにて
査読プロセスをマネジメントしており、事務局の負担は大
変であっただろうと想像する。この頃からITSシンポジウ
ムとの連携は始まっており、編集委員は、シンポジウム
のProceedingsから評価の高い論文を推薦するよう求めら
れていた。創刊当初は年1回の発行にとどまっていたが、
2006年以降年2回の発行となったため、さらに多くの論文
投稿、雑誌周知の協力が編集委員に求められた。

3）展開期：世界を見据えた ITSジャーナルの
　 国際展開

論文評価の方法としてインパクトファクターを重視する
傾向が高まり、国際会議プロシーディングスでの公表が論
文としてカウントされない風潮が高まりつつあった。この
ことから、多くの国際会議がプロシーディンスの発行に加
え、著名な国際ジャーナルとタイアップし発表論文の一部
をジャーナルペーパーとして発行することが一般的になっ
てきた。ITSジャーナルも、2006年の年2回発行にあわせ
より多くの論文を求める必要が生じたこともあり、ITSシ
ンポジウムにおける優秀な論文だけでなく、他の関連する
ワークショップ、シンポジウムなども含めて積極的に連
携していくこととなった。また、2007年に開催されたITS
世界会議北京大会より、世界会議で発表された査読付き論
文のうち評価が高い論文について、関連した論文を招待と
して無料で掲載する方針が定められた。

さらに、ITSジャーナルが ITS研究分野の代表的国
際ジャーナルとして認知されるために、ISI Web of 
Knowledgeへの登録をめざすべきということになり、そ
のためのタスクフォース（TF）が立ち上がり、鈴木高宏
先生、植原啓介先生と筆者がそのメンバーに指名された。
TFでは、様々な視点から当時のITSジャーナルの課題を
洗い出し、その対応策として、Special Issueを定期刊行し
年3号を発行すること、ウェブサイトを刷新し関連研究を
検索しやすくすること、国際的に著名な研究者に編集委
員会に参加いただくことを提案した。さらには、2010年
よりSpringer社と業務委託契約を結び、Springer Linkを
媒体としてジャーナルの知名度を広げる戦略をとることと
なった。まさに、ITSジャーナルが国際ジャーナルとして
の展開を始めたといえる。なお、2012年よりSpringer社
がもつ査読システムやジャーナルウェブページを活用する
ことが可能となり、査読プロセスが大幅に省力化できてい
る。

図表4－14をみても、Springer社へジャーナルサイト
が移行したころから総論文数が増加傾向にあることが確認
できる。なお、図表4－15のITSジャーナルの評価を見る
と、Springer社を通じジャーナルへのアクセス性を改善
した後、2015年以降にはScimagoのウェブページで一部
の分野でQ2（当該分野でトップ25%～50%に含まれる雑
誌）の評価を得ていることがわかる。
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4）現在地：ITSシンポジウムとの連携

上記のように国際ジャーナルとしてITSジャーナルは展
開を始め、一方でITSシンポジウムでは、「査読あり論文」
と「査読なし論文」の2種類を準備し、特に査読付き論文
数が必要な博士課程学生などの受け皿としての機能を担っ
ていた。このような状況の中、2016年頃にはITSシンポ
ジウムに投稿される査読あり論文が激減しており対応が迫
られてきた。投稿減少の主たる要因の一つに、英文ジャー
ナルに投稿することが至上命題であり、Proceedingsでの
発表に限定されていたITSシンポジウムでの査読あり論文
発表は論文として認められづらいことが改めて指摘され
た。また、査読あり論文を投稿する主たる著者は大学関係
者であり、その論文本数の減少は、大学研究者のシンポジ
ウム参加の減少にもつながる。したがって、何らかの形
で大学関係の最新の研究を発表できるスキームを考える
必要があった。このような問題意識の下、一部の編集委員
会メンバーで議論を重ねた結果、ITSシンポジウムとITS
ジャーナルの連携を高めるスキームを採用することとなっ
た。

このスキームでは、まず、できる限り初稿の投稿から論
文採否決定までの期間を短くすること、そしておおよその
採否決定の時期があらかじめ明らかであることをめざし
た。当然ながら、IJITは国際ジャーナルであることから、
日本から投稿された論文だけ特別対応することは困難であ

る。そのため、IJITの編集委員会の中に、ITSシンポジウ
ムに連動し査読を行うチームを新たに構築することとなっ
た。これが「地域編集委員会（Regional Sub-committee）」
であり、日本の地域委員会のリーダーとして、東京大学の
中野公彦教授、同志社大学の佐藤健哉教授、そして筆者の
3名が編集長に代わり査読プロセスのマネジメントを担当
することとなった。論文の投稿締め切りは、5月下旬ある
いは6月初旬とし、可能な限り10月末までに採否結果を連
絡することとした。想定しているスケジュールを図表4－
16に示す。このような短期間で査読を行い期限内に結論
を出すためには、個々の論文の査読とりまとめを担当いた
だく担当委員（Associate Editor）の協力が不可欠である。
そのため、様々な分野の多くの先生方に地域編集委員会に
参画いただいている（図表4－17）。論文査読はできる限
り1回目の査読で採択条件を明確にするように依頼してい
る。ただし、2回目の査読でも問題が残る場合には、当初
予定していた10月中の結論は出せないものの、査読を継
続する形としている。加えて、このスキームに投稿され
た論文はITSシンポジウムで発表いただくことを必須とし
た。これにより、国際ジャーナルのクオリティの研究を国
内でも報告する機会を確保することができ、なおかつITS
シンポジウムへの大学関係者の参加を促すことも期待でき
る。

図表4－14　 IJIT論文数の推移

図表4－15　 IJITの4分位数評価（Scimagoウェブページより筆者が作成）

（https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19600157217&tip=sid）
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図表4－17　 ITSジャーナル地域編集委員会のメンバー

図表4－16　 ITSシンポジウム連動型 ITSジャーナル論文のスケジュール

以上のようなスキーム設計をした上で、2017年の第15
回 ITSシンポジウム2017（九州大学）にて参加者に公表
し周知に努めた上で、2018年の第16回ITSシンポジウム
2018（同志社大学）より導入した。その結果、連動論文の
投稿が2019年以降大幅に増加した（図表4－18）。尚、現
在の電子ジャーナルは、採択決定されると「Online First」
という形でウェブページにて公開され、今までバックログ
にある論文から順次刊行されるため、ウェブページで公開
された後、実際に掲載される巻号が確定するまでにはタイ
ムラグが生じる。そのため、このスキームで採択された
論文は、実際は2020年からの刊行となっている。図表4－
14の緑のラインはITSシンポジウムと連動している論文
の数を示しており、日本人関係者の論文はほぼこの連動論
文に置き換わっていることが確認できる。また、2018年
以降7編の論文がITSシンポジウムのベストポスター賞に
選出されていることからも、このスキームがITSシンポジ
ウムの活性化に寄与しているといえる。

