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概要 

超高齢化と労働人口減少を迎える中、高信頼・高精度な自動走行を実現する自律型モビリティシステム（自動走行技術、

自動制御技術等）の実現が期待されている。この自律型モビリティシステムの実現のためには、移動体自身に搭載するセ

ンサーだけでなく、高度な自己位置推定や周辺環境認知を可能とする高度地図データベース等の情報を、遅延なくリアル

タイムに収集・把握する通信技術の確立が極めて重要で必要不可欠となる。本研究開発では、自律型モビリティシステム

を支える通信技術を確立するため、高度地図データベース等の多様で大容量な情報について、膨大な数の移動体との間で

リアルタイムなやり取りを可能とする技術を確立するとともに、限られた電波資源を最大限に有効利用するための技術

を確立した。 
 

Abstract 
As we face super aging of population and decrease in working-age population, realization of autonomous mobility 

systems (autonomous driving technologies, autonomous control technologies, etc.), which fulfill highly reliable and 
highly accurate autonomous driving, is expected. In order to realize the autonomous mobility systems, not only 
sensors to be equipped with moving objects themselves are required, but also it is extremely important and 
indispensable to establish communications technologies for the collection and grasping of diverse and large amounts 
of information, such as advanced map database, which enables advanced self-localization and peripheral 
environment recognition, in real time and without delay. Accordingly, in order to establish communications 
technologies supporting autonomous mobility systems, two kinds of technologies are established: technologies that 
allow real-time exchange of diverse and large amounts of information, such as advanced map database, with a vast 
number of moving objects; and technologies that allow effective use of the most of limited radio wave resources. 
 
１．まえがき 

超高齢化と労働人口減少を迎える中、過疎地も含めた高

齢者の安全・安心な生活や観光、土木、福祉等の多様な経

済活動の生産性確保等を図るため、高信頼・高精度な自動

走行を実現する自律型モビリティシステム（自動走行技術、

自動制御技術等）の実現が期待されており、主要国でも官

民を挙げた大規模プロジェクトが始動している。自律型モ

ビリティシステムの実現のためには、移動体（電気自動車、

電動車いす、自律ロボット等）自身に搭載するセンサーだ

けでなく、高度な自己位置推定や周辺環境認知を可能とす

る高度地図データベース等の情報を、遅延なくリアルタイ

ムに収集・把握する通信技術の確立が極めて重要で必要不

可欠である。 
一方で、現在日本で走行している約 8,000 万台の車を含

めた膨大な数の移動体が、無線通信を介して、大容量の情

報をリアルタイムにやり取りするようになった場合には、

膨大な通信需要が生じることが想定されるため、限られた

電波資源を最大限有効利用するための技術の確立も必要

不可欠である。このため、自律型モビリティシステムを支

える通信技術として、限られた電波資源を最大限に有効利

用しながら、高度地図データベース等の多様で大容量な情

報をリアルタイムにやり取り可能とする技術を確立する

ことを目的として、各受託研究機関と共同で以下の 3 つの

技術課題について研究開発を進めてきた。 
課題ア）分散型のデータ処理等による高効率な通信処理

技術 
課題イ）複数無線システムを用いた高度地図データベー

スの更新・配信技術 
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課題ウ）大量の異常通信の検知・抑制による高信頼化技

