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2022年12月9日 ＠柏の葉カンファレンスセンター

柏市 土木部交通政策課／柏ITS推進協議会事務局
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柏市の概要

Kashiwa City

柏の葉キャンパス

つくばエクスプレス
（2005年〜）
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柏市
面積：約115k㎡
人口：約43万人

東西18km
南北15km

中央部（中心市街地）
柏市の都市拠点
柏駅を中心とした商業地

北部（新規開発）
柏駅周辺に次ぐ第２の都市拠点
柏の葉スマートシティ

都心から30km 千葉県北西部に位置する首都圏の中核都市
2005年につくばエクスプレスが開通し，新たなまちづくりがスタート

2005年8月開業
秋葉原駅～つくば駅 58.3ｋｍ（20駅）
沿線ではのべ3,200haの新市街地を整備

つくばエクスプレス
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県立柏の葉公園

十余工業団地

こんぶくろ池

東葛テクノプラザ

県民プラザ

県立柏の葉高校

柏たなか駅

柏の葉キャンパス駅千葉大学

東京大学
柏キャンパス

国立がん研究センター

柏 I C
常磐自動車道

至つくば

至秋葉原

200１

国交省
柏研修センター

科学警察研究所

財務省
関税中央分析所
税関研修所

江戸時代 幕府直轄地
「小金牧（放牧場）」

明治時代 開墾地

1938年 陸軍 柏飛行場
1955年 米軍通信基地→1979年返還
1984～1990年 柏通信所跡地土地区画整理事業

⇒ 県立公園・国の機関の集積
・県立柏の葉公園
・東京大学
・千葉大学
・国立がん研究センター東病院
・財務省 関税中央分析所
・財務省 税関研修所
・国交省 柏研修センター
・科学警察研究所
・県 機動隊

三井柏ゴルフ倶楽部
1961年 オープン
2001年 閉鎖

188ha

江戸時代 幕府直轄地 「小金牧（放牧場）」

明治時代 開墾地

1938年 陸軍 柏飛行場
1955年 米軍通信基地→1979年返還
1984～1990年 柏通信所跡地土地区画整理事業

⇒ 県立公園・国の機関の集積
・県立柏の葉公園
・東京大学
・千葉大学
・国立がん研究センター東病院
・財務省 関税中央分析所
・財務省 税関研修所
・国交省 柏研修センター
・科学警察研究所
・千葉県 機動隊

三井柏ゴルフ倶楽部
1961年 オープン
2001年 閉鎖

188ha

柏の葉キャンパス駅

柏たなか駅
柏北部東地区
施行者｜UR都市機構
区域面積｜128ha
計画人口｜約 12,800人
施行期間｜2001年～2017年

柏北部中央地区
施行者｜千葉県
区域面積｜272.9ha
計画人口｜約 26,000人
施行期間｜2000年～2029年柏の葉スマートシティ

２
航空写真の出典：国土地理院ホームページ



2004
十余二工業団地

常磐自動車道
柏ＩＣ

東京大学
柏キャンパス

千葉大学

政府系研究所

県立柏の葉公園

柏の葉高校

こんぶくろ池公園

国立がん研究センター

柏の葉キャンパス駅

至秋葉原

至つくば
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2020
十余二工業団地

常磐自動車道
柏ＩＣ

東京大学
柏キャンパス

千葉大学

政府系研究所

県立柏の葉公園

柏の葉高校

ららぽーと柏の葉

ゲートタワー

東京大学
三井ガーデンホテル

東京大学
柏Ⅱキャンパス

国立がん研究センター
東病院

二番街

一番街

こんぶくろ池公園

柏の葉
キャンパス駅
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柏の葉のまちづくりの枠組み 公 × 民 × 学 の連携
公共に加え，民間の推進力と大学の先端知を最大限に生かし，社会課題の解決モデルとなる次世代型のまちづくり を行う

