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仕様書 

 

ロボット・ＡＩ部 

 

1. 件名 

「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第 2期 自動運転（システムとサービスの拡張）」のう

ち「ニュータウン地域における自動運転による移動サービス実用化に向けた環境整備に係る調査」 

 

2. 目的 

本調査では、昭和 40～50 年代に大量に供給された郊外住宅団地における公共交通ネットワークへの

自動運転サービスの社会実装に向けて、実証実験等を通した自動運転を活用した公共交通サービスの導

入に向けた課題の整理を行うことを目的とする。なお、本件は、国土交通省都市局にて実施されている

「都市交通における自動運転技術の活用方策に関する検討会」等で提示された検討内容に沿って、実施

するものとする。 

 

3. 内容 

a.ニュータウン地域における自動運転による移動サービスの事業性及び技術課題に関する調査 

モビリティの確保に深刻な課題が生じている全国のニュータウンを対象として地理的特性や生活

環境、居住者特性などを踏まえたモビリティ上の課題及び自動運転システムの実用化に向けた技術開

発の進展状況といった基礎的事項を整理する。また、基礎的事項の整理をもとに、自動運転を活用し

た公共交通サービスの導入に関するビジネスモデル検討のうえで事業課題や技術課題の整理を行う。 

 

i. 調査対象とする運行パターン 

本調査において少なくとも検討対象とする運行パターンと移動サービスの形態は、「第４回 

国土交通省自動運転戦略本部」（平成 30 年 3 月 22日実施）資料２（17ページ）及び「第２回 

都市交通における自動運転技術の活用方策に関する検討会」（平成 30年 3月 8日実施）資料－

３（5～13ページ）の趣旨・目的に合致する下記の範囲とし１～２パターンを選定すること。 

 

【運行パターンと運行パターン毎の移動サービス例】 

① 端末交通としての短距離移動（数百ｍ～１km程度） 

・自宅周辺（自宅～バス停等）の移動サービス 

② 端末交通としての短距離移動（１～２km程度） 

・地域拠点施設、駅周辺等の移動サービス 

③ 地区内の複数の地域拠点施設や住宅エリアをつなぐ移動（２～５km程度） 

・地区内循環移動サービス 

・地区内シャトル輸送サービス 

 

ii. 自動走行を活用した移動サービスのビジネスモデル調査及び検討と事業性及び 

技術面等の課題分析と整理 

 上記 i.にて選定した運行パターンにおいて、後述「b.」で選定した地区における自動運転を

活用した公共交通サービスの需要予測を行い、そのニーズに合ったビジネスモデルを検討し、

解決すべき事業面、運営体制面、制度面等、技術面等の事業化に関する課題全体を俯瞰して体

系的に分析の上で整理を行うこと。なお、課題分析においては前提として利用する車両の自動
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運転能力を明確化し、必要な場合は段階的に整理すること。 

 

なお、本調査においては、SIP 事業「中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サー

ビスの実現に向けた路車連携に係る調査」等の過去取り組みの成果を踏まえ、ニュータウン地

域と過去実証実験地域（中山間地域等）における「走行環境」及び「事業環境」の違いを明確

化した上で、解決すべき課題を整理すること。 

 

＜参考：上記ニュータウン地域における「違い」明確化の観点例※＞ 

※ただし、下記に限定するものではない 

走行環境： 

・歩行者/自転車通行量 

・道路整備状況（計画的な歩車分離、片側二車線整備等） 

 等 

事業環境： 

・想定需要（居住者が一定数集積、専ら生活の足としての利用） 

 等 

 

iii. 整理した課題に対する解決方法案及び検証計画の検討 

上記で分析した課題に対する解決方法について、前提とする車両の自動運転レベル別に、コ

ストや体制面なども考慮し社会実装するための実現性を踏まえて総合的及び体系的に整理し、

実証実験等のマイルストーンを設定のうえで社会実装に向けた必要な取り組み項目と実施計

画案を策定すること。なお、この検討結果においては後述「b.」項の実証実験での実施内容と

の対応付け、位置づけや範囲を明確化すること。 

 

b. 実証実験による検証 

ニュータウンにおける公共交通ネットワークへの自動運転サービスの社会実装を見据えた実証実

験を行うこと。実証実験は、以降の記載内容に従ったうえで、前述「a.-i」で選定した運行パターン

の実証実験に適した地区（運行パターンを 1 つ選定する場合は１か所、2 つの運行パターンを選定す

る場合は運行パターン毎に 1か所として合計 2か所）で実施すること。実証実験では「a.-iii」での

検討を元に、課題及び解決方法の一部について妥当性や有効性の検証を行うとともに、更なる課題抽

出を行うこと。 

 

i. 実証実験地域の選定と提案 

本公募への提案書の作成に当たっては、以下の条件を満たす具体の地区を提案者にて選定し

提案を行うこと。 

 

