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１． 事故発生の経緯と初期対応 
 本章では、豊田市内で発生した低速自動運転車両による事故の発生に至るまでの経緯お

よび本件事故に関する記者会見の内容について報告する。 
 
１．１ 実験の目的 
低速自動運転車両による実験は、豊田市、豊栄交通株式会社、豊田都市交通研究所およ

び名古屋大学が連携し、豊田市の中心市街地において、自動走行が歩行者や車などの周辺

交通に与える影響を調査し、中心市街地内の移動手段としての有効性を検証する目的で、

令和元年８月２１日より実施されていた。本実証実験に用いられる車両は、同時期に開催

される「クリムト展 ウィーンと日本 1900」と連携し、名鉄豊田市駅前から豊田市美術

館までの移動手段として活用する予定であった（資料１）。 
 

１．２ 低速自動運転車両の自動走行システム 
  自動走行装置の構成と自動走行システムの動作原理は、事故原因の解明および再発防

止策の提言を行う上で重要な情報であることから、本節では低速自動運転車両の自動走

行システムについて説明する（図１・資料２）。本実験で用いられた自動走行システムは、

あらかじめ高精度な測量装置により計測された３次元点群地図およびこの３次元点群地

図に対応して製作された高精度道路地図を基盤情報として、３次元点群地図上における

自車両の走行位置・方位を検知する機能を用いることで、走行すべき目的位置・方位（走

行経路）に沿った走行が可能となっている。具体的には、図１に示す車両上部に設置され

た３次元レーザーレーダー（LiDAR）により計測される、車両の半径 150m 以内にある

物体形状の点群としての情報と、３次元点群地図に記録されている走行経路全体の３次

元形状とを照合（マッチング）することで、自車の走行位置・方位を検知している。この

走行位置・方位検知結果に基づき、３次元点群地図に対応する高精度道路地図から走行目

標である車線情報を取得し、この車線上を走行するように、ハンドル、アクセルおよびブ

レーキの操作に相当する操舵・加減速量を車体側の制御システムに送信することで、自動

走行を実現している。本システムと事故原因との関連性については、３章で述べる。 
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図１ 低速自動運転車両の自動走行装置 

 
１．３ 事故発生の経緯と被害状況 
令和元年８月２６日の１４時２０分ごろ、低速自動運転車両（運転者：豊栄交通㈱社員、

同乗者：名古屋大学特任准教授および研究員２名）が豊田市樹木町１の公道（片側１車線、

追い抜き可）を時速 14km で自動運転走行中、後方乗用車による右側からの追い抜きが

あった。その際、１．５節に示す推定原因により実験車両が右操舵を行い、追い抜き車両

と接触する事故が発生した（図２・資料３）。この接触により双方の車両が損傷した点お

よび人的被害がない点を確認後、路側の歩道部分に手動走行で退避し、名古屋大学側から

警察に連絡した。 
  
 
 
 
 
 
 
 

図２ 物損被害状況 
 
 １．４ 実験の企画から事故に関する会見までの経過 
 
令和元年 
５月２１日（火） 豊田市企画政策部未来都市推進課から、クリムト展開催時に、豊田市

駅と豊田市美術館との間で名古屋大学自動運転車による市民送迎を行

3次元レーザーレーダー
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る制御計画を計算

名古屋大学 自動運転車           被害車両  
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ってほしい旨の依頼があった。 
６月 ３日（月） 豊田市、豊田都市交通研究所、名古屋大学による自動走行の実施方法

に関する打合せ 
６月２６日（水） 走行予定コースの下見を実施。豊田市、豊田都市交通研究所、名古屋

大学などが参加。下見後、コースを決定。 
７月１１日（木） 豊田市から愛知県に、実験実施計画書を提出 
７月１８日（木） 豊田市から、イベント実施に関する記者発表 
８月 ６日（火） 立石研究員から、名古屋大学未来社会創造機構事務室（以下「機構事

務室」）に実験計画書提出、車両実験専門委員会でのメール審議依頼 
８月 ８日（木） 豊栄交通㈱ドライバーに対する自動走行の事前講習を実施 
８月 ９日（金） 車両実験専門委員会委員に対して、機構事務室からメール審議を依頼 
８月１５日（木） メール審議の意見提出締切。委員よりメンバーの所属修正に関する意

見があった。 
８月１６日（金） 車両実験専門委員会委員に対して承認された旨報告 
８月１９日（月） 立石研究員に対して、車両実験専門委員会で承認された旨通知 
８月２１日（水）～２３日（金） 現地にて自動運転試験走行を実施 
８月２６日（月） 
 １４：２０頃 事故発生 

実験参加者から、豊田警察署、豊田市担当者に事故が発生した旨連絡 
豊田市担当者から、愛知県担当者に連絡 

１５：１０頃 立石研究員から、機構事務室に連絡 
機構事務室から、佐宗機構長、研究協力部長、社会連携課長に報告 
研究協力部長から、松尾総長、関係理事に報告 

 １７：００頃 豊田市が記者会見 
８月２７日（火） 
  ８：００～ 佐宗機構長から松尾総長に事故状況報告 
 １３：００～ 佐宗機構長のもとで対応方針打合せ 
８月２８日（水） 
  ９：３０～ 佐宗機構長から松尾総長に状況報告、事故検証委員会の設置を決定 
８月２９日（木） 
 １１：３０～ 豊田市記者クラブにて記者会見（佐宗機構長、森川教授、赤木特任准教

授） 
 

１．５ 事故当初推定原因 
   ８月２９日の１１時３０分より、豊田市記者クラブにおいて当初の推定原因を発表

した。事故の推定原因としては、自動運転の自車位置・方位検知機能が自車の進行方位
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を実際の進行方位から左手側に約５６度誤検知する事象が発生し、この左手側約５６

度の進行方位変化を計算上の正しい方位に復帰させる操舵操作が実行され、自動運転

車が右方向へ旋回することで、自動運転車の右側を追い越し中であった被害車両との

接触を引き起こしたと推定した。本発表における質疑において、他の技術的欠陥や被害

車両の影響は、本発表時点では確認できていないとした（図３・資料４）。 
 

 
 

図３ 推定原因（報道発表資料） 
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２．事故検証委員会の設置経緯と問題点の指摘 
 
２．１ 事故検証委員会の設置経緯 
名古屋大学は、令和元年８月２６日に豊田市で発生した、ゆっくり自動運転グループ

の低速自動運転車両の公道走行実験中の事故（以下「本件事故」）について、同年９月

５日、事故検証委員会を設置した。事故検証委員会は、当該の公道走行実験について、

事故の状況を把握したうえで、発生原因を究明し、今後の安全確保、再発防止策を提言

することを目的としている。このような目的で事故検証委員会は設置されており、また

強制的な調査権を有しないことから、同委員会は法律的、社会的その他の責任を負うべ

き者を特定するために本件事故の検証を行ったものではない。むしろ、本件事故の原因

として可能性がある事項を広く拾い上げ、今後の安全確保および再発防止に資すること

を主眼としている。 
 
２．２ 事故検証委員会の構成 
事故検証委員会の構成は、次の通りである。 
 

委員長： 
佐宗 章弘 副総長（学術研究・産学官連携担当）、未来社会創造機構長 
 

委員： 
中東 正文 副総長（国際・法務・リスク管理・内部統制担当） 
村瀬  洋 大学院情報学研究科 教授・研究科長 
山田 陽滋 大学院工学研究科 教授 
小栗 宏次 愛知県公立大学法人 愛知県立大学情報科学部 教授 
山内 幸彦 国立研究開発法人 産業技術総合研究所中部センター 所長代理 
 

アドバイザー（第３回より）： 
 内田 信行 一般社団法人 日本自動車研究所 安全研究部 副部長 

  二宮 芳樹 未来社会創造機構 特任教授 
 
オブザーバー： 
 愛知県経済産業局産業部産業振興課 

 豊田市企画政策部未来都市推進課 

  公益財団法人豊田都市交通研究所 
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実験実施者： 
森川 高行 未来社会創造機構 教授 
赤木 康宏 未来社会創造機構 特任准教授 
立石 定芳 未来社会創造機構 研究員 
 
事故検証委員会には、外部有識者として小栗宏次氏および山内幸彦氏に委員として、

そして第３回委員会より内田信行氏および二宮芳樹氏にアドバイザーとして参加してい

ただき、忌憚のないご意見を賜ることを通して、分析、提言その他の検証が客観的かつ

公正に行われることを期した。 
 
 
 ２．３ 調査方法 
  事故検証委員会では、実験実施者からの調査報告および質疑を実施し、事故原因の分

析および再発防止策の提言について審議した。また、自動運転技術およびリスク評価に

関する専門家への個別訪問を実施した。本節では、事故検証委員会および個別訪問の実

施内容について報告する。また、各回の事故検証委員会における議事メモは、本報告書

の末尾に添付する。 
 
■事故検証委員会での審議 
第１回：令和元年９月５日 
今回の事故が発生した経緯および推定される原因について、森川教授および赤木特任

准教授から説明があり、意見交換が行われた。 
意見交換の結果、佐宗委員長から、本委員会における今後の検証方針について技術お

よびリスクアセスメントの両面から検討願いたい旨発言があり、技術的な対策案および

審査体制・リスクアセスメントに係る対策案が作成でき次第、第２回事故検証委員会を

開催して検討することとした。 
 
第２回：令和元年９月３０日 
今回発生した事故の推定原因について、赤木特任准教授から、前回委員会以降に判明

した事項を中心に説明があり、意見交換が行われた。 
意見交換の結果、佐宗委員長から、今後の方針として、山田委員および二宮特任教授

に参画いただき対策を更新し、方針が固まった段階で第 3 回委員会を日程調整の上で開

催すること、第３回委員会で対策が確定した場合は閉鎖空間における確認の上、第４回

委員会で最終的な報告を確定することについて提案があり、了承された。 
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第３回：令和元年１０月２９日 
事故原因に関する分析および再発防止に関する提言を中心に、報告書素案および附属

