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戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）／

自動走行システム(SIP-adus)大規模実証実験

概要
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日本自動車研究所（ＪＡＲＩ）市街地模擬テストコースを
起点とし、一般道路との相互アクセスも可能な、常磐自動
車道、首都高速道路、東名高速道路、新東名高速道
路の各一部で構成される全長約300kmの区間

自動車専用道路

東京臨海地域周辺

一般道路

ＪＡＲＩテストコース（例）

テストコース

・重点5課題＋社会受容性醸成イベントを軸に、
公道での大規模実証実験によりオープンな議論
の場を提供し、国際標準化及び研究開発を促進

【実施場所】

【想定参加者】
・国内・海外OEM/サプライヤー
・大学/研究機関
・関係省庁/ジャーナリスト/一般市民

【実施時期・期間】
2017年10月～2018年末
（期間は実証実験内容により個別に設定）

SIP-adus大規模実証実験概要
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HMI

歩行者事故低減

情報セキュリティ

社会受容性醸成

ダイナミックマップ

SIP-adus大規模実証実験では、これまでの研究開発・検討結果を基に施策の統
合化を行い、重要な5つのテーマ(課題)を中心に研究・実証実験を実施します。

参加者募集をする
テーマ

実証実験受託者のみ
で実施するテーマ

SIP-adus大規模実証実験の重要課題

４

次世代都市交通



公募概要
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成果発表会の位置づけと狙い

【狙い】

SIP自動走行5か年の成果を正しく発信し、研究開発成果の活用
及び社会実装を加速するとともに、SIP自動走行の輪を広げる

理解を得たい対象に応じたコンテンツを発信（次ページ）

成果発表会＝SIP自動走行5か年の成果を発信、体験等を通じ
てこれまでの取組を理解いただくオープンな場



成果発表会の対象とコンテンツ

対象 具体例

政府関係者  社会実装の進展やサービスの拡大
に伴って関係してくる政府関係者

 SIP事業関係省庁

マスコミ  TV、新聞、雑誌、Web等のメディア

成果の展開に係る方
 社会実装に資す

るステークホル
ダー

 研究開発成果をビ
ジネス・研究に活
用する方々

 次世代都市交通や端末交通に関心
のある交通事業者・地方自治体・団
体

 ダイナミックマップ活用やアプリ開発
を行うIT企業

 産学官の研究者
 これまでSIPに参加していなかった部
品・地図サプライヤーなど

一般  社会受容性醸成の影響力のある
様々なメディアで発信力のある方
（You Tuber、ブロガー等を含む）そ
の他一般の技術に関心のある方

プレゼン

成果展示

体験
イベント

・成果を分かり易く展示
－体験型の現物実機・シミュ
レータ等

－平易な説明を含むパネル

・研究者と成果実用化に係
る方のマッチングの機会

・研究者から
直接成果のア
ピール

理解を促進する「分かり易い」、「体験型」の展示・イベン
ト等をコアにしつつ、集客／発信につながる「実験車両
展示」や「市民対話イベント」を検討

（今後検討）
・実験車両展示
・市民対話イベント

目玉

目玉

目玉

従来の成果発表等で
拾い切れなかった方

優先順
高

低



成果発表会の日程

11月 12月 1月 2月

イベントスケジュール
11/13～11/15

SIP-adus Workshop
対象：国内外の産学官の専門家

目的：国際連携の推進、専門家
同士の議論の場

1/8～1/11 CES

1/13～1/17 TRB

1/14～1/27デトロイト

ITS推進フォーラム
対象：ITS関係省庁・関連団体
目的：ITSの普及・促進

SIPシンポジウム
対象：一般ビジネス客
目的：SIP11課題の成果と社会での実

用化について各PDからの発表、
ブース展示

2/初

2月下旬

（１）候補日：
2019年1月30日（水）～2月8日（金）のうち２日間
（２）場所：SIP自動走行/大規模実証実験が行われているお台場・豊洲地域
（３）想定来場者数：500人/日