術 
本稿では、それぞれの技術課題の成果概要について報告

する。 
 

２．研究内容および成果 
本研究開発の全体概要を図 1 に示す。 

課題ア）分散型のデータ処理等による高効率な通信処理

技術 
課題アでは、膨大な数の自律型モビリティからの通信を

処理できるシステムの実現のため、通信やデータ処理の局

地性を活用可能な分散型エッジコンピューティング基盤

を開発し、その基盤の上で多様なモビリティ（高速モビリ

ティ：自動運転車両等／低速モビリティ：自動走行車椅子

等）を収容する構成を検討した。また、低速モビリティの

制御のための通信量の削減のために、センサー情報の取捨

選択やマルチホップ無線通信方式の利用によって無線通

信区間の通信量を削減する技術についても検討した。 
 
課題ア－１－①広域で高効率な通信処理を可能とするエ

ッジコンピューティング技術の確立 
膨大な数の自律型モビリティからの通信量を削減するため、

通信データを不可逆ハッシュに変換し送受信することで

冗長トラヒックを削減する Redundancy Elimination 
(RE) 技術の適用を検討した。移動端末（モビリティ）と

固定端末（エッジサーバ）間でのトラヒックがどの程度削

減されるか、後述する実験環境内の LTE 試験網に自律型

モビリティのユースケースで想定されるダイナミックマ

ップやセンサーデータを流して実験することで評価した。 
圧縮率は、通信したデータのキャッシュヒット率に応じ

て大きく変化するが、十分なキャッシュヒット率が得られ

るならば、標準的なデータ圧縮技術である gzip よりも高

い圧縮効果が得られた。また、一度にデータを送信する量

が少なくなればなるほど圧縮率や通信スループットが良

くなるため、自律型モビリティで必要となるセンサーデー

タ等をリアルタイムに送信するユースケースにおいて適

した方式であることがわかった。 
 
課題ア－１－②複数の分散型データ処理の協調制御を可

能とするエッジサーバ技術の確立 
自動走行に関わるアプリケーションの分散要件に対応

するためには、自律型モビリティの密度変化に対応できる

エッジサーバ技術を実現する必要がある。エッジサーバか

ら提供される情報は即時性が求められるものであり、サー

バの収容限界に達したためにサービスが提供できない事

態は許容されず、この場合においてもサービスを継続する

ための仕組みが求められる。このため、自律型モビリティ

の密度変更により、特定無線方式の周波数帯域が限界を迎

えた場合にもサービスを継続するための環境構成を検討

した。具体的には、周波数帯域の限界が予測される地域に

対して、事前に構築した他の無線通信方式に通信を切り替

えることでエッジサーバとの接続性を維持しサービス提

供を継続する方法を検討し、後述のロケーションマネージ

ャの API として実装した。また、LTE および無線 LAN の

2 つの無線方式について環境構築を行い、統合実証シナリ

オにおける動作を実証した。 
 

課題ア－１－③広域にまたがって様々な速度で走行する

移動体の追随を可能とするエッジサーバ間ハンドオーバ

技術の確立 
広域かつエリアをまたがって移動する自律型モビリテ

ィに対応し、接続先のエッジサーバが切り替わっても自動

運転支援等の処理を継続できるようにするための分散エ

ッジコンピューティング基盤を開発した。これは近年普及

しつつあるエッジコンピューティング技術をベースに自

動車を中心とした高速モビリティ向けに機能拡張した基

盤であり、モビリティの地域性に着目した地域分散処理と、

地域を跨った移動の際に発生するエッジハンドオーバへ

の対応が特徴である。 
地域分散処理を実現するため、モバイル網内の制御情報

と連携した「ロケーションマネージャ」と呼ぶサーバを分

散エッジコンピューティング基盤に設置し、エッジサーバ

あるいはモビリティ上で動くアプリケーションが、現在位

置に応じてどのエッジサーバと接続すればよいかをロケ

ーションマネージャ API 経由で問い合わせる方式を確立

した。また、地域を跨ぐ移動によって収容エッジサーバの

切り替えが必要な場合も、ロケーションマネージャがモバ

イル網内の情報をもとにハンドオーバが必要なことを各

アプリに通知し、アプリ処理を移動先のエッジサーバにス

ムーズに引き継げるようにした（図 2）。これらの技術に

ついて、車速 40km/h の実車走行、および 100km/h の走

行を想定した検証を実施し、高速移動するモビリティに対

しても適用可能であることを実証した。 

 

 
図 2 エッジ間アプリケーションデータ移行技術 

（ロケーションマネージャによるエッジハンドオーバ） 

 
図 3 ダイナミックマップの差分配信・分割配信 

 

 
図 1 研究開発概要 
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課題ア－１－④リアルタイム位置情報収集を可能とする