資料の内容について説明があった。引き続き、佐宗委員長から、二宮特任教授から提出

された意見の紹介があり、報告書に反映させることにする旨発言があった。 
佐宗委員長から、今後の方針として、閉鎖環境におけるフェールセーフ機能の確認実

験ならびに春日井市高蔵寺ニュータウンにおける手動運転実験時に実施する異常検知機

能の動作確認および障害物検出機能の確認については、第４回委員会前にあらかじめ結

果を共有するとともに、結果を踏まえた報告書案の作成後に第４回委員会の日程調整を

行うこととする旨発言があった。 
 

第４回：令和元年１１月２７日 
低速自動運転車両事故報告書の審議に当たり、赤木特任准教授から、閉鎖環境におけ

る異常検出試験および手動運転による公道通常走行データを用いた事故対策機能評価の

結果について説明があり、意見交換が行われた。引き続き、佐宗委員長から、これまで

の検証結果の概要をまとめた検証結果報告概要案を確認いただきたい旨発言があり、資

料に基づき説明があった。 
検証結果報告概要については、指摘があった事項を修正し、記者発表することを事故

検証委員会として了承することとした。また、低速自動運転車両事故報告書について

は、意見交換内容を踏まえて修正の上、近日中に内容を確定し、公表することとした。 
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■委員・専門家への個別説明 
小栗委員：令和元年９月１２日 
 第１回事故検証委員会の日程上の都合により参席できなかった小栗委員を個別訪問

し、第１回事故検証委員会での配布資料および議事メモの説明を実施した。誤検知を監

視する機能、誤検知の発生原理に関する分析、再発防止のための体制に関する意見を頂

いた。 
 
二宮特任教授（アドバイザー）：令和元年１０月４日 
 第１回および第２回事故検証委員会での配布資料について説明を行い、誤検知の発生

に関する技術面での見解を伺った。事故地点は、一般的には誤検知の発生する地点では

ないので、計算機やセンサの遅れなどの外部要因の影響もあったのではないかという見

解、および、フィルタなどで誤検知を検出する仕組みが対策としては有効であるという

見解を頂いた。 
 
山田委員：令和元年１０月４日 
 第２回事故検証委員会を受けて、リスクアセスメントおよび実験の審査体制に関する

提言を頂いた。リスクアセスメントを実施する際に、使用条件（Use-limit）を明確にし

たリスクアセスメントになっているかが重要であり、審査を行う際に使用条件が明確に

なっていないと、有効な審査ができないという見解、および、再発防止のためには、審

査員には関係者以外のリスクの専門家や自動運転技術の専門家を加えて、客観的かつ公

正な実質的論議ができる体制が必要との見解を頂いた。 
 
内田日本自動車研究所副部長（アドバイザー）：令和元年１０月２２日 

  第１回および第２回事故検証委員会での配布資料について説明を行い、自己位置検知

機能の誤認自体は発生するので、別の方法により安全を担保する方法が良いこと、自己

位置検知機能の誤差を評価できる仕組みがあるのであれば、それを利用して、ドライバ

ーに不安定になる地点を教える等の注意喚起をしたほうが良い、非常時の対応策として

は、すでに実施されているバスのドライバ異常時対応システム（減速方法、減速度な

ど）を参考にすると良い、という意見を頂いた。 
 
村瀬委員：令和元年１１月２１日 

  第４回事故検証委員会での配布資料、特にシステム面での再発防止策および報告書の

原案について説明を行った。再発防止システムのうち、タイヤ角センサおよびジャイロ

センサにより参照値を計算する過程に関する方法について、その計算過程をより詳細に

記述するべきであるというアドバイスを頂いた。 
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内田日本自動車研究所副部長（アドバイザー）：令和元年１１月２２日 
  第４回事故検証委員会での配布資料および報告書の原案について説明を行い、システ

ム面の再発防止策の設計、参照値の算出過程および飛び出し等に対する非常停止機能な

どのアドバイスを頂いた。 
 
小栗委員：令和元年１１月２２日 

  第４回事故検証委員会での配布資料に基づき、運用面およびシステム面での再発防止

策ならびに報告書の原案について説明を行い、内容について了承を頂いた。 
 
山田委員：令和元年１１月２６日 

  第４回事故検証委員会での配布資料について説明を行い、システム面での再発防止策

について有効であることを確認頂いた。車両実験専門委員会の体制改善策について助言

を頂き、同委員会での審査体制を通じて、実験実施者のリスクアセスメントや実験実施

に関する助言を与えることで、実験の安全性を高めるように教育的効果をもたせること

も重要であるというアドバイスを頂いた。 
 
２．４ 調査に基づく本件事故の問題点の指摘 
本節では事故検証委員会および専門家への個別訪問において指摘された本件事故の問

題点について、運用面の課題および技術面の課題に分類し列挙する。本指摘事項に対す

る回答は３章以降で報告するものとし、指摘事項と回答との対応表を資料５に示す。 
 

■運用面での問題点の指摘 
（指摘事項１）安全面における専門的見識を持つ者は、委員になっているのか。 

車両実験専門委員会をメール審議で開催したとのことだが、委員からの意

見はこの場で開示されるのか。 
 
（指摘事項２）事故が発生した際の関係機関への連絡は、実験計画書の緊急連絡体制のと

おりであったか。 
 
（指摘事項３）リスクアセスメントが重要であり、仕組みとして、第三者を入れて実験内

容について慎重に審査する必要がある。また、審査プロセス、自動運転車

両実験のガイドライン、実験計画申請書や緊急連絡網についても再度検討

する必要がある。ステークホルダーによる審査では甘くなる。また、メー

ル審議では資料をよく見ない場合があるので、よろしくない。 
 
（指摘事項４）伴走車が走っていなかったと聞いているがどうだったか。 
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（指摘事項５）運転者が豊栄交通株式会社の社員とあるが、実験計画申請書の実験参加者

に入っていない。 
 
（指摘事項６）リスクアセスメントするときに、どこまで一般化するのかというのは常に

問題となる。繰り返し行ったときのリスクにどのようなものがあるのかを

議論する必要があり、それでうまくいったら次は適用範囲を広げたり、走

行条件を緩めたりして、再度リスクアセスメントを行うことになる。 
 
（指摘事項７）運転者の介入が 0.8 秒後とのことであるが、運転者は追い越し車両を認識

していたのか。ハンドルに手を添えることも対策として書いておいた方が

良い。 
 
（指摘事項８）鉄道の場合、指差し呼称による確認を行っている。声で確認することによ

り安全性が高まるのではないか。また、確認すべきことをシステムが運転

者に知らせるような仕組みがあると良い。 
 
（指摘事項９）実験者が対策をどのように使うのかという図がもう１枚必要ではないか。 
 
（指摘事項１０）企業が主体となって行い、名古屋大学が少しだけ関与するような実験に

も本報告書の提言は適用されるのか。どのような実験に適用するのかを

明示した方が良い。 
 

（指摘事項１１）緊急連絡体制において、一つの枠に複数の名前が書いてあると優先順位

が不明確になるのではないか。 
 

（指摘事項１２）「実験の実施報告」は、車両実験専門委員会の委員に共有した方が良

い。異常があった場合はその評価を付けて報告するべきである。 

 
（指摘事項１３）再発防止策の「実験実施体制の徹底」について、「異常時および実施体

制や予定に大きな変更が生じた場合には、車両実験専門委員会に報告す

る」とあるが、実際にはどのような報告の流れとなるのか。 
 
（指摘事項１４）実験審査を通じて、実験実施者に対して実験の計画・実施に関する指導

を行い、リスクアセスメントの技術向上や安全管理を徹底し、関係者の

能力向上を図るべきである。名古屋大学において自動運転車両の事故が
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起こったのは２回目であり、今回の検証結果および新たな実験実施体制

について、周知徹底頂きたい。 
 
■技術的問題点の指摘 
（指摘事項１５）今回の事故は、位置の誤検知が起きたタイミングで追い越し車両があっ

たという状況であるが、追い越し車両があったことが原因で車両の位置

の誤検知が起きたということは考えられないのか。近くに走行車両があ

ることによって、センサへの有力データが遮られる可能性が考えられる

ので、そのような推定の下でもテストを実施した方がよいのではない

か。 
 
（指摘事項１６）今回の実験におけるすべての運転において、自己位置と方位が正しく検

知されていたのか、再度データを見直した方がよいのではないか。今ま

でも、５６度ほどの数字は出なくても、正常ではない数字が出ていた可

能性があるのではないか。 
 
（指摘事項１７）リスクアセスメントの中で、今回のような自動運転車両が誤検知によっ

て急に操舵する場合というのは項目に入っていたのか。 
 
（指摘事項１８）リスクアセスメントにおける回避対策がブレーキを踏むという手動に頼

っているのは問題ではないか。運転手任せではなく、二段・三段の回避

機能をシステムに組み込むべきである。 
 
（指摘事項１９）車両位置がわずか 0.1 秒で５６度もずれていると誤検知したわけである

が、そのような場合にどのような判断をすることになっていたのか。0.1
秒で５６度傾いていると認識したことは異常であるが、それをシステム

が異常と考えられなかったことが問題ではないか。 
 
（指摘事項２０）自車位置・方位検知において過去の履歴情報を使わずリアルタイムのデ

ータ情報だけで判断されてしまっている。過去の位置情報がすべて排除

されるのではなく、履歴情報も入れて安全な判断が取れると好ましかっ

た。 
 
（指摘事項２１）近距離車を検知するセンサや近距離車がある場合に操舵機能が働かない

ようにするなどの回避機能を組み込んだ方がよいのではないか。 
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（指摘事項２２）全経路において膨大な位置検知の計算をしていると思われるが、何万分