また、2020年にはもう一つ大きな改善があった。それ
は、論文掲載料の無料化である。これは、Springerから
のアドバイスに従い、従来請求していた論文掲載料につい
て、海外雑誌のデファクトスタンダードにあわせ無料と
し、読者から論文閲覧、ダウンロードに対して課金するビ
ジネスモデルを適用するとなったためである。これによ
り、論文掲載決定後の費用負担が大幅に軽減されており、
ますます投稿の増加が期待される。

図表4－18　 ITSシンポジウム連動論文の推移

5） 初心回帰：我が国の ITS技術を国内外に発信する
手段としてのこれから

以上、ITSジャーナルの創刊期から現在のITSシンポジ
ウムとの連動を始めた経緯まで、簡単に振り返った。ITS
シンポジウムと連動したスキームは、日本発信のITS研究
を国内に対してはITSシンポジウムで、海外に対しては
ITSジャーナルを通じてアピールできる媒体として機能す
るしくみを整えることができた。当初のITSジャーナルの
目的であった、「日本の最新のITS技術・研究を世界に知
らしめる」機能が整った。

一方で、現状に課題がないわけではない。一点目の課題
は、ITSシンポジウムにおけるITSジャーナル連動論文へ
のフィードバックである。近年留学生が増加していること
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もあり、このスキームに論文投稿している論文は、国内の
大学に在籍する外国人留学生のものであることが多く、シ
ンポジウムでも英語での発表となる。一方で、ITSシンポ
ジウムはかなり「ドメスティック」な雰囲気を醸し出して
おり、英語のポスターに対してあまり活発な議論ができて
いない。特に、新型コロナウイルスの感染拡大によりオン
ラインでの開催となった2020年、2021年のITSシンポジ
ウムではこの傾向に拍車がかかり、英文のポスターに対し
てはほとんど聴講者が立ち寄らない状況が発生している。
対面開催に変更となれば大きな問題にはならないとは考え
られるが、最新の大学研究に触れることができる貴重な機
会でもあり、そしてITSシンポジウム、ITSジャーナルへ
の貢献者に有益なフィードバックを提供するためにも、投
稿・発表した学生が満足するようなしくみを検討する必要
があると考えている。

また、特に英文ジャーナルに移行した後に、このスキー
ムへの企業研究者などの投稿が激減していることも課題で
ある。我が国の最先端のITS研究を世界に発信するために
も、ITSジャーナルを通じた論文投稿を切にお願いする次
第である。

6）おわりに

創刊から19年あまりの月日を経て、ITSジャーナル、
特にITSシンポジウムとの連動スキームは、国際雑誌とし
ての地位を確立するとともに、我が国のITS研究・技術を
国内外に知らしめる絶好の媒体となりつつある。特に、企
業関係者に、全世界への情報発信の手段としてITSジャー
ナルを位置づけていただけることに期待したい。
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図表4－19（その1）　2021年刊行の ITSジャーナル掲載論文タイトル及び著者

論文名 （DOI） 著者

Volume 19
Number 1
April 2021

Flooded Road Detection from Driving Recorder: Training Deep Net for Rare 
Event using GANs Semantic Information（10.1007/s13177-019-00219-9）

Sho Nakamura & Shintaro Ono & Hiroshi 
Kawasaki

Practical Searching Optimal One-way Carsharing Stations to Be Equipped 
with Additional Chargers for Preventing Opportunity Loss Caused by Low SoC

（10.1007/s13177-019-00211-3）

Masahiro Kuwahara & Akira Yoshioka & 
Nobuhiro Uno

Explanation of the Sense of Visual Perception in Cornering Based on Gaze 
Position and Optical Flows（10.1007/s13177-019-00218-w）

Hiroyuki Masuta & Yusuke Nagai & Yuta 
Kumano & Tatsuo Motoyoshi & Kei Sawai & 
Takumi Tamamoto & Ken’ichi Koyanagi & 
Toru Oshima

Study on “Simultaneous-Action” Discrimination Method Using Deep Learning
（10.1007/s13177-019-00216-y）

Masayuki Hamazima & Takahiko Murayama 
& Hatsuo Yamasaki & Tomoaki Nakano & 
Muneo Yamada

Evaluation Method of ARAS Combining Simulator Experiment and Computer 
Simulation in Terms of Cost-Benefit Analysis（10.1007/s13177-019-00215-z）

Joohyeong Lee & Ikumi Ozaki & Saya Kishino 
& Keisuke Suzuki

Detection of Damaged Stop Lines on Public Roads by Focusing on Piece 
Distribution of Paired Edges（10.1007/s13177-020-00220-7）

Takuma Ito & Kyoichi Tohriyama & Minoru 
Kamata

Evaluations of Different Human Machine Interfaces for Presenting Right-Turn 
Timing at Intersections（10.1007/s13177-020-00223-4）

Bo Yang & Tatsuya Obana & Zheng Wang & 
Tsutomu Kaizuka & Toshiyuki Sugimachi & 
Toshiaki Sakurai & Tetsuo Maki & Kimihiko 
Nakano

Research on Vehicle Routing Planning Based on Adaptive Ant Colony and 
Particle Swarm Optimization Algorithm（10.1007/s13177-020-00224-3） Chunyan Jiang & Jingfang Fu & Weiyan Liu

Recognition Optimization of License Plate Targets Based on Improved Neural 
Network Model（10.1007/s13177-020-00225-2）

Xiaomin Jiang & Yingxin Lai & Yue Song & 
Ping Yang & Shanjin Wang

Development of Model for Road Crashes and Identification of Accident Spots
（10.1007/s13177-020-00228-z）

Rejoice Bhavsar & Amit Amin & Laxmansinh 
Zala

Complex Track Following in Real-Time Using Model-Based Predictive Control
（10.1007/s13177-020-00226-1） Wael Farag