LPWA トラヒック制御技術 
自律型モビリティシステムの動作を支援するためには、

周辺環境に関する最新情報を常に取得する必要があり、特

に、自動走行車両等の位置情報（座標および速度、加速度、

進行方向等を含む）に関しては 100 ミリ秒程度の短い周

期で収集・分析することが求められている。モバイル網で

この位置情報をエッジサーバに送信する際の輻輳を回避

するため、車両側とエッジサーバ側の双方で送信済みの位

置情報から現在位置の推定を行い、誤差が閾値を超えた場

合にのみ、送信する方法が提案されており、誤差閾値を

10cm とした条件で、送信頻度を半減させることができて

いる。ところが、郊外の人気スポットの様な通信設備が貧

弱な地域で渋滞が発生すると、やはり輻輳が発生してしま

うことが考えられる。 
そこで、輻輳状態からでも回復できるように、位置情報

通信とは別の搬送波を使って、渋滞中の地域の誤差閾値を

周辺より高く設定することにより、位置情報送信の頻度を

制御する方法について研究開発を行った。複数の LTE 基

地局を包含する通信範囲を持つ LPWA を使い、車載コン

ピュータに接続した LPWA 受信機に、渋滞している範囲

に対応した制御領域の座標とその領域内の誤差閾値の組

を送り込み、車載コンピュータにおいて、自車両の位置が

制御領域の中に入っているか否かで、誤差閾値を変えるこ

とにより、位置情報の送信頻度を制御する方法を確立した。

また、合流・割り込みを行う車両の周辺では、局所的に誤

差の少ない位置情報が必要となるため、車両側から、協調

動作の申告を LPWA によって周辺の車両に伝える仕組み

を取り入れた。 
横須賀リサーチパーク（YRP）での検証実験により、予

測ベースの現行方法との比較で、さらに 65％程度の帯域

の削減が可能であることを確認し、渋滞時の位置情報通信

によるモバイル網の輻輳の回避・軽減に充分有効であるこ

とがわかった。 
 
課題ア－２－①－１個人を特定しない環境センサーによ

る電波環境情報構造化技術 
低速（6km/h 以下）の自律型モビリティ（電動車いすや

運搬ロボット等）は、高齢者、障がい者の安全・安心な移

動支援としての利用が期待されている。ここでは、低速の

自律型モビリティが移動支援サービスを安全・安心に提供

するために不可欠となるモビリティの近傍状況（電波環境

を含む）を把握するために、物理的な人の位置や壁などの

障害物の位置などの計測だけではなく、電波環境も計測す

る動的電波環境情報構造化技術、および複数のモビリティ

からの計測情報を統合した低速用高度地図データベース

をエッジサーバ上に作成・共有する技術を開発した。    

具体的には、レーザー測域センサーなどによって人々や障

害物の位置を計測し、その情報と、無線 LAN アクセスポ

イントの位置や部屋の壁の位置等の情報に基づいて電波

強度を推定する技術を開発した。 