の一という確率で起きたものなのか。そのような膨大な計算回数の中で

一度だけ誤検知したということになり、対策はどの程度の確率で起こる

のかというデータを考慮する必要があるのではないか。 
 
（指摘事項２３）１回の走行の中で位置・方位検知にどの程度の分散があったのかが気に

なる。どれくらい揺らぐとどの程度の確率で起きるかというのが重要

で、分散が大きくても問題ないシステムにする必要がある。定量的にで

きないのであれば、構造的に違う対策が求められる。点群で考えている

が、どの程度外れているものがあり、それをどのように考えるのかが重

要である。 
 
（指摘事項２４）分析の際に、変動を加える範囲として角度を±2.0 度としたのは、何か

根拠があるのか。誤検知を起こすとその後の検知も揺らぐ旨の説明が以

前にあったが、±2.0 度程度ではどうなのか。真値からのずれを出すと

分かりやすいのではないか。 
 
（指摘事項２５）±2.0 度と±10.0 度で分析しているが、より細かく刻み、真値からのず

れに近いものと比べて分散関係を分析すると良いのではないか。 
 
（指摘事項２６）原理的に発生しうるのであれば、他の方法によって対策を取る仕組みが

必要である。 
 
（指摘事項２７）誤検知を改善するための対策はないのか。 
 
（指摘事項２８）運転者の介入が 0.8 秒後とのことであるが、運転者は追い越し車両を認

識していたのか。0.8 秒というのは、少し遅いように感じる。運転者が

もう少し早く介入していれば回避できたのではないか。誤検知をしてか

ら 0.8 秒なので、右操舵発生から介入までの時間はもう少し短かったの

ではないか。 
 
（指摘事項２９）他のシステムのログは取れているのか。また、そのログについて検証は

行ったのか。 
 
（指摘事項３０）遅延が起きたら初期値にどのような影響があるか記述が必要ではない

か。 
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（指摘事項３１）遅延と言ってもかなり複雑な事象であり、あまり限定的な書き方になら

ない方がよいのではないか。誤検知は起こりうることであり、最終的に

は原因はよく分からないというのが結論ではないか。対策をしっかりす

ることが必要である。 
 
（指摘事項３２）１２回の誤認がすべてカーブで発生したとのことであるが、カーブでは

計算に時間を要するので、計算機の容量の問題なのではないか。 
 
（指摘事項３３）飛び出し等に対する非常停止機能については、後続車がある場合も動作

するようにした方がよいのではないか。時速 15 ㎞の低速車両が後続車

から追突されるリスクは極めて低いので、条件下だけでなく常に非常停

止機能が動作しても問題ないのではないか。 
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３．事故原因に関する技術的分析 
事故検証委員会において審議された事故原因に関する技術的分析の結果を報告する。本

件事故においては、事故の直接的な原因として技術的な課題があり、本章において再発防止

のための技術的課題を明らかにし、４章において再発防止技術について検討する。その後、

５章において運用面を含めた自動運転実験に関する提言を行うものとする。 
 
３．１ 自動運転車の走行方式からみた急操舵の発生過程の分析 
 第１回事故検証委員会において、自動運転車の走行方式を理解したうえで、事故の原因

となった右方向への急激な操舵の発生過程について分析した（図４・資料６）。低速自動

運転車の走行原理（１．２節）によれば、自動走行システムは目的の経路を走行するため

に、経路周辺の構造物形状を記録した３次元点群地図および経路情報を記録した高精度

道路地図を事前に準備し、自動走行中は、車両周辺の３次元形状を計測する装置である

LiDAR を用いて周辺の形状を点群として計測し、これを３次元点群地図と比較すること

で自車の位置と方位を検知する。この自車位置・方位検知処理を 0.1 秒毎に実行すること

で、自車の走行位置と高精度道路地図に記録された目標経路との誤差を求め、目標経路上

を走行するように操舵制御を実行している。すなわち、自車の位置・方位検知機能が健全

に動作している間は、あらかじめ設計された目標経路上を走行し続ける方式である。 
 事故発生時に記録されたデータを解析した結果（図４）、事故発生の 1.4 秒前までは正

常な方位を示していたが、事故発生の 1.3 秒前に進行方位として、車両が車線に対して約

５６度左手方向に進行しているという検知結果が算出され、高精度道路地図上の走行目

標点が同５６度右側に存在するという相対位置関係が算出された。この時、実空間におい

て車両は依然として直進を続けており、操舵は実施されていなかった。この方位検知結果

を受けて、車両の操舵角を決定する経路計画部において右方向への操舵指示が生成され、

車両制御系に伝達されることで、自動運転車は右操舵を実行し始めた。この現象は運転者

による介入が実施される衝突の 0.5 秒前まで継続し、事故に至る直接的な原因となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図４ 右方向への操舵履歴 
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３．２ 急操舵が発生した技術的原因の検討 
  第１回および第２回事故検証委員会において、３．１節で報告した右方向への操舵の発

生原因について、複数の候補を挙げながら原因の特定が行われた。以下に各候補と検討結

果を報告する。 
 

（１） 位置・方位検知機能の確率的な誤認 
当初発表した推定原因である位置・方位検知機能の誤認について分析が行われ

た。走行原理とデータの分析から、事故の原因となった右手方向への操舵は、車両

の位置・方位検知機能の誤検知が発生したことが直接の原因である可能性は高い

と考えられるが、どのような頻度、条件下で発生するのかについて詳しく調査する

必要があり、追加調査とした。 
 

（２） 位置・方位検知機能の実装上の問題 
     位置・方位検知機能にバグがあり、誤動作が生じた可能性が指摘された。自動走

行システムは、オープンソースの点群情報処理ライブラリである Point Cloud 
Library に収録されている、Normal Distributions Transform アルゴリズムの実

装[1]を位置・方位検知機能として利用している。本機能は３次元点群位置合わせ

手法の実装として多数の研究論文において評価手法に採用されており、研究実施

者らの行った事故データの解析および追加実験における１００万回以上のテスト

において、バグの発生の痕跡が認められなかったために、事故発生時にバグに起因

する誤動作が発生した可能性は低いと判断した。 
[1]R. B. Rusu and S. Cousins, "3D is here: Point Cloud Library (PCL)," 2011 IEEE 
International Conference on Robotics and Automation, , 2011. 

 
（３）コンピュータ、センサ系の遅延および誤動作 

事故発生時の記録データを解析したところ、走行開始から事故発生後にシステ

ムを中断させるまでのデータは正常に保存されており、コンピュータおよび

LiDAR 等のセンサは正常に機能していたと報告された。一方で、二宮アドバイザ

ーより、コンピュータそのものが計算負荷により遅延している場合には、記録時

刻も遅れるので、わずかな遅延が生じている可能性があり、計算の遅延は方位検

知機能の精度に影響を与える可能性があると指摘された。データは計算機内部の

時計により時刻が記録されるため、遅延の発生を明確に示すデータは得られなか

ったが、遅延は一般的に起こりうるもので、方位検知機能の誤差を増大させる要

因となりうるのかについて調査を実施することとした。 
（指摘事項３０への回答） 
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（４）運転手の介入操作の遅れ 
自動走行システムの右操舵に対して、運転手の介入操作により事故を防止でき

たのではないかという指摘があり、記録データを用いた運転手の介入操作の解析

結果が報告された。運転手の介入操作は、車両の舵角センサの情報に記録されて

おり、自動走行システムが操舵を開始しタイヤの角度が変化し始めてから 0.6 秒

後に左（衝突回避の方向）に操舵が加えられていることが報告された。その際、

運転者は後方から追い越し車両が接近していることを認識していたことも報告さ

れた。この対応時間は、突発的な事象に対する運転者の反応時間[2]（平均約 0.7
秒）に比べて差異はなく、遅れなく対応が行われているものと考えられる。 

[2]牧下 寛, 松永 勝也, 自動車運転中の突然の危険に対する制動反応の時間, 人間工

学, 2002, 38 巻, 6 号, p. 324-332 
（指摘事項７、２８への回答） 

 
（５）障害物回避機能等の操舵に関する制御アルゴリズムの誤動作 

自動走行システムに障害物を回避する等の機能があり、追い越し車両の影響な

どによりこれが誤動作したのではないかという指摘があった。本件事故時に使用

していた自動走行システムには周辺の車両等に応じて操舵を実行する機能は搭載

されておらず、後続車の影響により操舵をすることはなかった。 
 
（６）後続車等の周辺移動物体による位置・方位検知機能の誤検知 

     位置・方位検知機能が周辺の物体形状から得られる３次元点群に基づき動作し

ていることから、事故発生時に後方にあった被害車両などの、周辺を移動する物

体の影響を受け、誤認に至った可能性が指摘された。LiDAR による３次元形状計

測では、放射状にレーザーを照射するので近傍の構造物がより詳細に計測される

が、この結果から近傍物体の影響を強く受けることは既知の問題としてよく知ら

れており、その対応策として、LiDAR により計測された３次元点群情報を１ｍ角

刻みのグリッド上に配置し、各グリッドにおける代表１点のみを位置・方位検知

機能として選出するフィルタリング処理を適用している。この処理により車両近

傍の構造物から計測された密な点群情報の多くは１点に集約され、車両からの距

離によらず、点群の密度が均一化する。LiDAR は半径 150m の計測範囲をもつ

ことから、このフィルタリング処理によって広範囲に均一の密度をもった点群が

得られるので、数ｍ以内の近傍にある周辺車両から得られる点群情報が、位置・

方位検知機能の評価値に与える寄与率は低く、その存在による位置・方位検知機

能への影響は限りなく小さいものとなる。 
（指摘事項１５への回答） 
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（７）車両制御系の誤動作 
自動運転車のベースになった車体に搭載されている、操舵および加減速を制御

