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「社会受容性シンポジウム」 第2部 安全評価の取り組み

ITS研究部 ⾕川浩

⼀般財団法⼈ ⽇本⾃動⾞研究所

⾃動運転移動サービスの
安全性確保の取組み
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ご参考 OEMでのオーナカー安全設計・評価

模擬環境 仮想環境（ﾊﾞｰﾁｬﾙ）

ü 10年15万キロ、世界各地で多様な使われ⽅を想定して信頼性を保証
ü 開発段階において実験⾞両で公道を⾛⾏する際であっても、想定され
る危険事象の洗い出しと安全対策を実施

ü 使⽤するセンサーやセンシングシステムは、⾞載⽤途を踏まえてサプ
ライヤと密接に協⼒して開発

ü 想定されるモノのバラツキや各種ストレス、加えて安全マージンまで
考慮して必要な性能や信頼性を設計的に確保

ü 関係者は市場での使われ⽅や失敗の知⾒も豊富で、評価では意地悪な
条件も考慮して安全マージンを確認

ü 多額の開発費⽤と時間が必要だが、製品コストとして回収可能



１．⾃動運転移動サービスの特徴

乗客 etc．

⾃動運転⾞両開発
ベース⾞両開発
⾃動運転システム開発

地域住⺠⾏政

警察

ＯＤＤ（⾛⾏環境）

運⽤（点検・操作等）

【運⾏⽅法・⾞両⾯】

運⾏サービス企画

実⽤性・事業性検討
運⾏コース
運⾏システム（予約配⾞）
運⾏体制
サービス（料⾦等）

【運⾏ニーズ・サービス⾯】

損害保険

運⾏事業者

⾞両開発者

要求仕様

課題F/B

関係者で情報や課題認識を共有

必要な⾞両やシステムの市場は⼩さく、開発~保守 総費⽤低減は必達課題
安全性確保は優先課題、但し利便性や経済性などとのバランスも重要課題
→開発の仕組みや運⾏⽅法･インフラの⼯夫等で⾞両システム簡素化が必要

本
事
業
の
検
討
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２．制御システム安全設計評価のポイント
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（出展）株式会社デンソー広報資料



２．制御システム安全設計評価のポイント
※⾼度⾃動運転システムの安全性を確保するためには…
①通常時、⾃動運転システムの安全設計が必要
②⾮通常時、⾃動運転システムの機能安全設計が必要

通常時

⾮通常時

従来＠運転⽀援 ⾃動運転

ドライバ
責任

システム責任①

②運転⽀援部分は
システム責任

合理的に予想可能な危険事象（ハザード）を洗い出し、障害度
と発⽣確率から求められる危険度（リスク）を許容可能なレベ
ルに下げるべく必要な安全⽅策を講じることが必要

故障などで本来のシステム機能に不全が⽣じるケース

システム責任



３．安全性評価の取り組み紹介
(1) ⾃動運転移動サービス「永平寺参ろーど」の概要

京福電気鉄道 永平寺線の廃線跡地、⾃転⾞歩⾏者専⽤道（⾃動運転⾞両は通⾏
許可承認済み）、全コース約6㎞のうち南側2㎞を⾃動運転レベル３で運⾏
観光客や住⺠の移動⼿段として利⽤が⾒込まれる
公道との交差部は無く、歩⾏者や⾃転⾞は⾮常に少ない
⾛路幅は舗装⾯︓約3m 電磁誘導線をループ状に埋設
⾞両はゴルフ場⽤途の⼩型電動カートを⾃動運転⽤に改造、最⾼速度12km/h

（出展）国⽴研究開発法⼈ 産業技術総合研究所報告資料



３．永平寺プロジェクトでの取り組み紹介

センサ等の機能限界やＯＤ
Ｄ限界等をシステムが判定
することにより、⾃動運転
システムの安全性が担保さ
れる

遠隔ブレーキ操作(全⾞停⽌)

⾞内の緊急停⽌ボタ
ン

（出展）国⽴研究開発法⼈
産業技術総合研究所報告資料遠隔監視・操作室

（出展）国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所報告資料



３．永平寺プロジェクトでの取り組み紹介
※ 第三者（JARI）による安全性評価の考え⽅
基本的に、開発当事者以外の第三者評価のみによって、実⽤上想定される
条件の全てを評価し「安全のお墨付き」を与えることは不可能
設計段階で、想定されるハザードの洗い出しとリスク分析が⾏われ、必要
と判断した安全⽅策が織り込まれていることが重要

⼀⽅、レベル３での公道⾛⾏は前例の無い挑戦であり、ハザードの洗い出
しやリスクの分析を定量的かつ論理的に⾏うことは容易ではない

JARIが今回の活動で実施…
①設計意図の妥当性を第三者的に確認
②主要な機能が設計意図通り機能することを実験的に確認

乗⽤⾞の安全性評価で知⾒と
経験豊富なJARIが貢献



ＪＡＲＩ検討事例ー１） チェックシートによる設計意図のレビューと実⾞実験

ラストマイル
⾃動運転⾞両システム
のガイドライン※

ODD 環境条件
天候による制約

実際に⾛⾏が想定され
る天候環境下で安全に
物流／移動サービス等
に供することが可能で
あることを事前に⼗分
確認すること

※国交省

センサの降⾬に対する機能限界よ
り、ODD境界が⼿前にあること

〇
or
×

実⾞試験

特異環境試験場
（JARIつくば）

にて、いくつかの
降⾬量を設定

↓
⾃動停⽌するか︖

〇
or
×

更なる安全性向上

①「設計意図」の
妥当性を第三者的
に確認

②主要な機能が意図
通り機能することを
実験的に確認

安全設計のための
具体的な留意点を
整理

＋ 更なる安全性を
担保するために

３）運営マニュアルの整備
（後述）

２）⾞両の衝突安全性検討
（後述）

技術的要件
歩⾏者、⾃転⾞への対応

チェックシート

運⾏条件へ⾬などの
ODD条件を明記



ＪＡＲＩ検討事例ー２） ⾞両の衝突安全性検討（対歩⾏者および乗員）

⾞両が歩⾏者や障害物と衝突する危険性は低くてもゼロではない。最悪の事態を想定
して、歩⾏者と衝突した場合の歩⾏者の傷害度合、また、障害物に乗り上げた場合の
乗員の傷害度合について検討を⾏った。