公共 × 民間 × 大学
柏 市
千葉県

柏市まちづくり公社

柏商工会議所
田中地域ふるさと協議会

柏の葉地域ふるさと協議会
三井不動産

首都圏新都市鉄道
TXアントレプレナーパートナーズ

東京大学
千葉大学

産総研柏センター

まちづくりを推進する
将来ビジョンの共有

共同運営するセンターによる
活動の連携・推進

柏の葉国際キャンパスタウン構想の策定・推進体制
理念）公・民・学連携による交際学術研究都市・次世代環境都市

• 千葉県・柏市・東京大学・千葉大学の４者で策定（2008年～）

• 三井不動産・ＵＲ都市機構を加えた６者で推進
（2020年以降はURの事業完了により５者で推進）

柏の葉国際キャンパスタウン構想（2008〜） 柏の葉アーバンデザインセンター（2006〜）
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

電動キックボード（2020～2021年）

オンデマンドバス（2006年～2008年）

ベロタクシー（2007年）

かしわスマートサイクル（2009年～2017年 ）

マルチ交通シェアリング（2011年～2016年）

超小型モビリティ（2014年～）

搭乗型移動支援ロボット（2016年～2017年）

自動運転バス（2019年～）

ETC2.０プローブ／交通可視化（2013年～）

MaaS［Whim］ (2020年）

セルラーV2X（2021～2022年）

TX開業（2005年）
東京大学生産技術研究所
千葉実験所移転（2017年～）ITS実証実験モデル都市（2009年～2012年）

柏ITS推進協議会発足（2010年～） ITS世界会議東京大会（2013年）
テクニカルビジット

モビリティ実証実験フィールド・柏の葉
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幹事会員（22団体・50音順）
株式会社アイ・トランスポート・ラボ
BOLDLY株式会社
沖電気工業株式会社
柏警察署
柏市
柏商工会議所
経済産業省 関東経済産業局
株式会社国際情報ネット
国土交通省 国土技術政策総合研究所 ITS研究室
国土交通省 関東地方整備局道路部交通対策課
泉陽興業株式会社
千葉県
千葉県警察本部
千葉商科大学
東京大学生産技術研究所次世代モビリティ研究センター
東京大学モビリティ・イノベーション連携研究機構
東京大学大学院新領域創成科学研究科
パシフィックコンサルタンツ株式会社
株式会社日立製作所
富士通株式会社
三井不動産株式会社
株式会社三菱総合研究所

会 長 東京大学 モビリティ・イノベーション連携研究機構 機構長
生産技術研究所 須田 義大 教授

一般会員（3５団体・50音順）
株式会社IHI
愛知製鋼株式会社
株式会社アイシン
一般財団法人ITSサービス高度化機構
イーブイ愛知株式会社
株式会社ヴァル研究所
株式会社NTTドコモ
有限会社エムコ
株式会社オリエンタルコンサルタンツ
科学警察研究所
柏地区タクシー運営委員会
柏の葉アーバンデザインセンター
コイト電工株式会社
株式会社システム・キープ・ヤード
順風路株式会社
scheme verge株式会社
スペースシンタックス・ジャパン株式会社
先進モビリティ株式会社
損害保険ジャパン株式会社
大日本印刷株式会社

大日本コンサルタント株式会社
千葉大学環境健康フィールド科学センター
TURING株式会社
株式会社長大
株式会社東京建設コンサルタント
東京大学空間情報科学研究センター
東武バスセントラル株式会社
東武ビジネスソリューション株式会社
一般財団法人道路新産業開発機構
ナノテック株式会社
日本信号株式会社
一般財団法人日本自動車研究所
日本ペイント・インダストリアルコーティング株式会社
三菱オートリース株式会社
ヤマハ発動機株式会社

会計監事 三井不動産株式会社
事務局 柏市交通政策課

柏ITS推進協議会（ 2010年〜）

低炭素型交通都市・次世代型環境都市の実現に向けて，ITSを活用した研究開発の推進・各種サービスの事業化・実用化を
目的に，大学・行政・企業等が協力・調整を行うプラットフォームとして設立 （2022年10月末現在57団体が参画）
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社会的課題の解決モデルとなる次世代都市に向けて，３つのテーマを軸にまちづくりを推進