 実験では、複数の低速自律型モビリティが近傍状況を認

識し、アップロードすることで低速用高度地図データベー

スを作成し、そのデータベースから受信するセンサー情報

を共有することで、単体のモビリティでは遮蔽の問題があ

る場合でも、近傍（半径 10m 以内）に 10 名程度の人々

が存在する場合にも、周囲 10m 以内の人物や移動物体・

動的な障害物の位置を検出できることを確認した。３次元

空間に関する大量のセンサー情報を蓄積、解析することで、

周囲環境の立体的地図を構築し、5cm 以上の段差や階段

を含む危険個所を検出できること、および、それらの情報

に基づいて電波環境情報構造化を行い、動的電波環境情報

を低速用高度地図データベースに反映できることを確認

した。 
 
課題ア－２－①－２固定されたカメラからの映像解析に

よる環境情報把握技術 
自律型モビリティシステムの動的電波環境の計測に必

要な、固定カメラでの状況認識および予測技術を確立する

ために、実環境を模した映像による評価と実証を行い、以

下の成果を得た。 
人物の属性推定技術において、地形に応じた閾値の設定

と、非混雑時の結果をより信頼する混雑環境対応を行うこ

とで、松葉杖、車椅子、ベビーカーの所有者推定精度、お

よび年齢層推定・性別推定 90%を達成した。グループ属性

推定技術においては、グループを構成する 2 者の関係性推

定において精度 95.4%を確認した。人物追尾技術において

は、Hungarian アルゴリズムを用いた追跡途切れ発生後

の軌跡補完などの手法により、同一カメラ内での平均人物

追跡率 96.39%を達成、また、異なるカメラ間での同一人

物判定においても Matching Rate で平均 96.3%を実現し

た。行動予測技術の研究開発では、マップ領域制限処理や、

移動経路平滑化処理等の導入により 3 秒後の予測位置誤

差 1m 以内 90％を実現した。 
これらの成果を実証システム上に構築し、固定されたカ

メラで撮影された映像解析結果を、UNR プラットフォー

ムを介して自律型電動車椅子と共有することにより、経路

の最適化が可能であることを確認した。 

 
図 4 自律型電動車椅子が進路を変更する様子 

課題ア－２－②－１低速の自律型モビリティシステムに

適した無線ネットワーク構築・制御技術 
本研究開発では、低速の自律型モビリティに適した階層

型無線ネットワークを構成することで、収容台数２倍以上

を示すことを目標とした。図 5 に示す状態遷移に従い自動

的にクラスタを構成する系を実機で構築した。さらにシミ

ュレーションにより、IEEE802.11g 相当の無線機の場合、

図 6 に示すように従来の非階層型と比べて、接続台数が

2.28 倍となることを示した。 

 
図 5 クラスタ構成の状態遷移 
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図 6 収容台数の比較 

