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SIP 自動走行システムにおけるコネクテッド・ビークルへの取り組み
小川伯文＊
近年、自動運転の技術進化は目を見張るものがあり、実用化に向けて国際競争が激し
くなっている。日本政府は SIP 自動走行システムをスタートさせ、産官学が協力して自動
運転の実用化に向けた国際競争に打ち勝つよう協調領域の研究開発に取り組んでいる。
自動運転車は自律センサーによる制御を基本とするが、通信技術を用いたコネクテッド
の技術を使えば、さらに安全でスムーズな走行ができるようになる。ここでは、車車間、
路車間、歩車間通信と車 ‑ ネットワーク通信（車両プローブ）について SIP 自動走行シス
テムの研究開発の状況を紹介する。

Research on Connected Vehicles in SIP Automated Driving for
Universal Services
Norifumi OGAWA＊
In recent years, the technological evolution of automated driving has been remarkable,
and the competition toward practical application has intensiﬁed. The Japanese
government started the SIP automated driving system, and the industry, government
and academia are cooperating to undertake research and development together in
various areas to overcome the international competition for practical application of
automated driving. Automated driving vehicles are based on autonomous sensor control,
but using connected technology makes it possible to drive safely and smoothly. I
introduce the research and development in SIP automated driving for universal services
on vehicle to vehicle, vehicle to infrastructure, vehicle to pedestrian and vehicle to
network communication (probe car).

1.

実用化に向けた取り組みが進み、競争がますます激

はじめに

しくなってきている。海外との競争に打ち勝つため、

自動運転が最初に紹介されたのは 1939 〜 1940 年

民間企業による個別の研究開発だけでなく、その協

のニューヨークで開催された世界万博における GM

調領域を国が後押しをする産官学共同のプロジェク

の展示といわれている。それから約 80 年が経ち、

ト SIP（Cross-Ministerial Strategic Innovation

実用化が現実味を増してきた。特に Google が公道

Promotion Program）が 2014 年 よ り オ ー ル ジ ャ パ

での実証実験を開始した頃から、海外では IT 業界

ンの取り組みとしてスタートした。ここでは SIP の

だけでなく自動車メーカーも巻き込んで盛んに自動

研究開発のうち、コネクテッド・ビークルの活動

運転の実証実験が行われてきた。日本においても自

について紹介する。

動車メーカー、IT ベンチャーによる自動運転車の
＊
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2.

SIP 自動走行システムとは

2 ‑ 1 SIP とは
総合科学技術・イノベーション会議は、社会的に
不可欠で、日本の経済・産業競争力にとって重要な
課題を取り上げ、基礎研究から事業化までを見据え
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た、府省横断かつ産学官で推進するプロジェクト

らを以下の 5 テーマに統合し、大規模実証実験を通

SIP を立ち上げた。各プロジェクトテーマには産学

して実用化を推進している。

から公募したプログラム・ディレクター（PD）が

①ダイナミックマップ

選任され、プロジェクトをリードする。プロジェク

②情報セキュリティ

トは、2014 年からの 5 年計画で材料技術、エネル

③ヒューマン・マシン・インターフェース

ギー、海洋資源、インフラ維持管理など、11 の分

④歩行者事故低減

野に取り組んでいる。その中の一つとして自動走行

⑤次世代都市交通

システムも加えられた。

これら5テーマの中には通信技術に関係する開発

2 ‑ 2 SIP 自動走行システム

も含まれており、
①ダイナミックマップでは情報の収

自動運転車には交通事故の削減、高齢者・交通制

集配信での活用、
②情報セキュリティでは外部からの

約者の移動支援、地方の活性化、トラック・バスド

通信を経由した侵入への対応、
④歩行者事故低減では

ライバー不足への対応、自動車産業の競争力強化、

歩車間通信を活用した情報提供など、通信技術は情

関連産業の市場拡大・創出など、多くの期待がかけ

報を伝達するために不可欠な基盤技術を担っている。

られている。SIP 自動走行システムの目的としては

3.