柏の葉スマートシティ・フェーズⅠ（2011年〜）

環境未来都市・地域活性化総合特区

環境共生都市 健康長寿都市 新産業創造都市

低炭素社会
地球環境問題

資源・エネルギー問題

超高齢化社会
医師不足

医療費増大

低成長社会
地域活力の低下
日本経済の停滞
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他業種交流を促進し新産業を創造
起業者や研究者などが交流し,新事業や新サービ
スを創造するための場として「KOIL（柏の葉
オープンイノベーションラボ）」を整備
ベンチャー企業への総合的な支援
支援組織の「TXアントレプレナーパートナーズ
（TEP ）」による企業育成を推進

参加型の健康情報発信拠点を整備
健康な毎日をつくる推進拠点として，まちの健
康研究所「あ・し・た」を整備し，健康寿命の
延伸と介護予防の啓発活動を展開
フレイル予防のキーワード， 「あるく」・
「しゃべる」・「たべる」がテーマ
健康に役立つ先端知識の入手，身体能力測定な
ど無料で健康をサポート

まちの健康研究所
あ・し・た

K O I L
（柏の葉オープンイノベーションラボ）

ららぽーと
ショップ＆オフィス

ホテル＆レジデンス

住宅棟

住宅棟

研究施設棟

エネルギー棟 住宅棟

エリア・エネルギー管理システム
（AEMS)

地域全体で省エネ活動を促進
太陽光発電や蓄電池等の分散電源エネルギーの
活用，街区間を跨ぐ電力融通により、まち全体
で電力使用量のピークカットを実現

停電しない安心なまちを実現
駅前の中核を担うゲートスクエアでは，停電時
でも約６割程度の電力供給を３日間維持，住宅
棟にも電力を融通

環境共生都市 健康長寿都市 新産業創造都市

９



柏の葉スマートシティ・フェーズⅡ（2019年〜）

国土交通省スマートシティモデル事業・先行モデルプロジェクト

柏の葉スマートシティのコンセプト
TRY the Future －進化し続けるまち－

• 駅を中心とする ‘’スマート・コンパクトシティ‘’
• つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅を中心とする

半径２km圏が対象区域

• ３０団体がコンソーシアムに参画（2022年8月末現在）
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地域内循環バスを見据えた自動運転バスの導入
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■ 構成団体
東京大学 モビリティ・イノベーション連携研究機構
東京大学 生産技術研究所
東京大学 大学院新領域創成科学研究科
柏市
先進モビリティ株式会社
東武バスセントラル株式会社
三井不動産株式会社
BOLDLY株式会社
柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK)
パシフィックコンサルタンツ株式会社
損害保険ジャパン株式会社
三菱オートリース株式会社
愛知製鋼株式会社
株式会社ＩＨＩ
コイト電工株式会社
日本信号株式会社

柏ＩＴＳ推進協議会 企画部会 自動運転バス導入検討会
～ 自動運転バスのレベル４実装化に向けて取り組む16団体～

■ 実施体制

出典：柏の葉スマートシティ実行計画（一部加工）
https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/content/001342549.pdf

東武バスセントラル（株）
（自動運転バス運行）

整備や事故対応について
覚書を締結

保険

東京大学モビリティ・イノベーション
連携研究機構

東京大学新領域創成科学研究科

シャトルバス
運行委託

先進モビリティ（株）
（自動運転技術開発・提供・データ解析）

損害保険ジャパン（株）
（保険開発）

三菱オートリース（株）
（サブスクリプション開発）

東京大学生産技術研究所

・実証実験主体：柏ITS推進協議会企画部会（会長 須田教授）
・運行管理検討：BOLDLY株式会社
・自動運転路車協調技術開発・提供・データ分析

：愛知製鋼株式会社
株式会社IHI，コイト電工株式会社，日本信号株式会社

・公的機関調整・自動運転インフラ検討・部会事務局：柏市交通政策課
・企画・運営事務局：三井不動産㈱、パシフィックコンサルタンツ（株）
・全体調整・柏の葉まちづくり推進：UDCK
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自動運転バス 運行ルート