Staggered Conservative Scheme for Simulating the Emergence of a Jamiton in 
a Phantom Traffic Jam（10.1007/s13177-020-00229-y） N. Malvin & S. R. Pudjaprasetya

Numerical Stability of Conservation Equation for Bus Travel Time Prediction 
using Automatic Vehicle Location Data（10.1007/s13177-020-00230-5）

B. Anil Kumar & Snigdha Mothukuri & 
Lelitha Vanajakshi

Investigation of Changes in Passenger Behavior Using Longitudinal Smart Card 
Data（10.1007/s13177-020-00232-3）

Rattanaporn Kaewkluengklom & Fumitaka 
Kurauchi & Takenori Iwamoto

Development of a Situational Awareness Estimation Model Considering Traffic 
Environment for Unscheduled Takeover Situations（10.1007/s13177-020-00231-4）

Hiroaki Hayashi & Naoki Oka & Mitsuhiro 
Kamezaki & Shigeki Sugano

Evaluating the Performance of Signalized Intersection with Signal Countdown 
Timer（10.1007/s13177-020-00233-2）

Jithender Jatoth & Nawal Kishor Singh & 
Arpan Mehar

Capacity of Median U-Turns Using Traffic Simulation
（10.1007/s13177-020-00237-y） Jalal T. S. Al-Obaedi

Analysis of Crossing Collision Accident Characteristics by Accident Party
（10.1007/s13177-020-00235-0）

Jiaao Dong & Masaki Hirota & Takumi 
Nomura & Junya Sato

Evaluation of Driver Assistance System Presenting Information of Other 
Vehicles through Peripheral Vision at Unsignalized Intersections

（10.1007/s13177-020-00236-z）

Bo Yang & Ryo Ishii & Zheng Wang & 
Tsutomu Kaizuka & Toshiyuki Sugimachi & 
Toshiaki Sakurai & Tetsuo Maki & Kimihiko 
Nakano

Bayesian Network-Based Framework for Cost-Implication Assessment of Road 
Traffic Collisions（10.1007/s13177-020-00242-1）

Tebogo Makaba & Wesley Doorsamy & Babu 
Sena Paul

Packet Delivery Ratio Prediction for V2V Based on Radio Environment Map 
Considering Hidden Terminal Problem（10.1007/s13177-020-00239-w） Ayumu Ueda & Takeo Fujii

The Relationship between Driving Behavior and the Health Condition of Elderly 
Drivers（10.1007/s13177-020-00240-3）

Hiroaki Nishiuchi & Kaechang Park & Saeri 
Hamada

An Analysis of the Impact of Attentional Momentum Effect on Driver’s Ability 
of Awareness During Night-time Driving（10.1007/s13177-020-00241-2）

Hirotoshi Shirayanagi & Toshio Yoshii & 
Shinya Kurauchi & Takahiro Tsubota
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図表4－19（その2）　2021年刊行の ITSジャーナル掲載論文タイトル及び著者

Volume 19
Number 2
June 2021

A Collaborative 1-to-n On-demand Ride Sharing Scheme Using Locations of 
Interest for Recommending Shortest Routes and Pick-up Points

（10.1007/s13177-020-00234-1）

Oladayo Olufemi Olakanmi & Kehinde 
Oluwasesan Odeyemi

High-Resolution Image Data Collection Scheme for Road Sensing Using Wide-
Angle Cameras on General-Use Vehicle Criteria to Include/Exclude Collected 
Images for Super Resolution --（10.1007/s13177-020-00243-0）

Teruhisa Takano & Shintaro Ono & Hiroshi 
Kawasaki & Katsushi Ikeuchi

An Improved Method of Nonmotorized Traffic Tracking and Classification to 
Acquire Traffic Parameters at Intersections（10.1007/s13177-020-00247-w） Xiaohan Liu & Hao Wang & Changyin Dong

Evaluation of the Driver Visibility Affecting the Occurrence of Crossing 
Accidents（10.1007/s13177-020-00249-8）

Takumi Nomura & Masaki Hirota & Junya 
Sato

Influence of Moving Light Guide System on Traffic Flow Presence of 
Autonomous Vehicles（10.1007/s13177-021-00252-7）

Hiroaki Terada & Masami Yanagihara & 
Hiroyuki Oneyama

Segment-based Count Regression Geospatial Modeling of the Effect of Roadside 
Land Uses on Pedestrian Crash Frequency in Rural Roads

（10.1007/s13177-020-00250-1）
Mahyar Vahedi Saheli & Meysam Effati

Influence of Weather Features in Determining Sudden Braking
（10.1007/s13177-021-00253-6）

Yuta Sato & Takuya Kawatani & Tsunenori 
Mine

Fitting Knock-on Delay Duration Distributions Using High-Speed Train 
Operation Records（10.1007/s13177-020-00246-x） Chao Wen & Chuanling Xu & Xi Jiang

Blind Spot Detection System in Vehicles Using Fusion of Radar Detections and 
Camera Verification（10.1007/s13177-021-00254-5）

Shayan Shirahmad Gale Bagi & Behzad 
Moshiri & Hossein Gharaee Garakani & 
Mohammad Khoshnevisan

Unsignalized Intersection Level of Service: A Bicyclist’s Perspective
（10.1007/s13177-020-00244-z）

Sambit Kumar Beura & Abhinav Srivastava & 
Prasanta Kumar Bhuyan

Traffic Optimization Methods of Urban Multi-leg Intersections
（10.1007/s13177-020-00245-y）

Qinglu Ma & Haowei Zeng & Qi Wang & 
Saleem ullah

Smart Roads Geometric Design Criteria and Capacity Estimation Based on 
AV and CAV Emerging Technologies. A Case Study in the Trans-European 
Transport Network（10.1007/s13177-021-00255-4）

Marco Guerrieri

Analysis and Improvement of Geometric Parallel Parking Methods with Respect 
to the Minimum Final Lateral Distance to the Parking Spot

（10.1007/s13177-021-00256-3）
Ferhat Metin & Volkan Sezer

Prediction of Bus Travel Time over Intervals between Pairs of Adjacent Bus 
Stops Using City Bus Probe Data（10.1007/s13177-021-00251-8）

Takuya Kawatani & Tsubasa Yamaguchi & 
Yuta Sato & Ryotaro Maita & Tsunenori Mine

A Literature Review on Interactions Between Stakeholders Through 
Accessibility Indicators Under Mobility as a Service Context