する機器が誤動作を起こし、右操舵を行わせた可能性について検討した。事故デー

タの記録では、自動走行用のソフトウェアから右方向へ操舵するための制御指令

値が出力されており、車両制御系はその指令値に従い操舵を実行したものであり、

設計通りに動作していた。 
 
以上の事故原因に関する審議から、車両の位置・方位検知機能の誤検知に関する発生の可

能性およびコンピュータやセンサ系の遅れとの関連性に関する追加分析を実施することと

した。 
 
３．３ 自車位置・方位検知機能の誤検知に関する追加調査 
位置・方位検知機能はあらかじめ信頼性の高い測量法により３次元点群地図を構成し

ておき、LiDAR を用いて計測した自動運転車両周辺の疎な３次元点群データを３次元点

群地図にマッチングさせることで、３次元点群データが計測された位置および方位を算

出する手法である（図５・資料７）。マッチングの際には、３次元点群データが計測され

たと予測される地点を初期解とし、この初期解の周辺において地図と計測データ間の一

致度が最も高くなる位置および方位の組を解として導出する。よって、図５に示すように

初期解が真値から離れた値として与えられた場合、真値とは異なる局所解に収束し、誤検

知を引き起こす可能性がないとは言えない。 

 
図５ 位置・方位検知機能の解導出過程 

 
本報告を受けて、自車位置・方位検知機能が原理的に誤検知を引き起こす可能性につい

ては理解できたが、どの程度の頻度、確率で誤検知が発生するのかという点が重要であり、

加えて、本実験中にどのような現象が起きていたのかを確認するためにも、記録データ等

を用いた、誤検知の範囲（分散等）についての追加分析を実施することとした。 

誤検知時の評価値の分布仮説

評価値 正しい方位

③局所解

①初期解
（直前の位置・方位）

正解方位の
評価値が低い

②誤検知に至る方位の中間解
が探索中に採用される

方位（Roll,Pitch,Yaw）
位置（X,Y,Z）
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（指摘事項１９、２０への部分的回答、具体的対応策は４．１節で説明） 
 
３．４ 誤差分析に基づく誤検知発生要因の検証 

  第２回および第３回事故検証委員会において、位置・方位検知機能の誤検知が発生する

可能性についての分析が報告された。まず、事故発生時のデータを用いて事故発生地点に

おける各方位角に対するマッチング結果の評価値分布が示された（図６・資料８）。 
 

図６ 自車位置・方位検知機能の評価値分析 
 

審議により、通常の位置・方位検知機能の動作に対する外乱要因があったと仮定し、そ

の場合の挙動について追加調査を実施した。 
 
（１）計算機の遅延による初期推定値の誤差増大 

位置・方位検知機能は、初期推定値が真値から離れていると、局所解に陥るなどの理

由により誤認が生じる可能性が高まる。特に、計算機に遅延が発生している場合、遅延

の間に車両が移動する距離が大きくなり、初期推定値と真値との差が増大する。 
 

（２）センサ情報受信処理の遅延による形状計測の誤り 
センサ受信機能が遅延等の影響により前時刻の情報が混入し、検知対象となる形状

が実世界と異なり、誤差が発生する。 
 

（３）前時刻に生じた誤差の伝搬 
真値と出力解との間には誤差があるので、前時刻で生じた誤差が次時刻の初期推定

値に影響し、誤差が拡大する場合がある。 
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（１）～（３）の事象等が個別的または複合的に生じることで、位置・方位検知機能の

入力として与える初期推定値と真値との誤差が設計上許容できる範囲を超え、誤検知に

至る可能性が示された。この可能性を調査する目的で、実験走行中に発生する位置・方

位検知機能の誤差を解析するとともに、意図的に初期推定値を真値から離れた値に変更

した場合における、位置・方位検知機能の動作解析を実施した。その結果については次

節で報告する。 
 

３．５ 自車位置・方位検知機能の誤差分析 
  第３回事故検証委員会において、実験時に記録したデータを用いた方位検知機能の誤

差分布の分析に関する報告を受けた（資料８）。本分析結果から、全走行データを対象と

した場合、誤差の標準偏差は 0.931°であり、事故発生地点では誤差の標準偏差が約２倍

である 1.89°に拡大することが報告された。また、この範囲の誤差変動が今回の事故に

至るような大きな誤検知につながるかどうかの分析結果についても報告を受けた（次節）。 
（指摘事項１５、１６、２２、２３、２４、２９への回答） 

  説明資料では、資料９で示された誤差分布（標準偏差σ＝1.89）に基づき、方位検知機

能の初期解に変動を繰り返し与え続けることで、自動走行に用いる出力解にどのような

誤差が現れるのかを調査した結果が報告された。この調査では、変動を４度から１０度ま

での範囲で２度毎に拡大することで、方位検知機能の導出する解が真値から遷移する可

能性が示された（図７）。各変動の最大値に相当する値の発生頻度は表１である。この調

査の結果として、１０度の変動を与えた場合、事故の原因となった５６度左手方向へ解が

誘導される傾向が高まるという点が示された。 
 

表１ 方位検知変動幅と発生頻度 
変動幅（°） 発生頻度 

±４ 2.116σ ３秒に１回 
±６ 3.175σ ５４秒に１回 
±８ 4.233σ 8.3 時間に１回 
±１０ 5.291σ 228 時間に１回 

 
  本解析結果は、位置・方位検知機能に意図的な誤認を生じさせる実験であり、事故時の

事象を直接的に示したものではない。事故の原因となった誤検知そのものの原因は不明

であり、事後解析で特定することはできないが、誤検知が実験時間内でも起こりうること

がわかった。これを踏まえて、対応策は誤検知を発見し、自動走行を安全に中断させる方

策をとることが有効であるという結論に達した。 
（アドバイザーからの指摘および指摘事項２４、２５、３０、３１への回答） 
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図７ 誤検知方位を算出する可能性の探索結果 
 
３．６ 技術的分析に基づく直接的事故原因 

３．１節で述べたように、本件事故の直接的な原因は、自動運転車両の位置・方位検知

機能が進行すべき方位を誤検知したことにより、誤った急操舵が生じたことであった。

誤検知を引き起こす要因としては、コンピュータ、センサ系の遅延等により、初期推定

値の真値からのずれが拡大することで、検知探索機能が正常に働かなくなったためであ

る可能性が極めて高い。しかし、本件事故の事後解析データからは、上記の複合化され

た誤検知プロセスを完全に再現することは不可能であった。本章での分析で示したよう

に、初期推定値の誤差を疑似的に発生させるシミュレーション試験を行った結果、方位

の誤検知が生じうることが確認された。（資料９） 
 
４．技術面の再発防止策に関する検討と検証結果 
４．１ 自動走行システムの改善に関する検討 

  第１回～第３回事故検証委員会において、位置・方位検知機能の誤検知は原理的に発生

しうるものである点を認識しながら、システム面での対応を講じなかった点が問題であ

り、ドライバー等の人に依存した対応のみでは安全を担保できないという点が指摘され

た（指摘事項１８、１９、２０、２１）。これを受けて、第２回および第３回事故検証委

員会において、以下の再発防止のための追加システムの原案が提示された （資料１０） 。 
 
（１）位置・方位検知機能の監視機構 

車両の物理的運動量を直接的に計測する方法（タイヤ角センサおよびジャイロセンサ）
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のデータから現在の旋回角速度（度/秒）を計算することで、位置・方位角変化の参照

値とする。この旋回角速度参照値と、位置・方位検知機能単独により、３次元点群から

算出した方位角の変化（角速度）を比較し、差分値が一定以上となった場合は、異常と

して扱い自動停車処理を呼び出す機能を搭載する。この時、許容される差分値を数度/
秒以内に制限することで、異常発生時の急操舵発生を抑止する。許容量の設定に関して

は、４．３節で説明する。 
（指摘事項９への回答） 

 
（２）車両制御系への出力値の監視 
  位置・方位検知機能の誤認以外にも、経路計画系の誤動作などにより急加速や急操

舵が発生すれば、事故の原因となる。走行予定経路（高精度道路地図の道路線形）から、

近傍の経路上を走行するために必要な速度と旋回角速度を算出することで参照値とし、

走行制御に用いる走行経路計算の結果（速度と旋回角速度）との差分値が一定以上にな

った場合は、急加速および急操舵を防止するために、自動停車処理を呼び出す機能を搭

載する。 
 
（３）センサ・認識系の作動状態監視機能の導入 

各種センサおよび認知機能（ジャイロ、車体 CAN、LiDAR、カメラ、方位検知、経

路計画等）の更新を監視し、設計された時間内に応答がない場合は、自動停車処理を行

う機能を搭載する。 
 
（４）自動停車処理との連動 

上記（１）～（３）に連動した自動停車処理機能を追加する。自動停車処理は、速度

を緩やかに減速させ、旋回角度は処理開始時の値を維持する設計とする。 
（指摘事項１９、２０、２６、２７、３１への回答） 

 
（５）後続車、交差車両警告機能の導入 

運転者から死角になる後方部分および交差点走行時に交錯する車線上に障害物が接

近した場合、音声、警告灯等で警告を行う機能を追加する。 
（指摘事項７、８、２１への回答） 

 
（６）飛び出し等に対する非常停止機能の導入 

車両の直前に、運転手の反応時間では停車が困難な障害物が出現した際に、自動的

に緊急停車を行う機能を追加する。 
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４．２ 再発防止策の閉鎖環境動作試験 
 第３回事故検証委員会において審議されたシステム面での再発防止策を実装し、１１

月１日～２日の２日間、実験実施者以外の立入りを制限できる閉鎖環境において、位

置・方位検知機能の誤検知などの異常を意図的に発生させる試験を実施し、再発防止策

の動作を評価した。その結果、以下の試験結果が報告された（資料１１）。 
 
  試験は、以下の項目・回数で実施した。 

① センサ系の異常検知：１５回 
② 位置・方位検知の異常検知   
③ 経路計画系の異常検知 
④ 自動停止機能の確認：（１）～（３）により呼び出し８８回 
⑤ 飛び出し等に対する非常停止機能の確認：１０回 

