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「情報通信が支える次世代のITS」
〜総務省ITS関連事業成果発表会〜

2014年3月26日
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4背景・目的

■ 広島市では、路面電車が市民の足として定着
• 一日平均15万人の利用

鉄道とクルマの共存
それぞれのメリットを活かしつつ、鉄道とクルマの安全な連携を目指す
→ この目標を達成する手段として、無線通信システムは有望

無線通信システムの普及率を向上させる課題
公共車両に車載機を搭載することで、サービスを享受する機会を増やし、車車間通信システ
ムの普及を促す

近年
• 路面電車は、エコな交通手段として世界的に見直されている
• 自動車はますますエコ化が進んでいる
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広島での走行実験
メンバー
• 東京大学
• 広島電鉄（株）
• （独）交通安全環境研究所
• マツダ（株）
目的
路面電車と自動車の車車間通信に、車載
センサを組み合わせ、自動車と路面電車双方
の安全性を高めるシステムを検証する

背景・目的



62013年ITS世界会議の概要

ITS世界会議
（10月14日〜18日）

一般道（お台場）:
・ 次世代DSSS
・ 通信利用型先進安全自動車
首都高：
・ 高速道路サグ部の交通円滑化サービス

会議＆展示＠東京ビッグサイト

会議（論文/セッション） ： 3935人

展示 ： 730小間

参加国69か国、参加者21029人

ポストコングレスツアー
（10月19日〜21日）

・ あいち/豊田市ITSサムライツアー
・ 釜石市のオンデマンド交通システム
・ 新東名高速道路ツアー 〜次世代高速道路〜
・ 長崎EV＆ITS 〜エコアイランド五島へ〜
・ エネルギーITS自動運転隊列走行システム
（広島を含めて6件エントリー）

東京ショーケース（一例） ＜広島＞ ITS広島デモ

東京大学／広島電鉄(株)／(独)交通安全
環境研究所／マツダ(株)
「広島における世界初の路面電車－自動車間
通信型ＡＳＶデモ」

ITS：高度道路交通システム（Intelligent Transport Systems）
DSSS：安全運転支援システム（Driving Safety Support Systems）
サグ部：下り坂から上り坂にさしかかる凹部



7広島デモ 運営体制
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・アテンザASVで自律と通信の融合コンセプトを実証

東京大学/広島電鉄/交通安全環境研究所/マツダの共同研究体で、
世界初の路面電車-自動車間通信＋自律安全技術のデモを実施

回送

回送

<自律安全システム>

・右折時の歩行者の検知
・右折時の対向直進車の検知

・後方からの接近電車の検知

<トラム-車間通信システム>
・右折車両情報提供

・右折時の歩行者存在情報提供

・右折時の路面電車接近情報提供

<トラム-車間通信システム>

広島デモの内容 9

<歩行者-車間通信システム>

<車-車間通信システム>
・右折時の対向車接近情報提供



10デモを実施するアプリケーション（自動車ドライバへの支援）
③対向直進車接近情報提供
（車載センサ、V2V）

④右折時歩行者情報提供
（車載センサ、V2P）

①右折時路面電車接近情報提供
（V2T）

⑤追い越し時路面電車後方接近情報提供
（車載センサ、V2T）

②路面電車後方接近情報提供
（車載センサ、V2T）

V2V：車車間通信（Vehicle-to-Vehicle communication）
V2T：路面電車-自動車間通信（Vehicle-to-Tram communication）
V2P：歩車間通信（Vehicle-to-Pedestrian Communication）



11デモを実施するアプリケーション（路面電車運転士への支援）
⑦前方右折自動車情報提供
（V2T）

⑥右折自動車存在情報提供
（V2T）

V2T：路面電車-自動車間通信（Vehicle-to-Tram communication）



12デモ実施場所

●

広島

十日市町



13デモ実施場所

江波車庫

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ-1

Ⅲ-2

Ⅳ

Ⅴ

シーンⅠ. 舟入南町電停付近 交差点
①右折時路面電車接近情報提供（自動車）
⑦前方右折自動車情報提供（路面電車）

シーンⅢ-1. 舟入本町2番 交差点
④自律型右折時歩行者情報提供（自動車）

シーンⅢ-2. 舟入川口町11-5付近 交差点
④自律型右折時歩行者情報提供（自動車）

シーンⅡ. 舟入幸町19番 交差点
②路面電車後方接近情報提供（自動車）
④歩車間通信/自律型右折時歩行者情報提供（自動車）
⑥前方右折自動車情報提供（路面電車）