課題ア－２－②－２低速の自律型モビリティシステムの

協調連携制御技術 
動的電波環境情報構造化技術、および無線ネットワーク

構築・制御技術により、低速の自律型モビリティが安全に

移動できるようになった上で、さらに安心・快適で自由に

移動できるようにするために、モビリティ同士またはモビ

リティと人のコミュニケーション（対話）を実現するため

の協調連携制御技術を開発した。モビリティ同士、または

モビリティと人が対話できる距離を 10m 程度として、半

径 10m 以内に最大 10 名以内の混雑さを前提として、モ

ビリティが衝突回避など安全・安心を確保して移動・回遊

しつつ、具体的な３種類の協調連携行動（「展示を見て回

る」，「狭い通路を通り抜ける」「フォーメーションを維持

して一緒に歩く」）を開発した。評価実験の結果、2 台のモ

ビリティ同士での協調行動において実用的な速度（定速の

83.5%の速さ）で移動できる事を明らかにした。また、モ

ビリティと人の協調行動についても、移動時間全体の

84.3%の間フォーメーションを維持して移動できる事を

明らかにした（図 7）。 

 
図 7 低速の自律型モビリティの人との協調連携行動 

 
課題イ）複数無線システムを用いた高度地図データベー

スの更新・配信技術 
課題イでは、膨大な数のモビリティからの通信量全体の

削減のため、モビリティの状況に応じてダイナミックマッ

プ（高度地図データベース）を効率的に配信する周波数利

用技術について検討した。具体的には、自律型モビリティの

走行状態やデータの用途や容量等に応じて、ダイナミックマッ

プの差分配信や分割配信等を行う技術と、複数無線システム

を連携した動的切り替えや同時通信技術の技術開発を行っ

た（図 3）。これにより、モバイル網に接続された高速モビリティ

に対して途切れることなく最新の情報を効率的に送ることが可

能とした。 
 
課題イ－１複数無線システムを連携して制御する技術の

研究開発 
本実証実験を通して開発した動的切り替え技術、および

同時通信技術により、自律型モビリティにおけるダイナミ

ックマップ配信において、携帯電話システムから無線

LAN システムにオフロードできることを確認した。 
2 カ年通して実証を行った動的切り替え技術における

切断ロジックに関しての実証では、自律型モビリティ側だ

けでなく基地局側の状況を組合せたことで、自車の状況だ

けでなく、周辺の車両状況も加味した切断制御が実現可能

であることを確認し、報告書に示した。 
同時通信技術として開発した MPTCP を利用する技術

については、今後、携帯電話システム、無線 LAN システ

ムのみでなく、その他の通信方式が登場した場合でも、並

列して接続することが可能な技術であり、将来的に複数無

線システムを搭載すると想定し、自律型モビリティの実現

に大きく寄与すると考える。 
 
課題イ－２高度地図データベースを効率的に更新する技

術 
a.車両による情報収集・分析技術 
自律型モビリティシステムの運用においては、基盤的地

図の更新およびモビリティに対する配信が迅速に行われ

ることが必要である。そこで、一般車両にセンサーを搭載

し、道路情報を収集して道路更新箇所を自動検知する手法

の検討、開発に取り組んだ。道路情報の収集にあたり、車

両から移動通信網を介してエッジサーバに送信する手法

を検討した。本実証実験で収集した道路情報は、4.6km の

リンク長に対して 3.1 ギガバイトであった。この一例に示

す通り、道路情報はデータ量が膨大であり、そのまま送信

するには適さない。そこで、更新箇所の抽出という目的に

適したデータのみ収集の対象とすることでデータ量の削

減を図った。抽出の対象として、道路上の地物のうち区画

線、標識、路肩縁を採用した。 
レーザセンサーにより収集した点群情報に対して

RANSAC（Random Sample Consensus）アルゴリズムを

適用し、高さ方向の変化を自動抽出することで、路肩縁の

抽出を実現した。また、カメラ画像に対して機械学習を適

用することで、区画線、標識の抽出を実現した。これらの

抽出結果を移動通信網を介してエッジサーバにアップロ

ードし、変化点の自動検知を行った。道路情報の圧縮にお

いて、道路更新箇所の抽出が可能な品質を維持したまま、

トラヒック量を 99％削減することができた。 
b.路側設備による情報収集・分析技術 
本技術課題は、道路に設置するセンサー等から、他の車

両、歩行者、障害物など、車載センサーのみでは困難な情

報の収集を行うことを目的とする。例えば、路上のセンサ

ー（路側センサーという）を利用して事故多発地点におけ

る路上の監視や、駐車場の空きスペース管理を行うことに

より、安全運転の支援（事故多発地点に接近する際の進入

時動作）や自動駐車（バレーパーキング）等の高度な自動

運転サービスの実現に寄与する。 
 図 8 は、交差点を模擬した道路の 3 か所に道路交通認

識装置を設置することにより、交通状況の認識が可能なテ

ストベット環境を示している。道路交通認識装置は、カメ

ラ、情報統合装置、無線装置を用いて道路上の交通状況を

実時間で認識する装置である。路側センサーであるカメラ

を用いて、連続時間で撮影した道路画像を情報統合装置に

入力する。情報統合装置は入力された未加工画像の機械学

習により交通状況の変化を認識する。交通状況の変化の例

としては、停止した自動車や障害物の出現、歩行者の位置

や移動方向などである。ここで認識した情報は、ダイナミ

ックマップを経由して、無線通信により車両に送信される。 
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図 8 路側センサーによる情報収集を実証するテストベッ