 
４．１節の（１）～（３）の機能を評価するために位置・方位検知機能に誤検知を意

図的に発生させる試験を７３回実施し、７３回の全試行において異常検知機能が動作し

た。具体的には位置・方位検知機能の異常として７２回分が検知され（対策（１））、残

り１回は経路計画系の異常（対策（２））として検知された。異常検知により自動停車

機能が実行され、図８および図９に示すデータの通り、全事例で操舵角度を維持したま

ま停車できることが確認された。また、本実験による試行により、停車時の減速度は‐

1m/s2とすることが報告された。 
 

 
図８ 異常発生時の加減速データ 
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図９ 異常発生時の操舵データ 

 
位置・方位検知機能に誤検知として検出されず、経路計画系の異常として検出された

事象では、車両発進前に３度未満の方位の誤検知が生じたため、方位誤差の許容範囲内

となり発進したものの、誤った方位に移動し始めたため、0.6 秒後に地図と経路計画値

との誤差が検出され停車に至ったものであり、異常時に安全に停車するという目的は果

たされた。 
次に、飛び出し等に対する非常停止機能の試験について報告された。動作条件として

は、車両前方 3.5m 以内に障害物があり、衝突まで 1.5 秒を下回っている場合に動作す

るものとして、停止減速度‐2m/s2とした。試験は高さ約 150 ㎝、50 ㎝角の段ボール箱

を飛び出し者に見立てて投げ入れることで実施し、非常停止機能が動作し停車できるこ

とを確認した（図１０・資料１１）。本機能は、15km/h 以下の低速自動運転中では後続

車に追突される可能性が低いため常に動作させる。（指摘事項３３への回答） 
 

 
図１０ 飛び出しに対する非常停止機能試験 
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４．３ 公道通常走行データを用いた再発防止策の動作試験

事故対策を施したシステムの有効性を実環境における長時間走行において確認する目

的で、運転者による通常運転時に自動運転システムを制御系に接続しない非制御状態で

使用し、再発防止策の動作評価を実施した（資料１２）。実験実施期間は１１月５日～

８日の４日間で、１６走行（１走行あたり平均２１分、最短１０分、最長４６分）、合

計５時間３６分間（約２０万回の位置・方位検知機能の実行）の試験を実施した。

本実験において実装した位置・方位検知の異常検知機能（対策（１））では、方位検

知の誤差で基準値から±5 度/秒以上誤差が生じた際に異常と判断する設計とした。この

設計により、手動走行時のデータを検証したところ、データ中に記録されていた１２回

の位置・方位検知機能の誤検知がすべて検出された。この１２回の誤検知のうち１１回

までは、誤検知量が小さかったために、時間経過とともに真値付近に収束し、走行に追

従できる程度の小規模の誤検知であった（図１１左）。一方、１回の誤検知事例では時

間経過とともに真値から大きく外れ、不安定化した（図１１右）。この１２回の事例す

べてにおいて、自動走行中であったならば、位置・方位検知機能の誤検知検出によって

停止機能が動作したものと予想される。このような誤検知事象は、自動走行時には旋回

時の速度を低下させることで発生回数を減らすことができると考えられるが、今後も実

験を安全に実施するためには、異常値の許容量は変えずに、自動運転車の走行速度を落

とす、性能の高い計算機を用いることで大きな運動変化量でも解を一定時間内に得られ

るようにする、当該地点の自動走行を取りやめるなどの措置を講じることが有効であ

る。（指摘事項３２に対する回答）

図１１ 公道走行データの誤検知記録

誤検知から回復できた場合：１１回 誤検知が拡大し追跡が不可能になった場合：１回

これまでの実験でも発生し
ていた可能性がある

今後は手動・自動走行を
通じて検出可能になった

手動走行なので
実際は車線上を
走行している
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５．公道自動運転実験実施・運用方法の改善 
本章では、今後の自動運転に関する実験を安全に実施するための体制、運用およびシステ

ム設計に関する提言を行う。本件事故では、事故の発生を事前に予見するためのリスクアセ

スメントの技術的水準が低く、具体的には、実験条件（場所・体制）を明確にしたうえでの

リスクアセスメントができていない、システム面や運用面のリスク、体制等の評価ができて

いないという問題点があった。そこで、使用条件（Use-limit）を明確にしたリスクアセス

メントを実施する実験実施体制を構築するとともに、実験の実施体制やリスクアセスメン

トを適切に審査するための制度や組織を強化する必要がある。なお、これは名古屋大学が主

体となる自動運転車実験の実施者および審査者に対して適用されるべきものである。 
（指摘事項１０への回答） 
 
５．１ 自動運転車実験の審査体制 
（１）自動運転実証実験の実施に伴う組織や制度のリスク対応を強化する 

名古屋大学における自動運転車の実験は、未来社会創造機構の車両実験専門委員会

によりその実施内容が審査され、許可が与えられていた。車両実験専門委員会は審査

対象ともなりうる関係者が多く、本件事故においても過去に公道実験の実績があるこ

とからメール審議が実施され、実験方法やリスク評価に関する指摘をされることなく

実験が許可されており、審査体制に問題があった（図１２）。車両実験専門委員会に自

動運転やロボティクス分野のリスクアセスメントを行える専門家を加えるとともに、

未来社会創造機構内に審査プロセスの実態を把握し、組織、運用の脆弱性を常に指摘

できる制度（仮称：自動運転実証実験推進協議会）を設ける（図１３左・資料１３）。

リスクアセスメント実施記録簿を、個々の実験条件に応じて適切に対応できる内容に

改訂し、自動走行実験の審査プロセスにおいて、実験実施場所毎に詳細な実験条件や

体制などを明記したうえでのリスクアセスメントを実施し、車両実験専門委員会にお

いて詳細な聞き取りを行ったうえで実験の可否を判断する体制を構築する。また、実

験実施後には実施報告書を提出し、実施状況を確認する。本審査体制を通じて実験実

施者に対して実験の計画および実施に関する指導を行い 、リスクアセスメントの技術

向上や実験実施時の安全管理を徹底させることで、自動運転車実験に関係する者の能

力向上を図る。（指摘事項１、３、１４への回答） 
 
（２）自動走行実験の個別・段階的審査プロセスの導入 

（１）でも述べたように、本件事故の実験実施に関する審査では、本件事故の実験を

過去の実験と同様にとらえ、メール審議により審査したが、新規のコースや人員での

実験を行う場合のリスクアセスメントの実施や、伴走車等の実験条件を対面で聞き取

るようなことはなかった。そこで、実験実施場所毎に詳細な実験条件、体制などを明

記したうえでリスクアセスメントを実施し、事前確認の方法と結果や具体的な実施方
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法等を説明したうえで審査を受ける体制とする（図１３右）。実験実施後は、車両実験

専門委員会および実験管理責任者（部局長等）に遅延なく実施報告書を提出する。特

にインシデント事例やシステム異常、予定変更が生じた際には実験を中断し、その内

容について実験管理責任者に即日報告し、実験の継続判断および必要な対策に関する

助言を受ける。 
上記（１）および（２）の提言を受けて、実験申請書の改善策として、システムの異

常を想定したリスクアセスメント項目を追加し、閉鎖環境でのシステム異常試験およ

び公道走行に先立つ手動走行によるデータ分析試験を実施するように実験実施プロセ

スを修正する手順が示された（資料１３）。 
   （指摘事項６、１２、１３、１７、１８への回答） 
 

 
図１２ これまでの自動走行実験の申請・審査体制とその課題 

 

 
図１３ 自動走行実験の申請・審査体制の改善 
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５．２ 自動運転車実験の実施体制 
 
（１）緊急連絡網等を実態に合わせて実効的な体制にする 

本件事故の緊急連絡体制は、特定の個人を経由しないと関係各所への連絡が取れな

い体制となっていたために、有効に機能しなかった。そこで、緊急時の連絡体制とし

ては、個人ではなく組織的な窓口を用意し、そこから関連する個人に情報を展開する

等の実効性を伴う体制とするべきである。また、複数人で連絡を担当する際には、優

先順位を明記する。 
（指摘事項２、１１への回答） 

 
（２）実験実施体制の明確化 

実験計画書では伴走車を走行させる点、運転は名古屋大学側職員が行う点が記載さ

れていたが、実態とは異なっていた。実験実施体制を審査するうえで、参加者の役割

等を一括して記述するのではなく、運転や伴走車等の役割を実験実施期間内に変更す

る場合は、詳細な稼働期間やその理由等を明記したうえで審査を受けるように改める。 
 
（３）実験実施期間中の日報共有 

   実験の実施事項や課題などを端的に記述した日報を作成し関係者間で共有する。実

験に参加できない関係者とも情報を共有することで、必要な支援などを得やすい環境

を作る。また、異常時および実施体制や予定に大きな変更が生じた場合には、車両実

験専門委員会にも報告する。 
 
上記（１）～（３）の提言を受けて、本件事故の緊急連絡体制および人員配置の説

明に関する資料の修正案が提示された（資料１４）。 
（指摘事項４、５への回答） 

 
（４）運転者への事前教育の実施 

   本件事故においては、以下の項目について運転者に対する事前教育を実施したが、実

験時に生じた課題などに応じて講習内容や訓練方法などを改善し続けることが重要で

ある。 
• 自動運転車の機能 
• 運転者の役割・責任 
• 想定される異常 
• 習熟訓練（手動） 
• 自動走行訓練 
• 異常時対応訓練 
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特に、走行訓練では実験で走行する速度域で異常を発生させる等、実験時に近い状況で

