
次世代自動車支援センター埼玉 自動車産業部会「CASE研究会」より、

今年度から新たに創刊した『CASE研究会NEWS』の第４号をお届けします。
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【 CASE研究会について 】
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CASE・MaaS関連のビジネスチャンス拡大

を目的とした様々な活動を実施しています。

取組内容、セミナーの情報等については、以

下のホームページをご覧ください。

＜ 目 次 ＞

トラック隊列走行自動運転

https://www.saitama-j.or.jp/jidosha/kenkyukai/casemaas/

『官民ITS構想・ロードマップ2020 』（CASE研究会NEWS第２号で紹
介）では、自動運転を「移動サービス」「自家用車」「商用車」の３つに
分類している。今回は、このうち「商用車」の自動運転における「トラッ
ク隊列走行」を紹介する。

出典：官民ITS構想ロードマップ２０２０

ロードマップ2020では、高速道路でのトラック隊列走行について「後続
車有人走行」を２１年度まで、「後続車無人走行」を２２年度以降に実用化
し、高速道路での「単独走行（レベル４）」を２５年度以降に実現するとし
ている。これにより省人化（ﾄﾞﾗｲﾊﾞ‐の負荷軽減）や運行効率の向上などが
期待されている。

トラック隊列走行は、高速道路を使って次の４つの流れで実施される。

①SA･PA等の本線外で隊列を形成・隊列走行開始（最大３台の隊列）

→②本線へ合流→③本線から分流→④本線外で隊列を解除・隊列走行終了

先頭車と後続車を「電子連結技術」で一体に制御することで、先頭車を有人、

後続車を無人で隊列走行するなど、様々な先進技術の開発が進められている。

https://www.saitama-j.or.jp/jidosha/kenkyukai/casemaas/


自動運転に関わる法規自動運転

【 自動運転の法規シリーズ 】第2回

（３）道路交通法改正のポイント
◇レベル３自動運転車を運転する運転者に対し運転者の義務や交通ルールを定めた
道路交通法が改正されている

が、今回の改正のポイント。

◇運転者の義務;３つの類型

従来の義務に加え、新たな義務を追加した事

従来の義務の一部を緩和した事

①運転操作の関わる義務
②安定操作確保の義務
③その他の義務（例；事故時の救護義務など）

状況1：車両が整備不良の場合
状況２：自動運転装置の使用条件（走行環境条件）を満たしていない場合

自動運転装置
の使用禁止

上記状況への変化を
認知し、車両を確実
に操作できる状態を
維持

上記状況に陥った
場合にそれを認知
し、車両を確実に
操作

《自動運転前》

①運転操作の関わる義務

《自動運転中》 《自動運転中》

作動状態装置のデー
ターを保存する義務

作動状態記録装置を
設置する義務

記録するべきデータは
道路車両運送法細則の
保安基準で規定している

③その他の義務

交通事故や交通ルール違反の状況明らかにする規定

運転者の義務の緩和

運転者遵守事項（道交法第７１条）の緩和

自動運転使用３条件を満たしている時
『携帯電話用装置、自動車電話用その他の無線通話装置、画像表示用装置に
表示された画像を注視しない』との禁止規定を適用しない

②安定操作確保の義務

☆次回は道路運送車両法改定のポイントを掲載します

運転者に新たに課せられる義務

本メルマガでは、自動運転に関わる法規 について、

全５回のシリーズで紹介する。第２回となる今回は

「（３）道路交通法改正のポイント」を紹介する。

－２－



自動運転を支える「ダイナミックマップ」自動運転

出典：SIP「自動走行システム」の取組について

自動運転では「認知・判断・操作」といった「自動走行システム」の成立が
不可欠である。自動走行システムは、高度な「自己位置推定」「周辺環境認
知」が重要となり、それを実現するのが「ダイナミックマップ」である。

ダイナミックマップは、基盤データとなる「高精度３次元地図情報」に、
様々な事業体が提供する「交通情報、気象情報、信号情報」などの情報を紐づ
けることで、静的情報と動的情報を整合的に活用できる構造となっている。

日本では、高精度３次元地図を整備する目的で「ダイナミックマップ基盤株
式会社」が設立され、全国の高速道路・高速専用道路約３万km以上の地図情報
が整備されている。この地図情報は既にレベル２の車に採用されている。
高精度３次元地図が整備されていない場所では、位置の測定と環境地図の作