ト環境 

路側センサーが複数存在する場合、無線ネットワークの

通信品質（通信速度など）に応じて、最低限必要なデータ

の内容は維持しつつ、一部の情報を選択してダイナミック

マップを更新することにより、転送トラヒックを低減させ

る手法を確立した。具体的には、図 9 に示すように、エッ

ジサーバが情報を必須データ、選択データ、全データに区

分することにより行う。必須データは、路側センサーから

収得した物体の特徴を表すデータであり、情報量は最も少

ない。選択データは、必須データと共に検出物体の切り取

り画像を含めたものであり、情報量が大きい。全データは、

必須データと共に路側センサーから検出したすべての画

像を含めたものであり、最も情報量が多い。実証実験では、

検出物体数、データ種類、通信性能の関係性を検証し、通

信状況および道路状況によって転送データを適切に選択

することで、必要なデータの内容は維持しつつ、転送トラ

ヒックの低減が可能であることを確認した。 

 
図 9 複数の路側センサーが連携による転送トラヒック

低減 

 
課題イ－３ 高度地図データベースを効率的に配信する技術

の研究開発 
課題イ内での総合実証、および他課題との統合実証を通し

て、本研究開発の目的である携帯電話システムにおけるネット

ワーク負荷の軽減が実環境下で実現可能であることを示すこ

とができた。 
配信データはダイナミックマップのうち、静的データと准動

的、准静的データを対象として配信しなければならないデータ

量の削減を目指した。方法として、差分配信、分割配信を検

討した。 
自律型モビリティが目的地までのルートを決める際のルート

プランニング時に差分配信を利用する。全国で約 89GB の静

的データ（車道リンク）を対象として、前回配信時から更新され

た差分のみを配信する方式である。静的データの年間の更新

データ割合を 7%（国総研報告書より）とすると、更新頻度 1 ヶ

月では配信対象となる差分は約 0.6%となり、データサイズは

546.8MB/月となる。 

同様に、自律型モビリティがルート上のどの車線を走行する

か決める際のパスプランニング時に分割配信を利用する。出

発地から目的地までに必要となる静的データ（車線リンク）、准

系データを、エンジン始動時にダウンロードするのではなく、

自律型モビリティの移動に応じて、進行方向前方のエリアのデ

ータを都度配信する方式である。 
なお、分割配信では、配信する総データサイズは削減され

ないが、配信を一括で行わず、移動の都度必要な分のデータ

を配信することで、ネットワーク負荷を軽減する効果が得られ

るものである。 
総評として、本実証実験を通じて、図 10 の通り携帯電話シ

ステムの無線区間アクセスのトラヒックを大幅に削減できること

を確認した。 

 
 

 
 

 
図 10 ダイナミックマップの差分配信・分割配信および

複数無線通信 

 
課題ウ）大量の異常通信の検知・抑制による高信頼化技術 
課題ウでは、自律型モビリティシステムにおいて、限ら

れた電波資源を最大限に有効利用するための課題ア（分散

型のデータ処理等による高効率な通信処理技術）および課

題イ（複数無線システムを用いた高度地図データベースの

更新・配信技術）で確立する技術の効果を高く保つために、

大量の異常トラヒックの検知からネットワークの部分的

な遮断や安全動作への移行までの協調的な制御の実行に

より、自律型モビリティシステムの高信頼化を実現するこ

とを目的とした研究開発に取り組んだ。  
 

課題ウ－１大量異常トラヒック検知・判断技術 

自律型モビリティシステムは、モビリティの位置や速度

などを含むプローブ情報や渋滞状況などを含むダイナミ

ックマップをモビリティとの間で送受することで、モビリ

ティの自律的で効率的な走行を実現する。その信頼性を確

保するには、モビリティとの通信を常に分析し、過度に大

量な送信や偽りの情報の混入などの異常を迅速に検知し、

遮断等の適切な対処を行う必要がある。 
モビリティの異常な通信を迅速に検知・対処するには、
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分析機能（異常トラヒック検知エンジン）を各エッジに配