ア).対象地域の条件 

実証実験の対象地域は、計画的に開発・整備された郊外住宅団地のうち、次の条件①～③を満

たす住宅・宅地開発事業で開発された地域（国土交通省で作成した「全国のニュータウンリス

ト」（平成 25年度作成）に掲載されている地域）（以下「ニュータウン」と記す。）を基本とす
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る。 

 

条件① 昭和 30年度以降に着手された事業 

条件② 計画戸数 1,000戸以上又は計画人口 3,000人以上の増加を計画した 

事業のうち、地区面積 16ha以上であるもの 

※住宅・宅地供給だけではなく、公共公益施設の整備も伴うことが多くなる 1,000戸

（3,000人）以上の住宅・宅地開発事業を対象。また、面的な開発（16ha以上）を対

象とし、単体のマンション建設は含まない。 

※住宅・宅地開発事業が複数集まって一つのニュータウンを構成する場合や、一つの

住宅・宅地開発事業を工区に分けて施行する場合は、それを「連たんニュータウン」

として、1,000 戸などの数値要件は連たんニュータウンの全体に当てはめて判断して

いる。 

※中止または休止された住宅・宅地開発事業については、既に 1,000戸の住宅宅地供

給または 3,000人の居住人口があるものをリストに掲載している。 

条件③ 郊外での開発事業（事業開始時に人口集中地区（DID）外であった事業） 

※原則として、土地区画整理事業については区画整理年報に記載された DID内外の区

分により判断し、新住事業などの全面買収型の事業は DID外で行われたものと判断し

ている。 

 

イ). その他条件 

(1) ニュータウン内で実証実験場所の提供が可能若しくは提供への調整が可能な地方公

共団体との協力体制が構築済みであること。 

(2) 実証地域において、将来的に移動サービスの担い手として期待される交通事業者等の主

体が存在し、本件の中心的な実施主体の 1つとして連携体制を組むことができること。

本件の実施に当たって、持続可能なビジネスモデルの構築に向けた、実現可能性の高

い事業計画を策定することができること。 

(3) 実証実験実施想定地域が、「第４回 国土交通省自動運転戦略本部」（平成 30 年３月

22日実施）資料２（17ページ）及び「第２回 都市交通における自動運転技術の活用

方策に関する検討会」（平成 30年３月８日実施）で示されたニュータウンにおける現

状と課題、及び公共交通ネットワークへの自動運転サービスの社会実装に向けた実証

実験の趣旨に合致していること。 

(4) 将来的な社会実装を見据えて実施に向けた関係機関との連携・協力体制が既に構築さ

れている、又は連携・協力体制の構築が見込まれること。（応募主体を中心に、地方公

共団体や地域の関係者が連携・協力して検討を行う体制が具体的に示されていること

など） 

(5) 地区における将来的な社会実装を見据えた具体的な課題認識・方向性・スケジュール・

体制等が具体的に示されていること。 

(6) 実証実験終了後も、社会実装に向けた連携・協力体制等が維持され、継続的な取組が

実施される見込みがあること。 

(7) 地域課題が明確に示されたうえで、自動運転を導入した将来の公共交通サービスが具
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体的に提案され、導入による効果が地域の課題解決に寄与するものであること。 

(8) 公共交通サービス改善・モビリティ確保等の観点から、地域固有の背景や特殊事情に

よらず他の地域に展開できる知見が得られるものであること。 

(9) 自動運転サービス導入の社会実装に向けた運営体制・財源確保方策等想定される将来

ビジネスモデルが持続可能であること。 

(10)ニュータウンに関する他の施策との連携が見込まれること。 

(11)実証実験の実施体制、運行体制については、安全確保を前提としつつ、採算性等にも

配慮し、事業化を見据えた運行体制を構築するよう留意すること。 

 