交通事故の低減、渋滞の削減、自動走行システムの

コネクテッド・ビークルとは

早期実現と普及、高齢者・交通制約者に優しい先進

コネクテッド・ビークルとは一般的に、通信を活

的な公共バスシステムの実現が掲げられ、取り組ま

用して車の外部とつながり、情報を伝達する車のこ

れている。

とを指す。自動運転に対しても自律センサー／制御

自動運転の開発を大別すると、車のセンシングや

による自律走行システムに加え、通信を活用した協

制御に関わる、いわゆる競争領域と、基盤技術やイ

調型システムを統合することにより、より安全でス

ンフラ関連技術など、メーカー横断の協調領域があ

ムーズな走行が可能な自動走行システムが実現でき

る。SIPでは研究開発領域の設定に際し、この協調

ると考えられている（Fig.2）
。
3 ‑ 1 コネクテッド・ビークルの現状

領域に焦点を当て、研究開発計画が組まれている。
その協調領域としては、自車位置の特定や走行ルー

日本では海外に先駆けナビゲーションシステムが

ト計画を行うための高精度な地図と、それに付帯す

実用化された。それに呼応し、渋滞情報のニーズが

る情報（ダイナミックマップ）
、車と人とのコミュ

高まり、1996 年には FM 放送、電波ビーコン、光ビー

ニケーションを円滑化するためのヒューマン・マシ

コンを用いた VICS のサービスがスタートした。現

ン・インターフェース、外部からの侵入に対し、安

在では、VICS 搭載の車載機出荷累計が 6,000 万台を

全を担保するためのセキュリティなどに加え、通信

超えるまでに普及している。また、2001 年には料

（コネクテッド・ビークル）が定義されている（Fig.1）
。

金収受システムとして ETC のサービスが開始され

2014 年から研究開発がスタートし、協調領域に

た。ETC においても、セットアップ件数が 8,600 万

関する数々の施策が実施された。2017 年よりそれ

件を超えており、十分に普及しているといえる。さ

Fig.1 SIPの研究開発領域
（出典）SIP ホームページ１）をもとに著者改変
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Fig.2 SIPの研究開発領域
（出典）US DOT ホームページ２）をもとに著者改変

（ 18 ）

平成 31 年 2 月

SIP 自動走行システムにおけるコネクテッド・ビークルへの取り組み

141

らには交差点での安全運転支援を目指した安全運転

走行ルート計画の策定に活用できるものとして、車

支援システム（DSSS）も導入されている。これら

線別の渋滞情報、規制情報など必要な情報が整理さ

の路側インフラは双方向の通信が可能なため、情報

れた。

の配信だけでなく収集も可能であり、自動運転への

合流・車線変更支援では、路車間通信と車車間通

活用可能性を持っている。このように大規模に整備

信の可能性が検討された。協調型自動運転車が普及

が進んだインフラは、日本の貴重な資産として自動

していない段階では車車間通信の支援による合流・

運転への通信活用を考える際には考慮されるべきも

車線変更は、機能を持つ車の遭遇頻度が低いことか

のである。海外では、このような大規模な通信イン

ら難しいと考えられるため、路車間通信による合流

フラの整備は進んでおらず、日本の大きなアドバン

支援が優先的に考えられている。
緊急ハザード情報は、自車が検出した路上の障害

テージの一つといえる。
3 ‑ 2 通信技術の自動運転への応用

物の情報を後続車に伝え、事前に回避行動をとらせ

通信を活用した自動運転を検討する際に重要なの

ることができる。車車間通信による後続車への配信

は、技術検討を行うための前提となるユースケース

だけでなく、受信した車が再配信を行い、通信範囲

（適用事例）を固めることである。SIP では、自動

の拡大を狙う。また路側機も、この情報を収集し広

車工業会（自工会）ですでに検討されていた路車間

域に配信することで、より確実に情報が伝達できる。

通信、車車間通信の自動運転ユースケースなどを必

これらのユースケースを SIP の検討のベースとする

要に応じて用いることとした（Fig.3）
。

ことによって、検討に一貫性を持たせることができ、

自工会では、実用化の可能性が高いものとして高
速道路が取り上げられ、優先的にユースケースが検

また、他の研究団体との研究内容の整合を図ること
ができる。

討された。その結果、道路からの先読み情報、合流・

4.