歩⾏者と衝突した場合の歩⾏者の傷害度合
①対歩⾏者下肢傷害

②対歩⾏者頭部傷害
③対歩⾏者轢過

障害物に乗り上げた場合の乗客の傷害度合 ④乗員腰椎⾻折

①〜④全てにおいて、⾻折（重度の障害）に⾄る危険性は低いと考えられる
但し、⾼齢者に多い⾻粗鬆症などの影響で⾻の強度が弱い場合等も考えられ、さらなる検討が必要。

0 sec 12km/h
（バンパースイッチ接触後0.6G減速）

事例︓③対歩⾏者轢過
歩⾏者側⾯衝突

（シミュレーション結果）
0.36 sec経過
⾞速5km/h

0.7sec経過
⾞両停⽌

※衝突速度が極低速のため、⾃動⾞の衝突安全性評価技術を適⽤することは難しい



ＪＡＲＩ検討事例ー３） 運営マニュアルの整備（運営の⼯夫に依る安全確保）

事業化においては、⾞両システムの安全機能に加えて運⾏の⼯夫などで安全を補うこ
とも必要となる。 ⾞両システムの安全機能と運営で担保すべき安全要件を関係者で
共有するとともに、運営関係者が確実に安全を担保できるよう、実⾏可能な運営マ
ニュアル作成の留意事項等について考察した。

運⾏に関する「更なる安全検証」 留意事項
運⾏条件へ⾬などのODD条件を
明記

天候条件（霧、⾬、照度、降雪など）による運⾏中⽌判断⽅法
それぞれの判定値、判断する情報元、タイミング、判断者など

⾛⾏路確認を明記
⾛⾏路条件（障害物、積雪、⼯事、⽔たまりなど）による運⾏中⽌判断
⽅法
それぞれの判定値、判断する情報元、タイミング、判断者など

周辺住⺠・乗客への周知事項を
明記

・安全確保のため、周辺住⺠にラストマイル運⾏に関して危険の恐れがあ
る事項や注意事項を公報、看板で周知
・利⽤する乗客に対する留意事項を公報、停留所の案内で周知

メンテナンス
・⾞両システムや運⾏管理システムについて、直ぐに⼿に⼊らない部品があ
る場合は、予備の部品を準備
・部品交換時に調整の必要がある部品はモジュール化して調整しておく

（抜粋）



参考「⾃動⾛⾏ビジネス検討会取組み課題」との関係

ⅰ）ODDの類型化

ⅱ）遠隔監視等の
⼈の関与の在り⽅

ⅲ）レベル４サービス
関係者間の責任分担

ⅳ）センサ･データ様式
等の共通化/標準化

ⅴ）インフラ連携の仕組み

(1)安全設計ガイド 作成

(2)安全設計に必要な
汎⽤･基礎データ収集

(4)設計演習による
実⽤性検討

(3)運⽤マニュアル作成

※乗⽤⾞の⾃動⾛⾏実⽤化に向けた活動を横睨み
しながら、グリーンスローモビリティを対象と
した安全設計･評価の課題解決に取り組む

４．今後の課題



４．今後の課題
安全設計･評価に係る協調領域の 基盤技術や解説書、運⽤ルール等を検討

(1)安全設計ガイド 作成

(2)安全設計に必要な汎⽤･基礎データ収集

(4)設計演習による実⽤性検討

⾛⾏環境のリスクに対する安全設計・評価のプロセスや⼿法、これまでに発⽣した
ヒヤリ事例対応の折り込み、故障などメンテナンス性確保などを検討
→ 個別事業の安全設計や機能確認を、適正レベルかつ効率良く実施できる

代表的なセンサー(ソフト含)等の基本性能や、⾬など環境や障害物の形･⾊の影響
など、実験も交えて認識性能検討の基礎データを収集し、補給対応も検討する
→ 不慣れなベンチャー企業等でも、必要な安全設計を効率良く実施できる

上記(1~3)を⽤いて、仮想コースを⾛⾏する⾞両を想定した安全設計を試⾏し実⽤
性を評価する →各事業者が実際に安全設計を⾏う際の実⽤事例として活⽤できる

(3)運⽤マニュアル（ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ版） 作成
永平寺RA事業で検討した永平寺⽤運⽤マニュアルをベースに、実証実験実施者や
関係者らの要望や意⾒を踏まえて、汎⽤的に利⽤可能な運⽤マニュアルを作成する
→各事業者に必要な個別事業のマニュアルを、適正レベルかつ容易に作成できる



u取り組みの⽅向性

ü JARIの中⻑期ビジョン︓「新モビリティ」への取組み
ü JARIの強みは…
「中⽴公正な⽴ち位置」 と 「性能評価の経験,技術と実績」

従来︓クルマ単体の性能評価、標準化⽀援

おわりに

今後〜 モビリティ＆モビリティサービスの ”価値”
安全性,効率,環境性 ＋社会性や経済性など の研究に挑戦︕

（出典）「2040、道路の景⾊が変わる」
国⼟交通省



ご清聴ありがとうございました．