ウ).実証実験地域に関する説明書の作成 

上述の各条件を満たした実証実験地域を選定したうえで、当該地域について下記（１）～（５）

について別添 4の様式で説明書を作成し応募時に提示すること。 

なお、本調査において提示した説明書の内容については、後述 iii.で示す実験計画書の策定

において必要な場合は見直しを行い、実験計画書の一部として反映すること。 

 

（１）地域の課題 

○自動運転サービスを通じて解決を図る地域の課題について記載する。 

①ニュータウン全体及び実証実験実施想定地域の概要 

②実証実験実施想定地域における移動に係る現状や特徴及び課題 

※以下の例を参考に具体的な状況を記載する。 

例：・丘陵地立地や歩車分離状況等、移動に影響を及ぼす地理的環境 

・勾配や段差等、地域内の移動における物理的制約の状況 

・現状の公共交通サービスレベル及びサービスレベルへの地域住民等反応 

・現状の公共交通サービスレベルに対する公共交通事業者の考え 

・現状の公共交通サービスレベルにより課題を抱える対象者、対象となる活動 

③上記課題解決に向けたこれまでの取組、得られた成果、課題、取組に参加した

関係者 

 ※以下の例を参考に実証実験実施想定地域を対象とした取組があれば記載 

例：・ニュータウン再生計画において●●を計画 

・地域公共交通網形成計画において●●を計画 

・コミュニティバスを●●年に導入 

・小型モビリティ導入に向けた社会実験を●●年に実施 

（２）将来の自動運転サービス内容 

○（１）で挙げた地域の課題に対応した将来の自動運転サービス内容の案を記載する。 

①実証実験実施想定地域及びニュータウンにおける公共交通ネットワークへの自動

運転サービスイメージ 

②自動運転サービス導入により期待する効果 

③自動運転サービス導入による地域課題解決のプロセス 

④自動運転サービス導入の社会実装に向けた運営体制・財源確保方策等想定される将

来ビジネスモデル 
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⑤社会実装に向けて解決を図るべき課題 

⑥社会実装に向けた方向性・スケジュール・次年度以降の取組内容（今回の実証実験

と将来のサービスイメージとの関係性について等） 

⑦現在実施、若しくは計画しているニュータウン関連の他施策との連携 

（３）今回の実証実験内容 

○（２）を踏まえた、今回の実験計画の案を記載する。 

①運行計画：出発地、目的地、停車位置、走行ルート、運行パターン、自動運転レベ

ル、安全管理の考え方等、具体的に記載 

※下記移動サービスパターンＡ～Ｃのうち、どのパターンに該当するか選択すること 

Ａ：端末交通としての短距離移動（数百ｍ～１km程度） 

・自宅周辺（自宅～バス停等）の移動サービス 

Ｂ：端末交通としての短距離移動（１～２km程度） 

・地域拠点施設、駅周辺等の移動サービス 

Ｃ：地区内の複数の地域拠点施設や住宅エリアをつなぐ移動（２～５km程度） 

・地区内循環移動サービス 

・地区内シャトル輸送サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②（２）で提案したサービス内容との関連性 

③実験実施により期待する効果 

④実験実施により期待する課題解決項目 

⑤検証内容・方法・評価項目：高齢者等住民の外出機会の変化、住民の受容性の変化、

利用意向、利用満足度、走行安全性の確保等、具体的に記載 

ニュータウン

○○商店

○○商店

拠点施設・
大規模スーパー病院

地区内の複数の拠点や住宅をつなぐ移動
（地区内循環移動サービス）

地区内の複数の拠点や住宅をつなぐ移動
（地区内シャトル移動サービス）

端末交通としての短距離移動
（自宅周辺(自宅～バス停等)の
移動サービス）

端末交通としての短距離移動
（拠点・駅周辺の移動サービス）
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○使用する実験車両については、実験内容を踏まえて NEDO、国土交通省及び応募主体

間で調整することを基本とするが、既に自動運転車両事業者と具体的な調整を進めて

おり、本応募における実証実験への車両提供が見込まれる場合は、この限りではない。

（車両提供が見込まれる場合は、（４）において自動運転車両事業者との調整状況を具

体的に記載すること） 

 