車線変更支援情報、緊急ハザード情報、隊列走行の

SIP 自動走行システムにおけるコネクテッド・
ビークルの取り組み概要

4 ユースケースが選定された。
道路からの先読み情報のユースケースでは、自動

SIP では通信活用の自動運転、安全運転支援技術

運転車があらかじめ知っておけば、車線の選択など

に関する研究開発をさまざまな領域において行って

Fig.3 通信活用のユースケース
（出典）自工会資料
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既存の安全運転支援システムで活用されている

いる。ここではそれらの研究開発のうち、代表的な

760MHz ITS 通信を、自動運転車の車車間・路車間

ものについて紹介する。
自動運転、安全運転支援のためのコネクテッド・

通信への適用可能性を明らかにするため、自動車専

ビークルの技術としては、無線通信によって車同士

用道路（以下、自専道）合流や一般道交差点をユー

を接続して情報を交換する車車間通信技術、道路に

スケースとしてシミュレーションおよび、実車によ

設置した通信機と車を接続して情報交換する路車間

る実験を通して通信の信頼性、有効性を確認した。
Fig.4 に自専道、交差点のユースケースを示す。

通信技術、歩行者と車の間をつなぐ歩車間通信技術、
車とネットワークをつなぐプローブ情報通信技術と

自専道における合流では、合流車と本線車の間の意

それを支える基盤技術に大別できる。SIP では、そ

思疎通を図るための合意形成期、車間確保期、合流

れらの技術に関して各関連省庁が研究開発の推進を

期の 3 つのフェーズを想定した。合意形成期では合

行っている。

流車は本線車に対し、合流の意思表示を行う。合流

総務省は車車間通信、路車間通信に関する諸通

時点で合流車前後にいると想定される本線車は、受

信方式の自動運転への適用可能性および、通信に

け入れ可の意思表示を合流車に行い、車間確保を行

必要なメッセージセット、プロトコルの検討、高

う。合流車は十分な車間が確保できたことを自律セ

速道路の合流などの具体的な通信方法の検討など

ンサーで確認した後、合流を開始する。

を行っている。また、歩行者事故低減のための歩

交差点では、自動運転車それぞれの車がお互いの

車間通信についても、歩車間通信端末の技術開発

位置、速度、進行方向の情報を車車間通信で相互に

を進めている。

交換し、自車が持つダイナミックマップ上にプロッ

警察庁は交差点での路車間通信として信号情報提

トすることで走行計画を立案することができる。
これらのユースケースより、検討すべき課題とし

供や車・歩行者との衝突回避情報提供について検討

ては、合流のケースでは短期間に合意形成を完了さ

している。
国交省は対歩行者の自動運転システム要件につい

せなければならず、高い通信品質が要求されること、

ての検討、内閣府は、ダイナミックマップへの応用

交差点のケースでは多くの車が同時に通信を行うた

のための車両プローブ情報の活用について検討を

め、通信トラフィックの集中による通信エラーの防

行っている。

止、低遅延などが挙げられる。

コネクテッド技術を支える基盤技術としては車の

合流ユースケースについてテストコースでの実車

位置標定技術が不可欠である。これについては経産

実験を行ったところ、合意形成のための通信回数が

省がリードし、衛星測位に関して準天頂衛星を含む

2 回以上であれば、99％を超える性能を確保できる

最新の技術レベルを把握するための調査が行われて

ことが分かった。ただし、周囲に通信を行う車が多

いる。

く存在する場合は、通信品質が低下（パケット衝突）

以上のようにコネクテッド・ビークルに係る技術

する可能性があることも分かった。
交差点のユースケースにおいてもテストコース実

は幅広いが、ここでは直接的に通信に係るテーマに

験を行い、対象車が 10 台の場合と 85 台の場合を比

ついて紹介したい。
5.

較した。その結果、10 台であれば 99％の通信品質

車車間・路車間通信に関する研究開発

が確保されるのに対し、85 台の場合は 98％と低下

5 ‑ 1 車車間・路車間通信の課題
前述のように、日本ではすでに安全運転支援、渋
滞削減のための車車間、路車間通信技術が実用化さ
れている。自動運転の通信方式を考える上で、これ
らの通信技術を活用することが効率的である。しか
し、自動運転に適用するためには安全運転支援で必
要とされる以上の信頼性、通信性能（通信遅延、通
信到達率等）の確保が重要である。
5 ‑ 2 自動走行システムに必要な車車間通信・
路車間通信技術の開発（総務省）３）
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Fig.4 自専道、
交差点のユースケース
（出典）総務省 SIP 報告書３）
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した。これは台数が増えることでパケット衝突が発
生しているものと考えられるが、連続して発生して
はおらず、ダイナミックマップ上での車の位置特定
には、大きな影響がないものと結論付けられている。
本検討では、さらに実際の合流シーンをテスト
コースで再現させ、通信の有効性について検証した。
実験では、本線走行車両の台数や合流車のタイミン
グなどの条件を変動させたいくつかの合流シーンを
再現させた。その結果、本線車と合流車では適切に
合意形成ができ、本線車は合流可能な車間距離を確