成果発表会



以下、成果発表会の詳細



✔ 分野ごとにゾーンを区切って関連施策を集約
✔ 実機・実物の展示を中心とする

SIP自動走行全体・5年間の研究開発成果を、各施策が有機的に結合した形
で体験する展示とすることで、より効果的に成果をアピール

幅広い技術的な成果には有機的なつながりがある

1．成果展示のコンセプト（案）

ダイナ
ミック
マップ

HMI

歩行者事故低減

情報セ
キュリ
ティ

次世代
都市
交通

事故分析

歩車間通信

交通事故シミュレーション

・・・・・・・
例

事故低減、自動走行システム、次世代都市交通の実現

大規模実証実験



人数は１日あたり TV局 来場者

HMI ● (+別日) ●（DS/30名＋観客）

歩行者事故低減 ● (+別日) ●（TC/100名）

次世代都市交通 ● (+別日) ●（公道/120名）

【今後調整】
• ビデオ中継でストリーミングするなどの疑似体験を来場者に提供する。

【留意事項】
• ロジ面ではハンディキャッパーに配慮が必要。
• 前々日に事前準備、前日にリハを想定

2．体験イベントの詳細



2.1 HMI 体験イベント（イメージ）
ドライビングシミュレーターを活用し、b課題のTOR発生のシーンを体験することで、HMIの課題
を体験する。１枠あたりの所要時間は５分。
１日あたり３０回、合計３０名が体験可能となる。

＊成果は動画やパネルで説明する。a課題は動画・パネルでの発表のみ,c課題は検討中。

①ドライビングシミュレーター
上で、システムにより前方車
両を追従中に、前方車両が
車線変更することでTORが発
生するというイベントを体験

②TORが発生した際に、適切
に回避行動をとるためには、
自動走行のシステム理解や
Readiness維持が必要である

ことを体験

③体験後、動画やパネルな
どを用いて、成果の説明



2.2 歩行者事故低減 体験イベント（イメージ）

体験会１枠につき、５台の端末を携帯した歩行者が、テストコース（駐車場に設営）で注
意喚起機能を体験する。１枠あたりの所要時間１５分。
１日あたり、２０回、合計１００名が体験できる。また、車両側への同乗も可能。

＊事故分析、シミュレーション、インフラレーダーなど関連施策とつながるストーリー作りが必要
＊会場によっては、体験シーンが限定される可能性あり

①単路横断

歩：信号のない交差点で横断歩道を横
断する途中に、交差点を直進してくる車

に対して警報がでることを体験

車：信号のない交差点を直進する際に、
横断歩道を横断する歩行者を検出でき

ることを体験

②歩道のない道路

歩：歩道のない道路の路側帯を歩いて
いるときに、後ろからくる車に対して警報

がでることを体験

車：歩道のない道路にいる歩行者を検
出できることを体験

③見通しの悪い交差点

歩：見通しの悪い交差点で出会いがしら
に現れる車に対して事前に警報がでる

ことを体験

車：見通しの悪い交差点で出会いがしら
に現れる歩行者を検出できることを体験



2.3 次世代都市交通 体験イベント（イメージ）
公道におけるバスへの乗車体験及び歩行者移動支援アプリの体験を行う。
PTPSを車載したバスを１台用意し、片道１５名が乗車し、豊洲～会場間を一日４往
復し、本施策の一連の成果を一括して体験する。

①歩行者移動支援
移動支援アプリを用いて交通制約者を
含む利用者にとって、移動しやすい経
路を通って、豊洲駅から仮設のバス停

へ移動する

②ART情報センター、正着制御
バス停で待っている間にバスの混雑
情報や乗降通知をアプリで確認する

到着するバスが正着する様子を見る。
車いすの方による乗降デモを行う。

③PTPS
バスに乗車し、PTPS優先に
よって、青信号が延長される

様子を体験

④正着制御
バス停に正着する際に揺れ
の少なさなどを体験して降車

車いすの方による乗降デモを
行う。



歩行者

事故低
減

正着
制御

ＰＴＰＳ

メイン
会場

正着
制御

凡例
：ITSConnectインフラ設置位置（設置予定）、PTPS実証地点
：次世代都市交通体験ルート
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Ｔ
Ｃ

歩行者
移動支援

＊TC内＊シミュレーター

出典：地理院地図をもとに加工