（10.1007/s13177-021-00257-2）

Hoang Duy Pham & Tetsuo Shimizu & 
Truong Van Nguyen

Volume 19
Number 3
September 
2021

Predictions of Taxi Demand Based on Neural Network Algorithms
（10.1007/s13177-020-00248-9）

Chung-Yi Lin & Shen-Lung Tung & Po-Wen 
Lu & Tzu-Cheng Liu

A Smart Coordination System Integrates MCS to Minimize EV Trip Duration 
and Manage the EV Charging, Mainly at Peak Times

（10.1007/s13177-021-00258-1）

Ibrahim El-fedany & Driss Kiouach & Rachid 
Alaoui

A Short-term Traffic Speed Prediction Model Based on LSTM Networks
（10.1007/s13177-021-00260-7） Yu-Ling Hsueh & Yu-Ren Yang

Familiarity and Complexity during a Takeover in Highly Automated Driving
（10.1007/s13177-021-00259-0）

Marlene Susanne Lisa Scharfe-Scherf & Nele 
Russwinkel

DB-Corouting: Density Based Coordinated Vehicle Rerouting in Smart 
Environment（10.1007/s13177-021-00261-6）

Pratik Dutta & Sunirmal Khatua & Sankhayan 
Choudhury

Evaluating Action Durations for Adaptive Traffic Signal Control Based On Deep 
Q-Learning（10.1007/s13177-021-00262-5）

Seyit Alperen Celtek & Akif Durdu & 
Muzamil Eltejani Mohammed Ali

Exploring the Performance of Streaming-Data-Driven Traffic State Estimation 
Method Using Complete Trajectory Data（10.1007/s13177-021-00263-4） Garima Dahiya & Yasuo Asakura

Computational Method of the Stiffness Coefficients A and B in the Case of 
Frontal Impact from the Results of the Crash Tests

（10.1007/s13177-021-00266-1）

Badr Ait Syad & Elmehdi Salmani & Hamid 
Ez-Zahraouy & Abedlilah Benyoussef
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図表4－20（その1）　 ITSジャーナル編集委員

Name Organization

編集長
（Editor-in-Chief） Passakon Prathombutr Digital Economy Promotion Agency, Thailand

編集委員
（Editorial Board）

Hirokazu Akahane Chiba Institute of Technology, Japan

Masahiko Aki Nihon University, Japan

Onur Altintas Toyota Motor North America R&D, USA

Hirofumi Aoki Nagoya University, Japan

Mikiharu Arimura Muroran Institute of Technology, Japan

Ashish Bhaskar Queensland University of Technology, Australia

Makoto Chikaraishi Hiroshima University, Japan

Tatsuru Daimon Keio University, Japan

Mongkol Ekpanyapong The Asian Institute of Technology, Thailand

Masahiro Fujii Utsunomiya University, Japan

Daisuke Fukuda The University of Tokyo

Hidekatsu Hamaoka Akita University, Japan

Zhengbing He Beijing University of Technology, China

Satoru Hiwa Doshisha University, Japan

Miho Iryo Nagoya University, Japan

Susumu Ishihara Shizuoka University, Japan

Edouard Ivanjko University of Zagreb, Croatia

Tsutomu Kaizuka Kogakuin University, Japan

Ryo Kanamori Nagoya University, Japan

Makoto Kasai National Institute of Technology, Akita College, Japan

Syed Abdul Rehman Khan Xuzhou University of Technology, China

Siddartha Khastgir The University of Warwick, UK

Dong Kyu Kim Seoul National University, Korea

Jiwon Kim University of Queensland, Australia

Kunihiro Kishi Hokkaido University, Japan

Ryozo Kiyohara Kanagawa Institute of Technology, Japan

Fumitaka Kurauchi Gifu University, Japan

Der-Horng Lee Zhejiang University, China

Seungjae Lee University of Seoul, Korea

Chung-Cheng Lu National Chiao Tung University, Taiwan

Sadko Mandzuka University of Zagreb, Croatia

Takuya Maruyama Kumamoto University, Japan

Kojiro Matsuo Toyohashi University of Technology, Japan

Tomio Miwa Nagoya University, Japan

Hiroko Mori Aichi Shukutoku University, Japan

Sara Moridpour RMIT University, Australia

Kimihiko Nakano The University of Tokyo, Japan
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図表4－20（その2）　 ITSジャーナル編集委員

Sorawit Narupiti Chulalongkorn University, Thailand

Daniela Koltovska Nechoska Sv. Kliment Ohridski University, Macedonia

Yoshiki Ninomiya Nagoya University, Japan

Hiroaki Nishiuchi Kochi University of Technology, Japan

Kohei Ohno Meiji University, Japan

Masashi Okushima Tokushima University, Japan

Hiroyuki Oneyama Tokyo Metropolitan University, Japan

Nobuyuki Ozaki Nagoya University, Japan

Shinhyung Park University of Seoul, Korea

Pongsathorn Raksincharoensak Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan

Jun Sakamoto Kochi University, Japan

Kenny Sato Doshisha University, Japan

Kazunori Shidoji Kyushu University, Japan

Hiroshi Shigeno Keio University, Japan

Hiroshi Shimamoto University of Miyazaki, Japan

Yasuhiro Shiomi Ritsumeikan University, Japan

Supakorn Siddhichai Digital Economy Promotion Agency （depa）, Thailand

Toshiyuki Sugimachi Tokyo City University, Japan

Jian Sun Tongji University, China

Koji Suzuki Nagoya Institute of Technology, Japan

Masahiro Tada Kindai University, Japan

Jeffrey Too Chuan Tan Nankai University, China

Shinji Tanaka Yokohama National University, Japan

Ivan Tanev Doshisha University, Japan

Keshuang Tang Tongji University, China

Manabu Tsukada The University of Tokyo

Kenetsu Uchida Hokkaido University, Japan

Kentaro Wada University of Tsukuba, Japan

Yosuke Watanabe Nagoya University, Japan

Guangqiang Wu Tongji University, China

Hideki Yaginuma Tokyo University of Science, Japan

Shigeyuki Yamabe Iwate Prefectural University, Japan

Keisuke Yoneda Kanazawa University, Japan

Toshio Yoshii Ehime University, Japan

Rencheng Zheng Tianjin University, China
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4. 学界の研究内容の取組み紹介