（４）協力体制 

○実証実験やその後のサービス導入に向けた取組において連携が見込まれる関係機関や 

地域の協力体制について記載する。 

①想定される関係協力者（地方公共団体、地域住民、公共交通事業者、道路管理者、

警察 等） 

②現時点での具体的な連携・協力状況、今後の連携・協力の見通し 

※連携・協力体制を既に構築している場合や、実証実験開始までに確実に構築が見込

まれる場合は、以下の例を参考に現在の状況及び今後の見通しについて可能な限り具

体的に記載する 

例：自動運転サービス導入に向けた協議会を設置済(●月までに設置予定) 

自動運転サービス導入に係る○○について、●●と調整済 

※「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく法定協議会、若しくは「道

路運送法」に基づく地域公共交通会議を設置済み、若しくは設置予定であり、実証実

験への協力が見込まれる場合は、その調整状況を具体的に記載すると共に、法定協議

会・地域公共交通会議の構成員が分かる資料を添付する 

③実証実験終了後、社会実装に向けた連携・協力状況・運営資金の見通し 

 

（５）その他 

 ○（１）～（４）に該当しない、特筆すべき事項があれば記載する。（自由記載） 

 

 

ii. 地域別のニュータウン地域実験協議会設立と協議会事務局運営 

各実証実験地域での実証実験の実施主体が参画し協議する場として、実施地域の地方公共団

体、車両提供者、警察、交通事業者等の関係協力者、及び国土交通省都市局を含む関連府省庁

等を委員として構成する「ニュータウン地域実験協議会（以降、地域実験協議会）」を実験地域

別に設立し、事務局として運営するとともに、協議会構成員と、各種調整や検討を行うこと。

本調査において複数の実証地域を提案した場合で、かつ複数社でのコンソーシアムを構成して

提案する場合は、代表委託先は、各地域の地域実験協議会に参画すること。なお、同様の協議

会等が既に存在している場合、それらを本事業における地域実験協議会として設定して差し支

え無い。 

 

iii. 地域別の地域実験計画書の作成 

地域ごとに以下検討項目を参考に実証実験を企画し、地域実験計画書を作成する。なお、実

験企画については、地域実験協議会にて、協議・調整の上実施すること。 
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[検討項目の例] 

・実験場所の現況調査 

・ルート選定 

・自動運転車両の選定 

・検証項目の設定 

・運行計画（ダイヤ・車両数・停車箇所・速度の設定） 

・評価手法の検討 

・事後利用者アンケート計画の作成 

・収集すべきデータ項目の作成 

 

iv. 地域別の実証実験の実施準備 

地域実験計画書にもとづき、以下項目などの実験実施準備を行う。なお、実施準備について

は、地域実験協議会と協議・調整の上、適宜役割分担・連携を図り実施すること。 

[実施項目の例] 

・実験場所における管理者協議（地域実験協議会のサポートを想定） 

・実験対象地区住民・施設への説明（地域実験協議会のサポートを想定） 

・関係公共交通機関との合意形成（地域実験協議会のサポートを想定） 

・警察協議（地域実験協議会のサポートを想定） 

・車両メーカー等との協議、車両手配 

・実験実施に必要となる各種事前手続き、申請、契約締結等 

 

v. 地域別の実証実験の実施、運営 

地域実験計画書に基づき実証実験の実施、進捗管理、運営管理等を行う。なお、実験の運営

に際しては、地域実験協議会と協議・調整の上、適宜役割分担・連携を図り実施すること。以

下に検討すべき項目の例を示す。なお、実証実験の実施期間は必ずしも連続した期間である必

要はなく、必要に応じて途中で調整期間を設けることとしてもよい。なお、実証実験の実施に

当たって、交通事故等が発生しないよう、十分に留意すること。警察等と事前に調整の上、安

全確保のために必要な措置を講じ詳細な安全管理の計画、体制等を提案すること。特に、万が

一の事故発生に備え、事故発生時に速やかに関係各所へ通知できる体制を構築すること。また、

必要な各種保険に加入し、賠償等に備えること。なお、安全管理の計画内容については採択後

にＮＥＤＯとの協議に応じること。 

 