成を同時に行う「SLAM（Simultaneous Localization And Mapping）」を活
用する技術が開発されている。

－３－

「ダイナミックマップ」とは

ダイナミックマップの構造

「ダイナミックマップ基盤株式会社」の設立



「スーパーシティ」構想MaaS

スーパーシティ構想の実現に向けた「スーパーシティ法」が昨年９月に施行

され、現在「スーパーシティ都市」の指定を希望する地方公共団体を公募して

いる。主な公募要件は以下の通り。

●複数分野の先端的サービスの提供（概ね５分野以上を目安）

●広範かつ大胆な規制・制度改革の提案と、先端的サービス等の事業の実現

に向けた地方公共団体、民間事業者等の強いコミットメント

●構想全体を企画する者である「アーキテクト」の存在

●地方公共団体による区域指定応募前の住民等の意向の把握

●データ連携基盤の互換性確保及び安全管理基準適合性

公募〆切は４月１６日となっており、その後、スーパーシティ構想の実施都

市が指定される予定である。今後の動向に注目したい。

ＡＩやビッグデータなどの先進技術を活用した「都市設計」の動きが世界

的に進展している。我が国においても、国家戦略特区制度のもと世界最先端

の都市を実現しようとする「スーパーシティ」構想が提唱されている。

従来の「スマートシティ」では、先進技術は生活分野ごとに個別に導入す

ることを前提としていた。一方「スーパーシティ」では、複数の生活分野を

またいでデータ連携・先進技術を導入することで、全体最適を目指す。

具体的には、①行政手続 ②移動 ③物流 ④観光 ⑤医療介護 ⑥教育 ⑦防災

⑧エネルギー環境 ⑨支払いなどの生活分野で、少なくとも５つ以上の分野を

またいだデータ連携基盤を作り、先端的サービスの提供を目指している。

出典：内閣府「スーパーシティー」構想について

「スーパーシティ」構想の提唱

「スーパーシティ都市」の公募

－４－



さいたま市スマートシティモデルプロジェクトCASE・MaaS

前号（第３号）では『さいたま市スマートシティモデルプロジェクト』の概

要を紹介した。今回、今年度から実施予定の「シェア型マルチモビリティ実

証実験」の内容が発表されたので紹介する。なお、この実証実験は１月中旬

から実施される予定だったが、Covid-19緊急事態宣言の影響で延期となって

いる。実証実験が開始された際は、是非ご体験いただきたい。

出典：さいたま市ホームページ

－５－

（Covid-19緊急事態宣言のため延期中）

（実施場所：大宮・さいたま新都心地区）

図．マルチモビリティステーションのイメージ
提供：OpenStreet 株式会社・ENEOS ホール
ディングス株式会社



－ ６－

全国のCASE・MaaS関連 実証試験CASE・MaaS

出典：（公財）埼玉県産業振興公社 次世代自動車支援センター埼玉 調査

分類 実施主体 場所 実証試験の内容

MaaS

my route トヨタ

福岡、北九州

水俣、横浜、

宮崎、日南）

鉄道やバスなどの公共交通やタクシー、シェアサ

イクルなどさまざまな移動手段を組み合わせた

ルート検索や、一部サービスの予約・決済の他、

店舗・イベント情報の検索

https://www.myroute.fun/

ＪＲ東日

本アプリ

ＪＲ東日

本

JR東日本エリ

ア

経路検索、運行情報、遅延状況、振替輸送情報な

どを提供。リアルタイム経路検索（小田急・京王

との連携）、列車の混雑状況なども実証実験中。

https://www.jreast-app.jp/

Ringo 

Pass

ＪＲ東日

本

タクシー（都

内 23 区、武蔵

野市、三鷹

市）

ｼｪｱｻｲｸﾙ・ﾀｸｼｰを検索する機能、Suicaをﾓﾋﾞﾘﾃｨｻｰ

ﾋﾞｽの鍵として利用する機能、QRコード決済機能

を有す。

https://www.jreast.co.jp/press/2019/20200116_ho

01.pdf

Willers Willer

東北海道、京

都丹後、南山

城村

バス・鉄道の予約、QRコードでの乗車。英語・

中国語対応 https://travel.willer.co.jp/maas/

不動産

MaaS

三井不動

産
日本橋・豊洲

定額課金の不動産×MaaS 三井不動産のマン

ションの住人に地域のバス・タクシー・カーシェ

ア・レンタサイクル乗り放題券を販売（～３月３

１日）