Fig.5 路車間通信による合流支援検証
（出典）総務省 SIP 報告書３）

保し、合流車はその車間に向け適切に加速できるこ
Fig.6 に示すように高度化光ビーコン A が情報提

とを確認した。
この実験では、路車間通信についても評価を行っ

供する交差点 1 〜 6 のうち、交差点 3 に ITS 無線路

た。実験では、合流車の情報を本線走行車に伝え、

側機を設置することにより、交差点 3 の信号情報を

本線車の速度を調整するモデルと本線車の情報を合

更新することができるようになる。また、交差点 2

流車に伝え、合流車の速度を調整し、車間に入るモ

または 3 から進入する車に対しても、交差点 3 の信

デルの 2 パターンを行った。どちらのケースについ

号情報が提供できる。
このシステムを公道に設置し、効果を検証した。

ても、合流前に速度の調整ができ、路車間通信の効

システムは高度化光ビーコンに ITS 無線路側機を

果が確認できた（Fig.5）
。
5 ‑ 3 信号情報活用による運転支援高度化に向け
た調査研究（警察庁）

組み合わせたものとし、愛知県内の信号情報を提
供している連続した 27 交差点のうち、時々刻々と

４）

一般道での自動運転を実現するためには、走行環

信号タイミングが変化する 5 交差点に ITS 無線路側

境が複雑な交差点での通行可否の判断が重要とな

機を設置した。検証項目としては、信号情報の有

る。自律センサーでの信号認識に加え、路車間通信

効支援率、信号情報精度、急減速発生回数の減少

を活用した信号情報の配信により、よりロバストな

などである。

交差点の通行可否判断ができる。

その結果、路側インフラ全体の有効支援率では、

現在も高度化光ビーコンによる信号情報活用運転

高度化光ビーコンのみの場合が約 60％だったのに

支援システム
（TSPS：Traﬃc Signal Prediction Systems）

比べ、ITS 無線路側機を付加したものは 70％以上と

が実用化されているが、よりリアルタイムな情報を、

改善が見られた。また、信号情報精度については、

760MHz を使った路車間通信（ITS 無線路側機）で

光ビーコンのみによる信号情報提供では切り替わり

送ることにより、感応式交差点のように、時々刻々

タイミングが幅を持って提供される仕様になってい

と信号のタイミングが変化する交差点でも精度の高

るため、2 秒以上の誤差があったが、ITS 無線路側

い信号情報が提供できる。

機 に よ る リ ア ル タ イ ム の 情 報 提 供 に よ り、最 大

Fig.6 TSPSシステム構成案
（出典）警察庁 SIP 報告書４）
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99ms の誤差となっていることが確認された。この