現在位置

東京大学
柏キャンパス

柏の葉
キャンパス駅

運行距離：約2.6ｋｍ（公道2.3ｋｍ，大学内0.3ｋｍ）
うち一部区間で自動運転を実施

（2019年11月より運行スタート）
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自動運転バスの技術的な特徴 （2021年1月より新車両を導入）
自動運転バスのシステム 自動走行制御項目

障害物認識機能
出典：先進モビリティ株式会社ホームページ https://www.as-mobi.com/system/

認知（センサー類） 判断 操作

＜搭載システム＞
・走行記録
・エラー記録
・遠隔地からの状態監視
・走行指示
・緊急時対応
・走行可否判断

自動運転車両運行管理プラットフォーム Dispatcher

自動運転車両運行管理

出典：BOLDLY株式会社ホームページ https://www.softbank.jp/drive/service/dispatcher/

出典：柏の葉自動運転バス実証実験
パンフレット （一部加工）

出典：先進モビリティ株式会社ホームページ https://www.as-mobi.com/system/
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GPSを補完する磁気マーカの設置
（ケヤキのトンネル）

東京大学
柏キャンパス 国立がん研究センター

東病院

信号情報連携・センサ類による右左折支援

自動運転レベル４実装へのチャレンジ 〜路上のカメラ・センサによるインフラ協調車両制御〜

東京大学
柏IIキャンパス

千葉大学

実証実験運行ルート
ケヤキのトンネル
磁気マーカ設置区間

信号機のある交差点

県立柏の葉公園

柏の葉
キャンパス駅

Ｓ

Ｓ
Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
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航空写真の出典：国土地理院ホームページ



バスベイから走行車線への合流見通しの良くない脇道

信号機の無い横断歩道 荷捌き車両などの路上駐車

自動運転レベル４実装へのチャレンジ 〜路上のカメラ・センサによるインフラ協調車両制御〜
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磁気マーカの導入による自動走行範囲の拡大（2020年4月〜）
 自動運転バス走行区間上に磁気マーカを設置（愛知製鋼株式会社）
 街路樹や建物によるGPS遮断から自動走行が難しかった区間におい

ても自動走行を可能に

2020年2019年 2022年2021年 2023年

新たな車両の導入（2021年1月〜）
 新車両を導入（先進モビリティ株式会社開発）
 センシング能力の向上，加減速時の乗り心地の改善を実現

車内監視システムの導入（2021年1月〜）
 自動運転車両運行管理プラットフォーム「Dispatcher」を導入（BOLDLY株式会社）
 遠隔地からの監視・走行指示等が可能に

自動運転バスの公道走行実証運行をスタート（2019年11月〜）
 TX柏の葉キャンパス駅と東京大学柏キャンパスを結ぶ路線で

自動運転バスの長期継続実証運行をスタート

信号機との連携・路上のカメラ・センサとの連携（2022年1月〜）
 インフラ協調制御の高度化に向けて，信号機との連携，路上の情報

収集に必要なセンサ，カメラ等を設置
（株式会社ＩＨＩ，コイト電工株式会社，日本信号株式会社）

進化する柏の葉自動運転バス

出典：愛知製鋼株式会社パンフレット
https://www.aichi-steel.co.jp/smart/mi/assets/images/common/A3_leaflet_japanese.pdf

出典：BOLDLY株式会社ホームページ
https://www.softbank.jp/drive/service/dispatcher/
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柏の葉スマートシティツアー × 自動運転バス試乗会 〜市民への情報発信〜

2022.10.22（Sat)
４者による共同主催
東京大学 生産技術研究所
東京大学 UTmobi
柏ITS推進協議会
UDCK
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イノベーションフィールド・柏の葉スマートシティ
TRY the Future －進化し続けるまち－

ご興味のある方はぜひご連絡ください
→  柏ITS推進協議会事務局（柏市交通政策課内）

URL：http://www.kashiwa-its.jp
Mail：kotsuseisaku@city.Kashiwa.chiba.jp
Tel：04-7167-1219
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