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/

news/2020/1215_02/

オンデマ
ンド

さいたま

市

さいたま市美

園地区

AIオンデマンド交通サービス実証試験（緊急事態

宣言で実施延期中） https://www.misono-

tm.org/udcmi/info/news/9445.html

自動運転

自動運転

（小型

カート）

ZENコネ

クト
永平寺

自動運転小型カートの実証試験 https://e-

machidukuri.co.jp/maas/autonomous/

北谷町 沖縄県北谷町

自動運転小型カートの実証試験

https://www.chatan.jp/smph/choseijoho/ma

chi_keikaku/atotravelingsystem/r2jidousouko

u.html

西武鉄道 飯能

群馬大との共同での自動運転バス実証試験 ～

3/7

https://www.seibubus.co.jp/news/uploads/3

16e290fd6fbfe16e2b4ae744ddf663a05d37ed

a.pdf

自動運転

バス
境町 茨城県境町

Navya社の「NAVYA ARMA」3台を使った定

時・低路線バスの実用化 一日１６便運航

https://www.town.ibaraki-

sakai.lg.jp/page/page002440.html

全国各地の実証試験

CASEやMaaSの実証試験や実導入が全国各地で行われている。現在体験できる導入済のサー

ビスや実証試験を掲載するので、各地域にお出かけの際は、是非お試しください。



－７－

編集後記

自動運転の実現を目的として、内閣府は「SIP-adus（『戦略的イノベー

ション創造プログラム』における自動運転への取組）」を展開している。自動

運転に必要な技術のうち「協創領域」はOEMが開発し、「非協創領域」をSIP

が開発してきている。

このSIP-adusの2020年成果発表会が、昨年11月に開催された。発表テーマ

は、「1. Society5.0実現に向けたデータ連携・活用」「2. 交通環境情報の構

築と活用」「3. 安全な自動運転社会の実現に向けて」「4. 自動運転のある社

会」の４つであったが、２２名もの産学官関係者が登壇し、改めて自動運転の

「裾野の広さ」を感じた。発表会では、各テーマの開発は確実に進んではいる

が、まだまだ課題は多く「完全自動運転」実現の難しさを改めて感じた。

そんな中、ホンダが３月５日にレベル３の自動運転車（レジェンド）を発売

するとのニュースがリリースされた。高速道路で車速50km/h以下に限定され

たものではあるが、自動運転に必要な型式認定要件を満たしており、完全自動

運転実現に向けての「大きな第一歩」が踏み出された。自動運転開発の今後の

動向・展開に、ますます目が離せない。

本メルマガで紹介した「スーパーシティ」は、物流、医療、教育、環境、防

犯など、多岐にわたる分野をカバーするため、包括的かつ効果的な連携システ

ムを構築する必要がある。しかし、その実現にあたっては、「都市OS（都市

に存在する膨大なデータを蓄積・分析し、自治体や企業、研究機関などと連携

するためのプラットフォームのこと）の策定」や、「プライバシーや情報セ

キュリティの強化」、「スーパーシティによる生産性向上や社会的価値の増

強」、さらには「デジタル人材の育成」といった、まだまだ多くの課題が残さ

れている。

全国各地でスーパーシティに関する実証実験が行われており、今後どのよう

に発展・成熟していくのか、引き続き注目していきたい。

中小企業の未来を創造する信頼のパートナー

公益財団法人埼玉県産業振興公社

新産業振興部 IoT・技術支援グループ 次世代自動車支援センター

「CASE研究会」運営事務局

〒338-0001 さいたま市中央区上落合２－３－２

新都心ビジネス交流プラザ３階

WEB : https://www.saitama-j.or.jp/

e-mail : jidosha@saitama-j.or.jp

TEL : 048-621-7051 FAX : 048-857-3921

＜＜ CASE研究会NEWS(メルマガ）のご感想をお待ちしています！！＞＞
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