る。衝突を回避するためには、歩行者あるいは車の

効果として、信号の切り替わりでの急減速の回数が

存在を認識し、衝突可能性を判定し、警告または回

15 〜 20% 低減される場合があることも確認された。

避制御する必要がある。車の位置標定については、

5 ‑ 4 自動走行支援通信のメッセージセットおよ
びプロトコルに関する調査検討（総務省）

５）

道路上を走行しているという前提で、マップ上の地
物からの位置推定、GNSS（衛星測位システム）に

この検討は、車車間、路車間通信を自動運転に適

よる測位、慣性航法、マップマッチングなど、位置

用する際の具体的なメッセージセットおよび、通信

推定精度を向上する技術があるが、歩行者の位置標

プロトコルを提案するために実施された。

定については、現時点 GNSS に頼らざるを得ず、そ

検討の前提として自動走行支援通信のステージ

の測位精度が課題となっている。加えて、歩行者は

（Table 1）が定義され、その中のステージ 2-1 の高速

歩行経路を容易に変えることができるため、歩行経

道路での SAE 自動運転レベル 2 および 3 が本検討の

路推定に基づく危険判定の正確さも課題となってく

対象となっている。具体的な検討は、自工会ユース

る。また、歩行者の数が増えた時の車との通信方式

ケース（Fig.3）のうち、緊急ハザード情報提供と

についても考慮が必要である。
6 ‑ 2 歩車間通信技術の開発（総務省）６）

合流 / 車線変更支援に絞って行われた。
検討対象とする通信方式は、既存の安全運転支援

SIP で計画されている大規模実証実験には歩行者

で用いられている5.8GHz帯車車間通信システム実験

事故低減もテーマとして入っており、その中で技術

ガイドライン、760MHz帯高度道路交通システム、狭

検証ができるよう開発が行われている。

域通信システム規格（ARIB標準規格）とし、これら

1 ） 歩車間通信システム概要

通信方式に対する通信メッセージ（Table 2）
、プロト
コルおよび通信要件案を策定した。また、それらの

歩行者事故分析の結果より、歩車間通信が必要な
シーンを決定した（Fig.7）
。

仕様を用いた際の性能について、シミュレーション

一方、支援が不要な時に誤警報が発生するとシス

を用いて評価した。その結果、上記3方式ともに性能

テムの信頼度が低下し活用されなくなる恐れがある

目標を満足することが確認でき、自動走行支援通信

ため、歩行者端末を持つ人が車の中、建物内、歩道

仕様素案としてまとめられた。

橋上、歩道上、高架上下にいて車と衝突する可能性

6.

がない場合を不要支援 5 シーンとして定義した。

歩車間通信に関する研究開発

支援のタイミングとしては、ASV4（国交省プロ

6 ‑ 1 歩車間通信に関する課題

ジェクト第 4 期先進安全自動車）の結果より、歩行

SIP では、歩行者事故の低減を目標の一つに掲げ

者に対し

て研究開発に取り組んでいる。その解決策の一つが、

・衝突の 3.2 秒から 2 秒前まで：警報

歩車間通信を活用した歩行者と車の衝突回避であ

・衝突の 6.5 秒から 3.2 秒前まで：注意喚起

Table 1 自動走行支援通信のステージ

（出典）総務省 SIP 報告書５）
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Table 2 メッセージセット例

（出典）総務省 SIP 報告書５）

・衝突の 6.5 秒前まで：情報提供

3 ） 高精度位置測位技術

とした。また、車に対しては、

GNSS による測位精度を向上させるため、建物に

・衝突の 3.2 秒から 0.8 秒前まで：警報

よる反射波の除去や加速度センサーなどを用いた

・衝突の 3.7 秒から 3.2 秒前まで：注意喚起

デッドレコニングの技術を採用した。

・衝突の 3.7 秒前まで：情報提供

これら技術を用いて位置精度目標 ±3m が確保で

とした。

きるかについて、大規模実証実験で使用する予定の

2 ） 歩車間端末

お台場の交差点で測位精度調査を行った。
東京国際交流館前、ヒルトンホテル前など 10 カ

歩車間端末システムの概要を記す（Fig.8）
。
本システムは、GNSS 受信機、危険判定アプリを

所の交差点横断歩道上で計測し、累積 68％誤差の

内蔵したスマートフォン、760MHz の通信機から成

結果が 4.5m 以内に収まっていることを確認した。

る。大規模実証実験で歩行者が携帯可能なように各

目標には達していないが、従来に比べ、精度が向上

ユニット、アンテナをリュックサックにまとめた

していることが確認できた。ただし、台場駅、有明
中央橋北側高架下では、周囲の建物の影響で天空視

（Fig.9）
。

界が狭いため、上記誤差には収まっていない。この

Fig.7 支援必要5シーン
（出典）総務省 SIP 報告書６）

IATSS Review
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Fig.8 歩車間端末システム
（出典）総務省 SIP 報告書６）