ITSは、インフラ、自動車、情報、人工知能（AI）、IoT、社会科学など研究領域は多岐に渡り横断的要素が強くなっ
てきている。そこでそれぞれの領域で研究活動に取組んでいる研究室の研究領域と取組まれているプロジェクトを紹介
し、ITSの普及、拡大に繋げていきたい。

今年度は、ITS Japanの賛助会員である学識経験者の先生方4名に寄稿していただいた。

図表4－21　学界の研究内容の取組み紹介　研究者一覧表

年次レポート 大　学 筆　者 研 究 室

2017年版

東北大学大学院 情報科学研究科 人間社会情報科学専攻　教授 桑原 雅夫 桑原研究室

東京大学 モビリティ・イノベーション連携研究機構長生産技術研究所 次世代モビリティー研
究センター　教授 須田 義大 須田研究室

京都大学 学際融合教育研究推進センター レジリエンス実践ユニット　名誉教授 谷口 栄一 谷口研究室

名古屋大学 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所　教授 森川 高行 森川・山本・三輪研究室

2018年版

東京大学 生産技術研究所 次世代モビリティー研究センター　センター長 教授 大口 敬 大口研究室

高知工科大学 地域連携機構 連携研究センター　客員教授 朴 啓彰 地域交通医学・社会脳研究室

同志社大学 モビリティ研究センター　センター長 教授 佐藤健哉 理工学研究科情報学専攻ネット
ワーク情報システム研究室

芝浦工業大学 システム理工学部 機械制御システム学科　教授 伊東 敏夫 運転支援システム研究室

名古屋大学 モビリティ領域 ダイナミックマップグループ　特任准教授 渡辺 陽介 未来社会創造機構

2019年版

東京大学 大学院工学系研究科機械工学専攻大学院情報学環先端表現情報学コース 兼担　教授 
中野 公彦 中野研究室

東京都市大学 デザイン工学部都市環境デザイン工学科　准教授 今井 龍一 社会空間情報研究室

東北大学 未来科学技術共同研究センター　副センター長 教授 鈴木 高宏 －

同志社大学 技術・企業・国際競争力研究センター　センター長 教授 三好 博昭 －

2020年版

高知工科大学 名誉教授 熊谷 靖彦 －

愛知県立大学 情報科学共同研究所　教授 小栗 宏次 小栗・河中研究室

宮城大学 事業構想学部デザイン情報学科　教授 蒔苗 耕司 蒔苗研究室

2021年版

愛媛大学 大学院　理工学研究科生産環境工学専攻　教授 吉井 稔雄 交通・都市環境計画研究室都市・
地域デザイン研究室

日本大学 理工学部 機械工学科　教授 関根 太郎 関根研究室

北見工業大学 工学研究科 工学専攻 情報通信工学プログラム　准教授 川村 武 －

福岡大学 工学部電子情報工学科　准教授 小野 晋太郎（兼務：東京大学生産技術研究所 自動運
転の車両運動制御寄付研究部門 特任准教授） －

2022年版

東京工業大学 環境・社会理工学院　土木・環境工学系　教授 朝倉 康夫　 朝倉研究室

同志社大学 モビリティ研究センター副センター長
大学院理工学研究科情報工学専攻　教授 橋本 雅文 知能メカトロ情報システム研究室

九州工業大学 社会ロボット具現化センター 副センター長
大学院生命体工学研究科人間知能システム工学専攻　教授 柴田 智広 柴田研究室

群馬大学 次世代モビリティ社会実装研究センター　副センター長
研究・産学連携推進機構　准教授　小木津 武樹 小木津研究室
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活動プロジェクト
1981年に京都大学大学院の修士課程を修了し、佐佐木綱教授の下で助手の修行を始めてから40年、

愛媛大学、神戸大学にもお世話になって、2022年3月に東工大を退職することとなりました。このタイ
ミングで「最もホットな研究活動領域」を紹介するようにとの依頼を受け、やや躊躇しつつも研究領域
の一部をご紹介することにしました。もともとは利用者均衡分析や信頼性解析といった交通ネットワー
クの分析と計画が主要テーマであったのですが、位置特定が可能な移動体通信機器の登場ともに、ヒト
やクルマの行動追跡手法の開発や移動履歴データの解析にも研究対象を広げ取り組んできました。こ
れらはいずれも今なお自身が関心を持っているテーマなのですが、本稿ではこれまであまり発信して
こなかった（研究しているとは思われていないかもしれない？）「共有化された交通システム（Shared 
Transport Systems）」に関する研究について紹介したいと考えます。

交通分野の共有は、移動手段の共有vs移動空間（またはサービス）の共有という軸と、不特定多数に
よる共有vs社会的関係性の中での共有という軸の2軸をクロスさせて分類できます。たとえば、レン
タカーは不特定多数によるクルマの共有、バス等の乗り合い交通は不特定多数によるサービスの共有、
クルマの借用は個人の関係性の中での手段の共有、便乗は個人同士のサービスの共有です。

これらの共有化された伝統的な交通システムは情報化社会の中で新たな展開を見せています。2010
年代以降、GPS等の位置特定システム、シェアリングの要請を発信・受信する通信システム、乗客同
士、ドライバーと乗客、貸し手と借り手の素性を相互に確認できる社会的ネットワークシステムが発展
してきたことを受け、交通分野の多様なシェアリングサービスが展開されるようになりました。とりわ
けPeer-to-Peer （P-to-P）のカーシェアは、クルマを貸したい個人とクルマの借り手をマッチングさせる
仕組みで、システムの提供者はクルマを保有せずにマッチング手数料（または広告料）で稼ぐビジネス
です。一方、P-to-Pのライドシェアは、移動の際に同乗者を乗せて移動コストを削減したいドライバー
と同乗希望者をマッチングさせるシステムです。これらのシェアリングサービスを交通行動研究の対象
として見ると、個人と個人（借り手と貸し手、ドライバーと同乗者）の選択行動をどのようにモデル化
するかが興味深いテーマです、さらに、経済的に持続可能でかつ社会的にも望ましいサービスの設計も
重要な課題であると考えます。研究室で進めている関連研究のいくつかを紹介します。