試験できる環境で行うことが有効である（資料１４）。 
 
（５）実験実施時の運転者への注意喚起 
 実験時には、運転者に対して以下の点について情報を共有し、注意喚起を行う。 

• 実験対象となる新規機能の事前確認 
• 事前走行により判明した位置・方位検知機能の誤差が増加する地点等、システムの

動作が不安定になる地点の自動走行を避ける対応を基本とし、危険状況を共有する。 
• リスクが高い場所での走行中はハンドルに手を添える、ブレーキを構える等の運転

姿勢をとらせることで、異常動作への対応を迅速化する。 
• 異常時の退避場所、退避方法の事前確認 

（指摘事項７に対する回答） 
 
 
５．３ 自動走行システムの改善 
４章で報告した、再発防止のための自動走行システムの再発防止案を検証した結果、

本件事故の直接的な原因となった位置・方位検知機能の誤認を含むシステムの異常動作

を監視する独立した機能および異常が発生した場合に安全に走行を停止する機能を追加

する。これに伴い、リスクアセスメントにおいても、今回のような自動運転車両が誤検

知によって急に操舵する場合等の、システムの異常に関する項目を追加する。 
 
 
６．結言 
 本報告書では、当該低速自動運転車両事故について、その直接原因、運用面および技術

面での問題点を分析し、現技術レベルにおける対策を提示し、その有効性を検証した。今

後のモビリティ社会、延いては未来社会創造のために今回の事故の教訓が生かされるべ

く、本報告書の内容は、自動運転技術研究開発者はもとより、広く共有されるべきもので

ある。 
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第１回 事故検証委員会 議事メモ 

 

日 時：令和元年９月５日（木） １１：５９ ～ １３：５３ 

場 所：ナショナルイノベーションコンプレックス ２階小会議室 

出席者：佐宗委員長、中東、村瀬、山田、山内の各委員 

欠席者：小栗委員 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：豊田市役所企画政策部未来都市推進課、愛知県経済産業局産業部産業振興

課、豊田都市交通研究所 

その他：森川教授、赤木特任准教授、立石研究員、研究協力部長、社会連携課長 

 

○ 議事に先立ち、佐宗委員長から、本委員会の設置目的、委員構成等について説明があり、

今回の事故では技術的な要因が大きいが、経緯も含めて検討し、安全性を高めていきた

い旨発言があった。また、委員会の議事、委員構成等は非公開であり、情報管理に注意

願いたい旨発言があった。 

 

○議 事 

１．事故の経緯及び推定原因について 

 佐宗委員長から、今回の事故が発生した経緯及び推定される原因について、森川教授

から説明願いたい旨発言があった。 

 次いで、森川教授及び赤木特任准教授から、資料に基づき、事故の経緯及び推定原因

について説明があり、以下のとおり意見交換が行われた。 

 

 ○車両実験専門委員会の委員は、どのようなメンバーか。 

 ●森川 未来社会創造機構教授（委員長）、赤木 未来社会創造機構特任准教授、村瀬 

大学院情報学研究科教授、松尾 大学院法学研究科教授、山内 産業技術総合研究所中

部センター所長代理の５名である。 

 ○安全面における専門的見識を持つ者は、委員になっているのか。 

 ●リスク管理の面では大学院法学研究科の教員に協力いただいているが、自動運転の安

全面という意味では、専門の方は委員となっていない。 

 ○車両実験専門委員会をメール審議で開催したとのことだが、委員からの意見はこの場

で開示されるのか。 

 ●特段の意見は出なかった。 

○事故が発生した際の関係機関への連絡は、実験計画書の緊急連絡体制のとおりであ

ったか。 

●緊急連絡体制では、森川教授より関係機関へ連絡することになっていたが、事故発

生時、シンポジウムに参加中で対応ができず、立石研究員から関係機関へ連絡し
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た。 

  

 ○データ解析において、ノイズを加えた分析を行っているが、ここでいうノイズとは初

期値をずらしたらどうなるかという実験のことであると理解してよいか。 

●そのとおりである。 

○この分析において、ノイズという用語を使うのが一般的に適しているのかが疑問で

ある。用語の使い方を工夫した方がよいのではないか。 

  

 ○今回の事故は、位置の誤検知が起きたタイミングで、追い越し車両があったという状

況であるが、追い越し車両があったことが原因で車両の位置の誤検知が起きたという

ことは考えられないのか。近くに走行車両があることによって、センサへの有力デー

タが遮られる可能性が考えられるので、そのような推定の下でもテストを実施した方

がよいのではないか。 

 ●LiDARは、周辺環境 150 メートルほどを捉えているが、点群データ処理によって、

近くを走行している車両については点を減らしている。また、LiDAR は、2.4 メート

ルの高さに設置されているので、近くに車両がいても周辺環境のデータ採取を遮るこ

とはない。そのため、追い越し車両の有無にかかわらず、今回の誤検知は起きたと考

えられる。 

○今回の実験におけるすべての運転において、自己位置と方向が正しく検知されていた

のか、再度データを見直した方がよいのではないか。今までも、56 度ほどの数字は

出なくても、正常ではない数字が出ていた可能性があるのではないか。 

 ●すべてのデータをもう一度見直すことにする。 

 

○リスクアセスメントの中で、今回のような自動運転車両が誤検知によって急に操舵す

る場合というのは項目に入っていたのか。 

 ●直進自動走行、カーブ自動走行という項目があり、ブレーキを踏むという対策を立て

ていた。 

 ○リスクアセスメントにおける回避対策がブレーキを踏むという手動に頼っているのは

問題ではないか。運転手任せではなく、二段・三段の回避機能をシステムに組み込む

べきである。 

 

 ○過去に実装・使用した経験のある目標経路以外を走行する操舵回避機能が、今回の走

行システムに搭載されていなかったのはなぜか。 

 ●操舵回避機能が搭載されていると、走行経路に停車車両等の障害物がある場合、障害

物の後ろについて、手動に切り替える作業が入る。初期の自動運転実験ではそのよう

に行っていたが、次のステップに進むために、自動運転によって停車車両等を回避で
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きる機能を追加し、操舵回避機能はプログラム上から消去していた。資料の記載に齟

齬があるため修正する。 

 

○時間の経過とともに周辺環境の障害物を認識できるようになっているのではないの

か。 

●各時刻でどこに障害物があるかは認識しているが、自己位置の検知が正しくないと障

害物の認識も正しくできないという構造になっており、今回のような右手後方から追

い越してくる車両に対する対処機能がなかった。 

 

○車両位置がわずか 0.1 秒で 56 度もずれていると誤検知したわけであるが、そのよう

な場合にどのような判断をすることになっていたのか。 

 ●0.1秒で操舵する限界値は設定してあったが、今回の走行ルートでは右折する箇所が

あったので、右折可能な限界値に設定していた。 

 ○0.1秒で 56 度傾いていると認識したことは異常であるが、それをシステムが異常と考

えられなかったことが問題ではないか。 

○過去の情報ではなく新しいデータ情報だけで判断されてしまっている。過去の位置情

報がすべて排除されるのではなく、履歴情報も入れて安全な判断が取れると好まし

かった。 

 

 ○近距離車を検知するセンサや近距離車がある場合に操舵機能が働かないようにするな

どの回避機能を組み込んだ方がよいのではないか。 

 ●直線道路を走行中は、傾きを調整する操舵機能が働かないようにするプログラムを入

れることは可能だと思われる。 

 

○リスクアセスメントが重要であり、仕組みとして、第三者を入れて実験内容について

慎重に審査する必要がある。また、審査プロセス、自動運転車両実験のガイドライ

ン、実験計画申請書や緊急連絡網についても再度検討する必要がある。 

 ○ステークホルダーによる審査では甘くなる。また、メール審議では資料をよく見ない

場合があるので、よろしくない。 

 ○伴走車が走っていなかったと聞いているがどうだったか。 

 ●走っていなかった。 

 ○運転者が豊栄交通株式会社の社員とあるが、実験計画申請書の実験参加者に入ってい

ない。 

 ●記載漏れである。 

 

 ○誤検知が起きた地点には、56 度の位置にフェンスが設置されている。それも誤検知



32 
 

の要因ではないか。 

 ○データ解析では、初期解にノイズを加えているが、初期解以外にもノイズを加えて分

析する必要があるのではないか。 

 

２．今後の方針について 

 佐宗委員長から、本委員会における今後の検証方針について検討願いたい旨発言があ

り、以下の意見交換の結果、技術的な対策案及び審査体制・リスクアセスメントに係る

対策案が作成でき次第、事故検証委員会を開催して検討することとした。 

 

 ○車両実験専門委員会の審議、リスクアセスメントについての問題点を洗い出す必要が

ある。技術面については、納得できる説明が必要である。ただ、想定しない事象は今

後も起こりえることなので、安全対策を取り、事故発生の確率を下げる必要がある。 

 ○ゆっくり自動運転特有のリスクアセスメントを作った方がよいのではないか。 

 ○実験をよく想定したリスクアセスメントとする必要がある。 

 ○名古屋大学自動運転車両実験に関する取扱規程について、安全を前提としたものに見

直し、必要があれば改正する必要があるのではないか。 

 

以 上 
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第２回 事故検証委員会 議事メモ 

 

日 時：令和元年９月３０日（月） ９：２８ ～ １１：４４ 

場 所：ナショナルイノベーションコンプレックス ２階小会議室 

出席者：佐宗委員長、中東、村瀬、山田、小栗、山内の各委員 

欠席者：なし 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：豊田市役所企画政策部未来都市推進課、愛知県経済産業局産業部産業振興

課、豊田都市交通研究所 

その他：森川教授、赤木特任准教授、立石研究員、研究協力部長、社会連携課長 

 

○議 事 

１．事故の推定原因について 

 佐宗委員長から、今回発生した事故の推定原因について、前回委員会以降に判明した

事項を中心に赤木特任准教授から説明願いたい旨発言があった。 

 次いで、赤木特任准教授から、資料に基づき、事故の概要及び推定原因について説明

があり、以下のとおり意見交換が行われた。 

 