シーンⅣ. 舟入南3丁目 交差点
②路面電車後方接近情報提供（自動車）
③対向直進車接近情報提供（自動車）
⑥前方右折自動車情報提供（路面電車）

シーンⅤ. 江波中学校正門前 交差点付近
⑤追い越し時路面電車後方接近情報提供（自動車）
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15マツダ アテンザASV-5
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 通信（V2V, V2I, V2P）と自律センサを協調させることにより、見えない危険も含めた危険対象
の360°認知支援を実現する

 運転操作を阻害せずに、ドライバを取り巻く、見えない危険も含めた危険対象の360°認知
（空間認知）ができる直感HMIを実現する

車車間通信システム

建物の陰でドライバの死角となる車両と情報を交換

路車間通信システム

信号機情報、規制情報、路側センサで検知した

対向車や歩行者の情報を提供

自律システム

車載センサで車両周辺の状況を検知

デモ車両の開発コンセプト

HMI：Human Machine Interface



17システム構成
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スマートフォン

歩車間通信
歩行者の位置（緯度・経度）
進行方向

700MHz帯 車車間通信

車両種別
位置（緯度・経度）、進行方向
速度、ブレーキ情報、ウインカー情報
etc.

通信システム構成

インターネット網

ASVデモ車 デモ路面電車デモ歩行者

デモ対向車

GPS測位GPS測位

GPS測位

GPS測位



19車載センサ構成

Intended Blank



20支援の考え方（自律システムと通信システムの連携）

車車間通信 車載センサ

最大検知距離 ◎ 見通し内で最大1000m（走行環境により異なる） ○ 20m～150m程度（デバイスにより異なる）

検知角 ◎ 360deg ○ 20deg～190deg程度（デバイスにより異なる）

死角の検知（車両の陰） ◎ 検知可能（他車両の遮蔽による影響なし） × 視野外の検知は不可

死角の検知（建物の陰） ○ 最悪の通信条件下でも80mで検知可能 × 視野外の検知は不可

検知精度 ○ 1m程度（準天頂GPS）～10m程度（現行GPS） ◎ 検知距離の5％程度（デバイスにより異なる）

■ 車車間通信／車載センサの特徴比較

■ 車載センサと通信システムの連携の考え方
【通信システム】
・ 死角や車載センサの検知エリア外の対象を検知し、危険対象の存在をドライバに認知させる
【自律システム】
・ 危険対象を精度よく検知し、警報によりドライバの認知ミスをカバーする



21HMIの基本的な考え方

【基本性能】
ドライバが煩わしく感じない、

情報によって不安全状態にならない

【表示】
ドライバが直接見ることができない情報を伝え、状況認識を支援する

【マツダが大切にしている性能軸】

Status情報

Communication情報
Active情報ASVではActive情報にフォーカス

情報の分類
・Active情報
・Status情報
・Communication情報

ドライビング情報

・脇見時間ミニマム → 表示情報の遠方・上方配置（ウィンドシールド投影型HUD）

・意識の脇見時間ミニマム → 直感的に理解できる情報コンテンツ

【音】
表示に意識を誘導し、素早い状況認識を促す



22直感的に理解できる表示コンテンツの設計
【視覚】

「最低限の情報をシンプルに」という考え方に基づくグラフィックとする

HUDへの注視は必要最小限にとどめ、ドライバの自然な確認行動を促す

自車と危険対象の相対位置を直感的に伝えるポイント
・ドライバが経験し、理解しやすいシンボルアイコン、色情報を統一的に使用
・自車を中心に鳥瞰的に危険対象を表示
・接近方向からシンボルアイコンをスライドインさせることで、
どちらの方向からどんな危険対象が接近するのかを視覚的に表現する
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右折後歩行者情報提供（V2P、車載センサ）

24デモのシナリオの一例（シーンⅡ）

歩行者が存在すると
きに、右折待ちから
発進しようとすると

右折を継続し、横断
歩行者と衝突の危
険がある場合には

交差点で右折待ち
しているときに、路面
電車が接近すると

後方からの路面電車の接近情報提供（V2T）

歩行者に対する注意喚起（V2P）

横断歩行者に対する警報（自律センサ）

HUD表示画像

喚起音：ピッピッピッ

喚起音：ポン

喚起音：ポン

路面電車後方接近情報提供（V2T）

前方右折自動車情報提供（V2T）

対象車両が右折の
意思を示すと

対象車両との距離
が近づくと

音声：
「前方右折車あり」