Thaithatkulら（2019）［1］は、相乗り交通の利用者同士の相互選好を反映したマッチングプロセスの
数理モデルを開発し、その特性を数値解析により明らかにすることによって、ライドシェアシステムの
安定性や持続可能性を分析したものです。利用者個人の経験とシステムからの情報によって相乗りに関
する利用者の効用が日々更新されると仮定した時の、相乗りの選択行動とマッチング相手の選択行動を
期待効用理論によりモデル化し、需要の空間分布と情報に対する利用者の受容性が相乗りシステムの持
続可能性に及ぼす影響を分析しています。

2022年時点では、都市内の短距離交通を対象としたP-to-Pのライドシェアはわが国では制度的に認
められていませんが、長距離移動の場合は高速道路料金と燃料代をドライバーと同乗者が折半するこ
とを前提とした相乗りマッチングサービスは存在します。Nakanishiら（2021）［2］では、Notteco利用
者のドライブログデータを用いてODペアごとの利用特性を分類し、マッチングが成功した場合の要因

（たとえば出発時刻や曜日、ドライブ登録から出発までの日数、ページ閲覧回数、ドライバーの経験等）
を2項プロビットモデルにより分析しています。

東京工業大学　環境・社会理工学院　土木・環境工学系　朝倉研究室

教授 朝倉 康夫
・東京工業大学　環境・社会理工学院　教授

主な研究領域と内容
・交通ネットワークの分析と計画
・ヒトやクルマの軌跡データの収集と解析
・共有化された交通システム（カーシェア、ライドシェア）
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図1　平面エレベータの概念 図2　シェア型交通システムに関する研究テーマ

連絡先   〒152-8552　東京都目黒区大岡山2-12-1, M1-20
東京工業大学　環境・社会理工学院　土木・環境工学系　朝倉研究室
e-mail: asakura@plan.cv.titech.ac.jp  /  URL: http://asakura.cv.ens.titech.ac.jp/

今後のシェアリングサービスを考える上で重要な要素は自動運転です。自動運転によるシェア型輸送
（Shared Autonomous Transport）は公共交通として地域の交通システムに組み込まれるものと予想し
ています。共有の形態は、地域コミュニティや地域の交通事業者が自動運転車を保有し、その車を共有
型の輸送に提供するケースも考えられますし、自動運転車を所有する個人が、車を使わない時間帯に自
分の車を共有型輸送に提供することもあるでしょう。複数の乗客が相乗りしているライドシェア車には
High Occupancy Vehicles（HOV）車線の利用や都心部への進入、駐車料金の減免などのインセンティ
ブを与えてもよいので、その設計・運用問題はネットワーク計画問題としても興味深い内容です。交通
システムが適切に設計されて運用されれば、交通に要するエネルギーの節約とモビリティの向上が期待
できますが、制御に失敗すると無駄に多くの空車が走行しエネルギーを浪費するだけでなく、共有・相
乗り自体の魅力が低下しシステムが持続しない可能性もあります。

シェア型輸送の最適化に関しても研究を進めていますが、その一例として、Aikoら（2018）［3］は、
は、時空間ネットワークを用いてシェア型の輸送システムの最適運行計画問題を定式化し、同乗する
利用者同士の選好が最適運行に及ぼす影響を分析しています。また、永井ら（2022）［4］では、事前予
約が不要で運行可能な路線が限定されているという条件下で自動運転車を最適に運行させる交通シス
テムの一種として平面エレベータ（図1）を提唱しています。その中でも、1次元ネットワークで表され
る1本の路線に1台の車が稼働するという最も基本的な運行に着目し、最適運行計画問題を定式化しま
した。その解法には通常のエレベータの運行計画を求めるためのヒューリスティクスであるSelective 
Collective （SC）を採用し、SCによる運行の特性を運行シミュレーションにより調べた結果、SCは計算
の即時性、最適性などにおいて優れた解法であることと、乗り換えが可能な複数路線から成る平面エレ
ベータにも拡張可能であることが示されました。2次元ネットワークへの拡張や複数車両を運行する場
合への拡張については、現在進行形で研究を進めています。

ここまでに紹介してきたシェア型交通システムに関する研究を俯瞰すると図2のように描くことがで
きます。短期的でより戦術的な研究事例は少なくないと思われますが、長期的視点に立った戦略的な
シェア型交通システムに関する研究の蓄積は十分とは言えず、多くの課題が残されていると考えます。
自動運転が都市に導入された際の戦略的なシステム設計問題は交通だけにとどまらず都市そのもののあ
りようを考慮に入れる必要があり、より多面的で包括的な扱いが必要になると考えます。交通行動分析
とネットワーク分析を統合した「交通ネットワーク上の行動分析」の枠組みで共有化された交通システ
ムを考えると、一層おもしろい展開が期待されるのではないでしょうか。

参考文献
1.  Thaithatkul, P., Seo, T., Kusakabe, T., Asakura Y. （2019） Evolution of a dynamic ridesharing system based on rational behavior of users, 

International Journal of Sustainable Transportation, 13 （8）, 614-626.
2.  Nakanishi, W., Yamashita, Y., Asakura, Y　（2021）. Empirical Analysis on Long-Distance Peer-to-Peer Ridesharing Service in Japan, International 

Journal of Sustainable Transportation, 15（8）, 653-658.
3.  Aiko, S., Thaithatkul, P., Asakura. Y. （2018） Incorporating User Preference into Optimal Vehicle Routing Problem of Integrated Sharing Transport 

System, Asian Transport Studies, vol.5（1）, 98-116.
4.  永井一輝, 中西航, 朝倉康夫 （2022） エレベータの呼びを導入したオンデマンド型の車両運行計画問題. 交通工学論文集, 8（1）, 1-10.
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同志社大学理工学研究科情報工学専攻知能メカトロ情報システム研究室

教授 橋本 雅文
・同志社大学モビリティ研究センター副センター長
・同志社大学大学院理工学研究科情報工学専攻 教授

主な研究領域と内容
・モビリティロボットのセンシング情報処理・センサ情報統融合
・LiDAR環境認識センシング：SLAM、移動物体認識と追跡

活動プロジェクト
■LiDARによる歩車道環境地図生成・統合・更新

小型モビリティやデリバリーロボットによるラストワンマイル、ファーストワンマイルの安全運転支
援や自動運転を始め様々な社会サービスに活用するため、住宅地環境や狭隘道路環境、多様な歩車道環
境において、図1に示す小型自動車やバイクのビークルに搭載したLiDAR、マイクロモビリティ搭乗
者のヘルメット（スマートヘルメット）に装着したLiDARを利用してSLAM（Simultaneous localization 
and mapping）技術を基礎に環境地図（3次元点群地図）を構築する技術を開発しています。