 ○全経路において膨大な位置検知の計算をしていると思われるが、何万分の 1 という確

率で起きたものなのか。 

 ●38回すべてのデータが残っているわけではないが、少なくとも 23 頁の 4 回の走行

は、すべてのデータを取っている。 

 ○そのような膨大な計算回数の中で一度だけ誤検知したということになり、対策はどの

程度の確率で起こるのかというデータを考慮する必要があるのではないか。 

 ○1回の走行の中でどの程度の分散があったのかが気になる。どれくらい揺らぐとどの

程度の確率で起きるかというのが重要で、分散が大きくても問題ないシステムにする

必要がある。定量的にできないのであれば、構造的に違う対策が求められる。点群で

考えているが、どの程度外れているものがあり、それをどのように考えるのかが重要

である。 

 ●分散については、周辺の形状によって大きくなる可能性があり、手動走行により分

析・確認する期間を設けて対応を検討することにする。システムとして現場のデータ

に基づいて検討する方法が必要と考える。 

○リスクアセスメントするときに、どこまで一般化するのかというのは常に問題とな

る。繰り返し行ったときのリスクにどのようなものがあるのかを議論する必要があ

り、それでうまくいったら次は適用範囲を広げたり、走行条件を緩めたりして、再

度リスクアセスメントを行うことになる。 

○分析の際に、変動を加える範囲として角度を±2.0 度としたのは、何か根拠があるの
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か。 

●乗車していて感じる誤差として設定したものである。 

○誤検知を起こすとその後の検知も揺らぐ旨の説明が以前にあったが、±2.0 度程度で

はどうなのか。 

●どのような角度でも起こる可能性はあり、誤検知によりその後の検知のずれが大き

くなる可能性はある。 

○真値からのずれを出すと分かりやすいのではないか。 

○±2.0度と±10.0 度で分析しているが、より細かく刻み、真値からのずれに近いものと

比べて分散関係を分析すると良いのではないか。 

●走行すべき経路のディグリーを取っているので、その差を出すことが考えられる。 

 

○運転者の介入が 0.8 秒後とのことであるが、運転者は追い越し車両を認識していたの

か。 

●同乗者も含め全員が認識していた。 

○0.8秒というのは、少し遅いように感じる。運転者がもう少し早く介入していれば回

避できたのではないか。 

○誤検知をしてから 0.8 秒なので、右操舵発生から介入までの時間はもう少し短かった

のではないか。 

●ハンドルに軽く手を添えていると、もう少し介入までの時間は短くなると思われる。 

 

○24頁の考察において、「特異な現象」とあるが、社会的受容性を考えた際にこの説明

で良いのか。 

○原理的に発生しうるのであれば、他の方法によって対策を取る仕組みが必要である。 

○他のシステムのログは取れているのか。また、そのログについて検証は行ったのか。 

●データは記録されており、データとして矛盾していないので正しく取れていたと考え

ている。 

○正しかったことを示しておく必要があるのではないか。 

○25頁（４）の書きぶりは誤解を招く恐れがあるのではないか。 

●修正する。 

 

２．今後の対応・対策について 

 佐宗委員長から、今後の技術面、運用面に関する対応・対策について、審議願いたい

旨発言があった。 

 次いで、資料に基づき、技術面の対策について説明があり、以下のとおり意見交換が

行われた。 

 



35 
 

○ジャイロやタイヤ角センサは、既に搭載されているのか。 

●搭載している。 

○ハンドルに手を添えることも対策として書いておいた方が良い。 

○鉄道の場合、指差し呼称による確認を行っている。声で確認することにより安全性が

高まるのではないか。また、確認すべきことをシステムが運転者に知らせるような仕

組みがあると良い。 

○誤検知を改善するための対策はないのか。 

●計算回数を増やすという方法もあるが、障害物検出機能に支障が出る恐れがある。 

○4頁の図とは別に、実験者が対策をどのように使うのかという図がもう 1 枚必要では

ないか。 

 

 資料に基づき、運用面の対策について説明があり、以下のとおり意見交換が行われ

た。 

 

 ○本委員会において実験再開に必要なことはすべてやった方が良いのではないか。仕組

みの構築と運用がある。専門家にしっかり確認してもらう必要がある。 

○日本自動車研究所では自動運転の実験も行っているので問い合わせている。また、4

年前の事故時に事故検証委員会の委員であった産業技術総合研究所の加藤氏も専門

家と思われる。未来社会創造機構の二宮特任教授も専門ではないか。 

○前回及び今回の議事メモにより、委員から求められている事項への対応について確認

願いたい。 

 

佐宗委員長から、今後の方針として、山田委員及び二宮特任教授に参画いただき対策

を更新し、方針が固まった段階で第 3 回委員会を日程調整の上で開催すること、第 3 回

委員会で対策が確定した場合は閉鎖空間における確認の上、第 4 回委員会で最終的な報

告を確定することについて提案があり、了承された。 

 

以 上  
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第３回 事故検証委員会 議事メモ 

 

日 時：令和元年１０月２９日（火） ８：３０ ～ ９：４９ 

場 所：ナショナルイノベーションコンプレックス ６階６１８号室 

出席者：佐宗委員長、中東、村瀬、小栗、山内の各委員 

欠席者：山田委員 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：内田 日本自動車研究所安全研究部副部長（代理者出席） 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：豊田市役所企画政策部未来都市推進課、愛知県経済産業局産業部産業振興課、

豊田都市交通研究所 

その他：森川教授、立石研究員、研究協力部長、社会連携課長 

 

 議事に先立ち、佐宗委員長から、アドバイザーとして、日本自動車研究所安全研究部の内

田副部長及び未来社会創造機構の二宮特任教授に参画いただくこととした旨報告があった。 

 

○議 事 

１．低速自動運転車両事故報告書の作成について 

 佐宗委員長から、今回の事故に係る報告書案を作成したので、重要ポイントを中心

に、審議願いたい旨発言があった。 

 次いで、資料に基づき、事故原因に関する分析及び再発防止に関する提言を中心に、

報告書案及び附属資料の内容について説明があった。 

引き続き、佐宗委員長から、二宮特任教授から提出された意見の紹介があり、報告書

に反映することにする旨発言があった。 

本件に関して、以下のとおり意見交換が行われた。 

 

 ○企業が主体となって行い、名古屋大学が少しだけ関与するような実験にも本報告書の

提言は適用されるのか。 

 ●名古屋大学が主体となって行う実験が対象であり、企業が主体となって行うものは対

象外となる。 

 ○どのような実験に適用するのかを明示した方が良い。 

 

 ○附属資料 58 頁の緊急連絡体制において、一つの枠に複数の名前が書いてあると優先順

位が不明確になるのではないか。 

 ●現場にいる責任者の指示により動くことになる。 

 ○「効果的なものとする」では弱いので、「実効的な体制にする」と修正すべき。 

 

 ○報告書 15 頁の図 6 の解析がどのような意味を持つのかよく分からない。 
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 ●計算機の遅延があると誤差が生じるということを初期値の誤差と置き換えている。 

 ○遅延が起きたら初期値にどのような影響があるか記述が必要ではないか。 

○遅延と言ってもかなり複雑な事象であり、あまり限定的な書き方にならない方が良い

のではないか。 

●あまり限定的でない一般性のある書き方に留意することにする。 

○誤検知は起こりえることであり、最終的には原因はよく分からないというのが結論で

はないか。対策をしっかりすることが必要である。 

 

○報告書 14 頁の表 1 の発生頻度は、「3 秒に 1 回」等の記載にした方が良い。 

●そのように対応する。 

 

○報告書 18 頁の図 8 について、「実験の実施報告」は、車両実験専門委員会の委員に

共有した方が良い。 

○すべての報告は必要ないと思われるが、異常があった場合はその評価を付けて報告す

るべきである。 

 

佐宗委員長から、報告書について何かあれば、事後でも構わないので連絡いただきた

い旨発言があった。 

また、佐宗委員長から、今後の方針として、閉鎖環境におけるフェールセーフ機能の

確認実験並びに春日井市高蔵寺における手動運転実験時に実施する異常検知機能の動作

確認及び障害物検出機能の確認については、第 4 回委員会前にあらかじめ結果を共有す

るとともに、結果を踏まえた報告書案の作成後に第 4 回委員会の日程調整を行うことと

する旨発言があった。 

 

以 上  
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第４回 事故検証委員会 議事メモ 

 

日 時：令和元年１１月２７日（水） １３：００ ～ １５：１０ 

場 所：ナショナルイノベーションコンプレックス ２階小会議室 

出席者：佐宗委員長、中東、山田、山内の各委員 

欠席者：村瀬委員、小栗委員 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：二宮 未来社会創造機構特任教授 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：豊田市役所企画政策部未来都市推進課、愛知県経済産業局産業部産業振興課、 

豊田都市交通研究所 

その他：森川教授、赤木特任准教授、立石研究員、研究協力部長、社会連携課長 

 

○議 事 

１．低速自動運転車両事故報告書の作成について 

 佐宗委員長から、低速自動運転車両事故報告書の審議に当たり、閉鎖環境及び手動運

転にて実施した再発防止策の動作試験結果について、赤木特任准教授から説明願いたい

旨発言があった。 

 次いで、赤木特任准教授から、資料に基づき、閉鎖環境における異常検出試験及び公

道通常走行データを用いた事故対策機能評価の結果について説明があり、以下のとおり

意見交換が行われた。 

 

 〇資料 11 の位置方位異常検知と経路計画系異常検知の回数の書き方について、誤解を招

く可能性があるので、位置・方位検知の異常発生試験の合計回数を 73 回と記載し、そ

の内訳として位置・方位異常検知回数が 72 回、経路計画系異常検知回数が 1 回という

書き方に修正した方が良いのではないか。 

 ●そのように修正する。 

 〇経路計画系異常検知を 1 回とすると、1 回しか試験をしていないように見えるのでは

ないか。 

 ●確実に検知できたことが明確に分かるように記載する。 

 