[検討項目の例] 

・運行調整（安全管理、路線管理、運行管理） 

・自動運転車維持・管理 

・システム管理 

・地元利用者からの要望対応（地域実験協議会のサポートを想定） 

・視察、取材対応 

・データ計測管理 

・事後利用者アンケートの実施 
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・完了検査 

 

 

vi. 地域住民への理解促進・社会受容性の醸成 

将来、事業を安全に継続的に行うことができるよう地域住民とのコミュニケーションを積

極的に図り、ニーズや課題を吸い上げ改善に努めること。また、本施策での成果を他の地域に

も展開できるよう社会受容性に関する SIP自動運転の他の施策関係者と連携を図り、効果の定

量化や情報発信の強化等による自動運転に対する社会受容性の醸成に努めること。 

 

vii. 地域別の実証実験データの収集と取り扱い 

各実験地区における実証実験で得られた実験データを検証目的に沿って収集し分析するこ

と。収集・分析する実験データについては以下に相当するデータを基本として実験計画策定に

おいて提案することとし（実際に取得する具体的なデータ項目やデータ内容/フォーマットな

ど）、ステークホルダーと適宜調整の上決定するものとする。 

 

・走行環境に関するデータ 

・自動運転が困難な状況に関するデータ 

・事業性に関するデータ 

 

なお、上記データの NEDOへの提出に当たっては、「自動走行に係る官民協議会」等において

決定されるフォーマットがＮＥＤＯから提示された場合は、対応困難な合理的な理由がない限

り活用すること。 

 

 

4. 実施スケジュール 

平成 31 年 1 月中旬 調査報告書ファーストドラフト提示（目次/構成など） 

実証実験計画書ドラフト提示 

平成 31 年 2 月上旬 調査報告書セカンドドラフト提示（実証実験計画の反映） 

実験計画書最終版の提示 

平成 31 年 2 月 実証実験の実施（1 週間程度を想定） 

平成 31 年 3 月中旬 中間報告書の提示 

平成 31 年 4 月     実証実験結果分析結果報告書の提示 

調査報告書最終版の提示 

 

※上記は想定スケジュール。上記を元に実現可能なスケジュールを精査の上で提案すること。 

 

5. 調査期間 

NEDO が指定する日から平成 31 年 4 月 30 日（火）まで 

（平成 30 年度～31 年度の 2 カ年事業） 
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6. 予算額と採択数 

予算額（2 カ年総額） 

5,000 万円以内（1 か所のみの実証実験を提案する場合は 2500 万円以内） 

  採択数  

1～2 件（採択する提案者が 2 か所の実証地域を提案している場合は 1 件） 

 

7. 報告書 

提出期限：平成 31 年 4 月 30 日（火） 

提出部数：電子媒体 CD-R（PDF 及び Word ファイル形式） 3 枚 

 提出方法：「成果報告書・中間年報の電子ファイル提出の手引き」に従って提出のこと。 

       http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual_tebiki_index.html 

 

8. その他事項 

(1) 応募者は、本事業を踏まえ、将来継続的に自動運転に係る事業を行う意志を有していること。 

(2) 実証実験の PR 映像撮影等に協力依頼を行う可能性があり、依頼を受けた際には協力できるこ

と。 

(3) ワークショップや SIP 成果発表会などの情報発信時には、必要に応じて説明パネル及び英文資

料等の作成を行うこと。 

(4) 委託期間中又は委託期間終了後に、成果報告会等における報告を依頼することがあるため、依

頼を受けた場合は協力できること。 

(5) 本事業の実証実験の実施状況について、実施計画策定において主要なシーンを設定したうえで、

各 1 回ずつ動画撮影を行うこと。動画の撮影目的は実験状況の確認を主としたうえで各シーン

にて必要な撮影時間や撮影ポイント等を検討すること。また、動画品質はＦＨＤ（1080p）を

想定する。撮影した動画データについては、デジタルデータ形式にてＮＥＤＯに納品すること。 

(6) 本調査に係る関連資料のクレジット（策定監修者名や責任者名に相当する箇所）の記載方法に

ついて NEDO から協議を求められた場合は、協議に対応できること。 

 

以上 

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual_tebiki_index.html