バイクやマイクロモビリティは4輪車に比べて走行中に大きな姿勢変化が発生します。そのような状
況でもLiDAR画像の歪を軽減して精度の良い環境地図の生成を実現しています。また、複数のビーク
ルがSLAMで構築した環境の部分的な地図を合成することで大規模な環境地図を構築するマルチビー
クルSLAMを開発しています（図2に3つの環境地図を統合した結果を示します）。さらに、複数ビー
クルが同じ環境を走行中に取得したLiDAR情報を照合することで環境地図を更新する方式も開発して
います。 

■複数LiDARの連携による協調型移動物体追跡
LiDARを用いて周辺環境の自動車や二輪車、歩行者などの移動物体の運動や挙動を推定・予測す

る追跡技術に関して、これまでの多くの研究は4輪車搭載のLiDARによる追跡ですが、バイク搭載の
LiDARやマイクロモビリティ搭乗者のスマートヘルメット装着のLiDARによる移動物体追跡技術を開
発しています。4輪車とは異なりバイクやヘルメットは走行時に大きな姿勢変化が生じます。これに起
因する追跡性能の劣化を低減して精度良い移動物体追跡を実現しています。

また、ビークルが自身のセンサ情報をもとに移動物体を追跡する、いわゆる単独型追跡では、死角や
見通しの悪い環境での移動物体の急な飛び出しや出会い頭の衝突回避に対応できません。このような状
況に対応するため、車載や路肩の複数LiDAR情報や追跡情報を共有、統合することで追跡の信頼性向
上を図る協調型追跡の研究を状態推定論の視点から行っています。自車の自己位置精度が高い場合の
協調型追跡の実現は容易ですが、非GNSS環境下のように自車の自己位置が不正確な状況での協調型追
跡では、同一の物体を異なる物体と誤認したり、物体の大きさを誤るなど、追跡性能が大きく劣化し
ます。このような問題の解決のため、複数LiDARからの観測点群情報をマッチングしてLiDAR相互の
相対位置を修正することで、高精度の追跡を実現しています。図3に見通しの悪い環境に設置した地上
LiDARとビークル車載のLiDARとの連携による協調型追跡の例を示します。LiDAR相互の相対位置を
修正しない場合（図3（a））は、環境中の6台の移動物体を12台と誤認するのに対し、相対位置修正によ
り（図3（b））6台の移動物体を正しく認識できています。

さて、協調型追跡における情報統合の方式としては、センサ観測値（生データ）レベル、検出値（グ
リッド）レベル、追跡情報レベルの3方式に大別できますが、それらの追跡精度は環境の混雑度や追跡
対象に大きく依存するため、慎重な選択が必要です。また、協調型追跡ではデータをサーバに集約して
統合する階層型（集中型）ネットワーク構造が一般的には用いられます。そこで、本研究では環境の混
雑度や追跡対象に依らず、また、任意のセンサネットワーク構造で適用可能な、高精度で汎用性の高い
分散型の情報統合処理の研究を進めています。 
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連絡先   〒610-0321　 京都府京田辺市多々羅都谷1-3
 同志社大学理工学研究科情報工学専攻知能メカトロ情報システム研究室
 e-mail: mhashimo@mail.doshisha.ac.jp  /  URL: https://researchmap.jp/read0016561

図1  LiDAR搭載実験プラットフォーム

図3 地上LiDARと車載LiDARによる協調型追跡（上面図）

図2 部分環境地図と統合地図（上面図）

（a） 小型自動車 （b） バイク （c）スマートヘルメット

（a） 相対位置修正なし 　（b） 相対位置修正あり
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九州工業大学大学院生命体工学研究科人間知能システム工学専攻柴田研究室

活動プロジェクト
高齢者や障がい者など、移動が困難な人の移動手段の確保は、社会の重要な課題の一つです。歩行機

能が残存している人に対しては、予防医療・介護予防の観点や生活の質・人間の尊厳の観点からも、必
要な範囲内で歩行をアシストする装置の開発や普及が望まれます。本稿では、柴田研で進めている、装
着型歩行アシスト装置と歩行器中心ヘルスケアシステムの研究を紹介します。

（1）装着型歩行アシスト装置の研究
動作が緩慢になりすくみ足もある、手漕ぎ車椅子ではゆっくりとしか移動できないパーキンソン病患

者（PD患者）は足漕ぎ車椅子で高速に移動することができます［1］し、元気に自転車に乗ることがで
きる患者もいます。すくみ足はPD患者の生活の質を大きく損ねるため、我々は、歩行の際に自転車を
漕ぐような作用を患者に与えることを狙って、歩行アシスト装置を開発し、PD患者による実験によっ
て、いくつかの歩行指標の改善を確認しました［2］。さらに図1に示すようにシステム全体の小型軽量
化（重量742g）や安全性のためインソール型力センサの無線化を進めつつ、すくみ足のあるPD患者で
の効果検証を行っています（図1）。PD患者である被験者は、我々の開発した歩行アシスト装置の他、
歩容を計測するための衣服型モーションキャプチャ（（株）Xenomaのe-skin）、また万が一すくみ足か
ら転倒した場合に衝撃緩和するための受動的な装置（サンヨーホームズ（株）の寄り添いロボット）を装
着して実験をおこないました。蛇行経路ですくみ足が多発した被験者について、一定距離を歩行した際
に、歩行アシストをすると、しない場合に比べて歩行時間、歩数、すくみ足すべてが大きく減少する傾
向（すくみ足の改善傾向）がみられています。今後、より規模の大きい実験を行って、歩行アシスト装
置の有用性を示したいと考えています。

（2）歩行器中心ヘルスケアシステムの研究
自分の両足だけでは歩行安全性が確保できない段階に入った場合、健康長寿のためには、できるだけ

車椅子でなく歩行器を用いることが良いことが分かっています［3］。既製品のアシスト歩行器は存在し
ますが、高齢者は自分の選んだ福祉用具に、取り回しやデザインなどの観点からこだわりが強いことも
知られているため、既存の歩行器をアシスト化するアプローチが重要と考えられます。また、歩行器を
アシスト化すれば、多少の電池、コンピュータ、センサなども搭載することができるため、運動支援面
だけでなく、ヘルスケアモニタリングをするシステムと捉えることができます。また、前述（1）で紹介
した歩行アシスト装置は、ガスが30分程度しかもたないため、空気圧コンプレッサを搭載可能な歩行
器と共に使えばより長く生活で用いることができます。そこで我々は、歩行器中心ヘルスケアシステム