（ 23 ）
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Fig.9 端末リュックサック外観

Fig.10 安全支援の実験場所
（お台場）

（出典）総務省 SIP 報告書６）

（出典）総務省 SIP 報告書６）

ような環境下では、測位精度を勘案して安全運転支

トワークの混雑次第で遅延時間が変動したりするデ

援サービスの停止等、適切な対応が必要との報告と

メリットがある。これらメリット、デメリットを勘

なっている。

案して、ユースケースを考える必要がある。
7 ‑ 2 車両プローブ情報の活用（内閣府）７）

4 ） 危険判定技術
歩行者は移動の自由度が大きいため、警報を出す

SIP ではダイナミックマップの準動的データ、準

ためには、歩行者の状態推定を行い、車との衝突危

静的データ、静的データの情報収集 / 配信に、この

険度を判定しなければならない。スマートフォンセ

技術を使うことを考えている。

ンサー、地図情報、衛星による位置情報を基に歩行

自動運転の走行経路計画を立案するためには、走

者の状態を検出し、衝突判定あるいは安全判定を行

行路上の渋滞有無など、交通流の把握が必要になっ

う。また、支援が不要な車内、屋内、歩道橋上など

てくる。現在は路側のトラフィックカウンターなど

の識別を移動速度情報や衛星電波強度、高度情報な

で渋滞を把握しているが、道路レベルとなっており、

どにより判定する。支援が必要な時の作動率として

車線ごとの渋滞・交通流の把握まではできていない。

は 80％以上、また、不要作動率を 20% 以下と仮目

また、トラフィックカウンター間の渋滞は把握でき

標を設定した。

ない。走行中の車から収集できるプローブ情報を活

上述の技術評価を Fig.10 に示すお台場の公道で

用することで、車線ごとの交通流を途切れなく集め

実施した。評価シーンは支援必要 5 シーンとし、評

ることが可能となる。SIP におけるプローブ情報活

価基準としては存在通知、情報提供、注意喚起のい

用に向けた取り組みとしては、車両プローブ情報の

ずれかが鳴ったことで作動を確認することとした。

共用に必要となるデータセットフォーマットや API

評価の結果、正常作動率 95％ 〜 100％、不要作動

などの実用化検証と評価、プローブ情報に基づく準
静的、準動的な情報の活用について検討した。

率 0％と良好な結果を得た。
本研究の成果を基に、歩行者事故低減の大規模実

すように道路レベル、車線レベルそれぞれのプロー

証実験を実施する。
7.

プローブ情報収集システムとしては、Fig.11 に示
ブカーよりサーバーに情報を吸い上げ、ダイナミッ

車両プローブ情報に関する研究開発

クマップと紐付けることにより、収集結果を地図

7 ‑ 1 プローブ情報の課題

ビューアで確認する構成とした。

モバイル通信を活用して車の情報をインターネッ

実証実験は、ダイナミックマップが整備されてい

ト経由でクラウドネットワークに送る車両プローブ

る首都高で実施し、車線ごとの渋滞状況が入手でき

情報の活用が、さまざまなところで検討されている。

ることが確認できた。

この利点はモバイル通信エリア内であれば、どこに

8.

いても通信が可能、送信データ量に制限がない等、

SIP では車車間、路車間、歩車間通信および車両

既存の ITS 通信には無い特徴を有している。一方で、
ネットワークを介するため、遅延が発生したり、ネッ
国際交通安全学会誌

Vol. 43, No. 3

おわりに

プローブ情報の通信に関わる技術の協調領域に関し
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Fig.11 プローブ情報収集システム概要
（出典）内閣府 SIP 報告書７）

て幅広く研究開発を行ってきた。自動運転へのこれ

3 ） 総務省 SIP 報告書『自動走行システムに必要な

ら技術の適用については、まだ可能性が検討されて

車車間通信・路車間通信技術の開発（平成 27、

いる段階であり、SIP での検討結果やその他、国プ

28 年度報告書）
』

ロ、企業の実証実験などを通して見えてくると考え

4 ） 警察庁 SIP 報告書『信号情報活用による運転支

る。第 2 期 SIP においても、臨海副都心や羽田での

援高度化に向けた調査研究』平成 28 年 3 月

信号情報提供インフラや合流支援インフラによる実

5 ） 総務省 SIP 報告書『自動走行支援通信のメッ

証実験環境の整備が進められており、今後の自動運

セージセット及びプロトコルに関する調査検

転への適用を議論する上で、有益な材料が提供され

討』平成 30 年 3 月

るものと期待したい。

6 ） 総務省 SIP 報告書『歩車間通信技術の開発』平
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