置することが適切である。しかし、各エッジ上の検知エン

ジンが各々独立していると、モビリティがエッジ間を移動

する場合に、移動先エッジ上の検知エンジンがそれまでの

通信内容や分析状況などを把握できないため、連続的な監

視を行う上で課題となる。 
そこで、本研究開発では、検知エンジン間での監視情報

の共有を可能にする分散協調型異常トラヒック検知技術

を開発した（図 11）。本技術では、自律型モビリティのエ

ッジ間移動のタイミングを捉えて移動元の検知エンジン

から移動先の検知エンジンに対象モビリティの継続的な

監視に必要な最小限の情報を転送することにより、自律型

モビリティのエッジ間移動に追随した連続的かつ効率的

な監視を可能にした。 
また、YRP に構築した検証環境において実際に監視対

象をエッジ間で移動させ、後述のネットワーク遮断技術

（課題ウ－２）や課題ア技術などと連携した検証を実施し、

本技術の有効性および実用性を確認した。 

 
図 11 分散協調型異常トラヒック検知技術 

 
課題ウ－２大量異常トラヒックのネットワーク遮断技術

に関する研究開発 

課題ウ－１の異常トラヒック検知・判断と連携し、自律型モビ

リティシステムに対する異常トラヒックの発生範囲に連動したネ

ットワーク遮断を実行する技術を確立した（図 12）。具体的に

は、課題ウ－１の異常トラヒック検知・判断と連携し、移動体の

基地局間移動に対応した自律型モビリティシステムに対する

異常トラヒックの発生範囲に連動したネットワーク遮断を実行

する技術を確立した。また最高速度 100km/h、或いは交通量

密度：1000台/km2の疑似環境において大量異常トラヒックに

対するネットワーク遮断技術の妥当性を確認し、自律型モビリ

ティシステムの高信頼化を実現した。 

 
図 12 ネットワーク遮断技術と安全運転への移行技術 

 
課題ウ－３正常ネットワークへの移動体接続および安全動作

への誘導提示技術に関する研究開発 
課題ウ－２のネットワーク遮断と連動し、正常なネットワーク

への接続や手動運転への切り替え通知等の安全動作への誘

導提示技術を確立した。また、上記の技術を実装したソフトウ

ェアの評価を行い、正常ネットワークへの移動体接続および

安全動作への誘導が提示できることを確認した。また最高速

度 100km/h、或いは交通量密度：1000 台/km2 の疑似環境

において正常なネットワークへの移動体接続および安全動作

への誘導技術の妥当性を確認し、自律型モビリティシステム

の高信頼化を実現した。 
 
課題ア・イ・ウの各課題で開発した技術は、高速・低速

モビリティシステム共通のインフラとして横須賀リサー

チパーク （YRP） に構築した実証実験環境（図 13）に

それぞれ実装し、各技術を組み合わせた実証シナリオをも

とに統合実証実験を行った。統合実証のシナリオ動作の確

認によって、膨大な数の自律型モビリティによるトラヒッ

クを高速移動に対応可能な形で地域分散収容でき、高度な

自動走行に必要なダイナミックマップの効率的な配信が

可能なこと、高速・低速のモビリティの相互連携により外

出困難者の長距離移動支援が可能なこと、悪意のあるモビ

リティを想定した場合でもシステム全体の信頼性を確保

できること等を実証した。また、共通のインフラ上でシナ

リオを実行した場合も、計算処理や通信処理において互い

に悪影響を及ぼさないことを確認し各課題で取り組んで

きた周波数利用効率向上の技術についてもシステム単体

の動作時と同等の効果が発揮できることを確認した。 
なお、本実証実験の成果は、2019 年 1 月 24 日から 26

日に開催されたヨコスカ×スマートモビリティ・チャレン

ジ 2019（スカモビ）のイベントにて自動走行の体験搭乗

等の形で一般公開を行い、一般市民を中心とした 3,000 人

の来場者に対して将来の自律型モビリティシステムの姿

をアピールした。 

 
図 13 YRP に構築した統合実証実験環境 

 

３．今後の研究成果の展開 
自律型モビリティシステムの社会実装に向けては、安心・安

全に自律型モビリティシステムがネットワークに接続され、必要

なデータを電波の有効利用を図りながら、授受できる基盤技

術を実現するまでのロードマップ策定を行う必要がある。具体

的には、官民 ITS 構想・ロードマップ 2018 に掲げられている

高度自動運転システムの市場化・普及目標時期である 2025
年頃を目途に社会実装を進めていく想定で、関連する標準化

団体などでの標準化による国際的な普及の推進や、自動運

転の実用化に伴う社会のニーズに従った事業化を進め、技術

開発を継続していく。 
 

４．むすび 

超高齢化と労働人口減少を迎える中、多様な経済活動へ

の波及効果が期待される自律型モビリティシステムの実

現に向けて、高度地図データベース等の情報を遅延なくリ

アルタイムに収集・把握するための基盤的技術を確立した。

各技術を統合したシステムを YRP に統合実証環境として

構築し、実証シナリオにおける効果を確認した。 
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