（図2）の開発を進めています ［4］［5］。

教授 柴田 智広  
・九州工業大学社会ロボット具現化センター 副センター長
・九州工業大学大学院生命体工学研究科人間知能システム工学専攻 教授
・厚生労働省「介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業」
リビングラボ拠点「スマートライフケア共創工房」運営代表　

・英国ウェルカム財団“Imagining Technologies for Disability Futures” 
アドバイザリーボード

主な研究領域と内容
・ ロボティクス
・脳科学
・医療介護福祉分野における工学応用と社会実装

114

2022年版



連絡先   〒 808-0196 北九州市若松区ひびきの2-4
 九州工業大学大学院生命体工学研究科 柴田研究室
 e-mail: tom@brain.kyutech.ac.jp  /  URL: https://www.brain.kyutech.ac.jp/~tom/ja/ 

図1　 （左）人工筋肉を用いた小型軽量の歩行アシスト装置、（右）すくみ足のあるPD患者に対する実験の様子

図2 　歩行器中心ヘルスケアシステム

＜参考文献＞
1.  岡田洋平，他．パーキンソン病の標準型車椅子駆動能力低下の関連要因の検討と足こぎ車椅子の試み．運動障

害 26: 43-48，2016
2.  Higuchi, A., et al. Effects of Gait Inducing Assist for Patients with Parkinson’s Disease on Double Support 

Phase During Gait. Journal of Robotics and Mechatronics, 2020, 32（4）, pp.798-811
3.  松本吉央 , 他．介護保険レセプトを用いた福祉機器の利用状況の分析 －歩行器利用者の分析－．第25回ロボティ

クスシンポジア , 2020 年 3 月 16 日
4.   Ali, A., et al. A Study on Simultaneous Use of a Robotic Walker and a Pneumatic Walking Assist Device 

Designed for PD Patients. The 18th International Conference on Ubiquitous Robots （UR）, 2021.7.30, pp.144-
148

5.   Ali, A., et al. A Framework for a Smart Walker System with Voice-based Virtual Assistant, Actuators & 
Sole Sensor for Rehabilitation Monitoring. The 7th International Conference on Advanced Mechatronics 

（ICAM2021）, 2021, 2 pages

第

章

115

2022年版



活動プロジェクト
現在筆者は、国立大学法人群馬大学に次世代モビリティ社会実装研究センターが設立されることをきっ

かけに、自動運転の技術研究のみならず、社会実装に向けた導入モデルの構築をするべく、公道での実証
実験を推進している。群馬大学の理工学部がある群馬県桐生市での2016年10月からの実証実験を皮切り
に、2022年3月現在で、延べ60事例以上の実証実験（図1参照）を全国の自治体や交通事業者と連携して
実施している。

自動運転の技術研究においては、地域や路線を限定化して、個々に特化させて自動運転システムを効率
的に構築する技術の開発やノウハウの蓄積を進めるほか、車両側の技術の高度化のみならず、道路側の設
備の高度化による協調を積極的に取り入れる知見やノウハウの蓄積を進めている。また、これらの技術を
交通事業者や自治体とともに、実路線においての実証実験を展開することで、導入に向けた技術をはじめ
とした各種課題を抽出し、解決策を講じた再実験を行うなど、導入に向けた機運の向上も睨んだ取り組み
を行っている。図2に実証実験の様子を示す。

特に最近では、公道で自動運転を本格的に導入することを考える場合、“走行しやすい”場所とそうで
ない場所があるということに着目し、自動運転の走りやすさを決める因子が車両因子、道路環境因子、地
域社会因子の3つに分けられることを提唱し、それぞれの因子の体系化と解決策の研究を行っている。

車両因子は、車両そのものの特性（車幅や車長等）と車載する自動運転システムのセンサやアルゴリズ
ム等に起因するものである。自動運転システムのセンサをGNSS（Global Navigation Satellite System）を
用いるのか、LiDAR（Light Detection And Ranging）を用いた三次元高精細地図とのマッチングを用い
るのか、はたまた電磁誘導線を敷設して追従制御を行うのかによって、自動運転の走りやすさを決める因
子は異なる。

道路環境因子は、自動運転で走行させようとする道路およびその周辺環境に起因するものを指す。公道
であるか閉鎖空間であるかの区別に始まり、車線数や車線幅、歩者分離状況、自転車との混在状況といっ
た、自動運転の走りやすさを決める様々な因子はその道路環境に存在し、また複雑に関係しあう。

地域社会因子は、その自動運転をつかった移動サービスを利用するユーザー、あるいはその自動運転を
走行させる路線周辺の住民の受容性に関する因子を指す。いかに技術的に自動運転が走らせやすい環境で
あったとしても、それに関係する人々が許容するか否かは別の問題であり、このことを無視してはならな
い。また、地域社会因子は自動運転に対する受容性だけでなく、交通サービスとしての受容性も含まれる
ため、その地域の交通の成り立ちによって、地域ごとに因子やその影響度は異なる。

このように、 “走りやすさ”を決定する因子は多岐にわたる（山間地域であっても走りにくい場所もあれ
ば、市街地においても走りやすい場所もある）ため、自動運転を本格的に導入するために、先入観にとら
われず評価する仕組みを研究している。

准教授 小木津 武樹
・国立大学法人群馬大学　研究・産学連携推進機構　准教授
・国立大学法人群馬大学　次世代モビリティ社会実装研究センター　副センター長

主な研究領域と内容
・高度交通システム
・カーロボティクス
・次世代モビリティの社会実装モデル
・ヒューマンマシンインタラクション
・サイバーフィジカルシステム

群馬大学次世代モビリティ社会実装研究センター

116

2022年版



図1 これまで群馬大学が実施した実証実験地域例

連絡先   〒371-0044　群馬県前橋市荒牧町4-2
 国立大学法人群馬大学　次世代モビリティ社会実装研究センター
 e-mail: crants-contact@ml.gunma-u.ac.jp  /  URL: https://crants.opric.gunma-u.ac.jp/

図2 実証実験の様子（左：路側設置センサ、中央：自動運転バス、右：遠隔管制）
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5. 第19回ITSシンポジウム2021プログラム（詳細は P.85を参照）
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