 〇飛び出し等に対する非常停止機能については、後続車がある場合も動作するようにし

た方が良いのではないか。 

 ●非常停止機能が動作しなくても、通常の障害物に対する停止機能は動作するようにな

っている。今回追加するのはより衝撃が強い停止機能となっている。人と車の双方に

とって被害が少ない停車の仕方が理想的だが、その加減が難しいところである。 

 〇時速 15 ㎞の低速車両が後続車から追突されるリスクは極めて低いので、条件下だけで

なく常に非常停止機能が動作しても問題ないのではないか。 
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 ●そのように対応する。 

 

 〇資料 10 の機能図について、「最終正常値」を「最終値」に修正した方が良い。 

 ●そのように修正する。 

  

 ○資料 12 の異常検知の発生回数と検出数について、「目視で確認」とあるが、その前に

「実験後にデータ上で」を追記した方が良い。 

 ●そのように修正する。 

○12回の誤認がすべてカーブで発生したとのことだが、カーブでは計算に時間を要する

ので、計算機の容量の問題なのではないか。 

 ●平行移動より回転方向の計算の方が、計算量が多く時間はかかるが、現在の計算機の

速さ自体には問題ないと考えている。 

 〇誤検知から回復できた 11 回は、真値からどの程度誤差が出たのか。 

●1メートルほど位置がずれており、角度としてはそこまで大きなずれはなかった。 

 

 引き続き、佐宗委員長から、これまでの検証結果の概要をまとめた検証結果報告概要

案を確認いただきたい旨発言があり、資料に基づき説明があった。 

本件に関して、以下のとおり意見交換が行われた。 

  

 〇再発防止策の「実験実施体制の徹底」について、「異常時および実施体制や予定に大

きな変更が生じた場合には、車両実験専門委員会に報告する」とあるが、実際にはど

のような報告の流れとなるのか。 

 ●ヒヤリハットがあった時点で実験管理責任者に報告し、実験継続可否の判断、必要な

対策を講じてもらうことにする。「異常時および実施体制や予定に大きな変更が生じ

た場合には、実験管理責任者に報告し、実験継続可否の判断、必要な対策の支持を仰

ぐ。」に修正する。あわせて「自動運転実験審査体制の強化」の図を修正する。 

 

〇文書の中で「方向」と「方位」の両方が使用されているので、統一したほうが良い。 

 ●「方位」で統一する。 

 

 〇実験審査を通じて、実験実施者に対して実験の計画・実施に関する指導を行い、リス

クアセスメントの技術向上や安全管理を徹底し、関係者の能力向上を図る旨を記載し

てはいかがか。 

 〇名古屋大学において自動運転車両の事故が起こったのは 2 回目であり、今回の検証結

果及び新たな実験実施体制について、周知徹底いただきたい。 
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佐宗委員長から、検証結果報告概要については、指摘があった事項を修正し、記者発

表することを了承願いたい旨発言があり、事故検証委員会として了承することとした。 

また、低速自動運転車両事故報告書については、意見交換内容を踏まえて修正の上、

近日中に内容を確定し、公表する予定である旨発言があった。 

 

以 上  

  
 



実験プレスリリース

資料１



Press Release 

問合せ 

未来都市推進課（担当者：中神 泰次、堂山 誠也） 

（内線）3-0850（直通）0565-34-6982 

令和元年７月１８日 

「クリムト展 ウィーンと日本 1900」と連携した
低速自動運転の実証実験について 

豊田市、名古屋大学、豊栄交通株式会社及び豊田都市交通研究所は、豊田市の中心

市街地において、豊田市つながる社会実証推進協議会の取組として、以下のとおり低

速自動運転実証実験を実施します。 

この実証実験により、歩行者や車などの周辺交通に与える影響を調査し、中心市街

地内の移動手段としての有効性の検証を行います。 

なお、本実証実験における車両は同時期に開催される「クリムト展 ウィーンと日

本 1900」と連携し、名鉄豊田市駅前から美術館までの移動手段として活用します。 

● 日時

令和元年８月 29 日（木）～31 日（土）午前 10 時 30 分～午後 3 時 30 分
※８月 29 日（木）午前９時から、名鉄豊田市駅周辺にて出発式を実施

● 走行ルート

名鉄豊田市駅（駅西側の太陽光充電施設内）～豊田市美術館

片道約 1.3ｋｍ ※別紙参照

● 活用車両

名古屋大学所有「ゆっくり自動運転Ⓡ」車両

(ヤマハ発動機製ゴルフカート（４人乗り）をベースに

自動運転システムを搭載した車両）

● 乗車対象者

「クリムト展 ウィーンと日本 1900」のチケット所有者

※乗車希望者は、名鉄豊田市駅前に設置された「低速自動運転実証実験 受付所」

（午前 10 時～午後６時）にて受付（当日先着順）

※乗車された方には、豊田市美術館オリジナルウォーター（クリムト ver.）をプ

レゼントします。

● 内容

・運転席及び助手席に２人スタッフを配置し、リアシートに希望者 2 人までが乗車

・自動運転は往路のみ（復路はスタッフが手動で運転）

・午前 10 時 30 分から約 30 分置きに出発し、１日あたり約 18 人が乗車可能

（正午～午後１時は休憩）

・速度約 15ｋｍ／ｈで走行

● その他

平成３0 年度に同様の車両を活用し、稲武地区にて自動運転実証実験を実施済み。  

＜参考＞「クリムト展 ウィーンと日本 1900」の開催概要 

いまなお圧倒的人気を誇る 19 世紀末を代表する画家グスタフ・クリムト

（1862-1918）の没後 100 年を記念した国内で過去最大級の展覧会 

 会期：令和元年 7 月 23 日（火）～10 月 14 日（月）

 会場：豊田市美術館（豊田市小坂本町 8-5-1） 

以上（添付資料：有 写真データ：無） 





自動運転車の走行方式

資料2
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低速自動運転車両の自動走行装置の構成

3次元レーザーレーダー

（LiDAR）

位置・方位検知機能

車線追従機能

車体制御システム
（ハンドル・アクセル・ブレーキ）

周辺物体（建物，車等）
の形状

車両位置・方位

操舵・加減速量

3次元点群地図

高精度道路地図

ソフトウェア

両者の形状をマッチングさせることで、
走行位置・方位を計算

車両位置・方位に従い、
車線の中央部を走行す

る制御計画を計算



自動運転車の位置・方位検知方法：

ベクターマップ
（位置、方向、長さ）

3次元点群地図
（3次元位置）

地図データ：（事前にMMS等により作成） LiDAR計測データ
（0.1秒毎に更新）：

計測3次元点群

3



自動運転車の位置・方位検知方法：

3次元点群地図
（3次元位置）

点群位置合わせによる
自己位置・方位検知

4

計測3次元点群

ベクターマップ
（位置、方向、長さ）

地図データ：（事前にMMS等により作成） LiDAR計測データ
（0.1秒毎に更新）：



自動運転車の操舵角計算：

（1）目標通過点の決定
事故時の設定： 6.8m前方にある経路上の位置

→車体前面が0.9秒後に到達する位置

（2）旋回円の決定
自車の進行方向に接し、目標通過点を通過する円を求める

検知された
自己位置・方位

（１）目標通過点

（２）旋回円
（3）前輪タイヤ角の決定

後輪軸を旋回中心とした旋回をするためのタイヤ角度を計算

（３）前輪タイヤ角の決定

5
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資料３

事故発生状況
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・信号交差点:6カ所(全て直進)

・信号無し交差点:4カ所

・右折:2回

・左折:1回

・横断歩道:1カ所

・道路幅６ｍ～７ｍ

・走行距離：約1.3ｋｍ

＊交差点，駐車車両回避等は，

　ドライバー判断にて介入走行する。

走行経路
下図赤線の経路、豊田市駅横EVステーションから豊田市美術館までの往路
1.3kmのみの自動運転実施（復路は手動運転）

走行回数（自動運転）
8/21～23日は10回/日走行実施、事故当日は8回目で事故発生

EVステーション発

信号交差点・右折

美術館
駐車場

無信号・右折

信号交差点・通過

信号交差点・通過

信号交差点・通過

信号交差点・通過

事故発生現場

信号交差
点・通過
信号交差
点・通過



ポール

右操舵発生後からの位置変化：
（車載LiDAR情報から推測・データは次項）

被害車両

自動運転車

3



道路進行方位

操舵開始直前 衝突時

ポール

停車時

植栽

位置変化・根拠資料（LiDAR計測データ）

ポール列延長線

4

路面

1m方眼

被害車両

ポール

自動運転車
（LiDARの位置）



ゴルフカーに自動運転機能を装備した実験車両（運転者：豊栄交通㈱社員、同乗者：赤木特任
准教授及び名大研究員2名）が豊田市樹木町1の公道（片側1車線、追い抜き可）を時速14kmで

自動運転走行中、後方乗用車による右側からの追い抜きがあった。その際、後述の（推定）原
因により実験車両が右操舵を行い、追い抜き車両と接触した。
双方の車両が損傷。けが人、ガードレール等の損傷はなし。

(2019年8月29日 記者会見資料)

5

名古屋大学自動運転車 被害車両

損傷状況：



「低速自動運転車両の事故の推定原因
について」記者会見記録

資料４
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「低速自動運転車両の事故の推定原因について」記者会見記録 

日 時︓令和元年 8 月 29 日（木） 11 時 30 分～ 
場 所︓豊田市役所南庁舎４階 
出席者︓豊田市未来都市推進課 中神課長 

名古屋大学 佐宗副総長、未来社会創造機構 森川教授、赤木特任准教授 

名古屋大学から、事故の推定原因と今後の技術的対策について説明があった後、以下のとお
り質疑応答が行われた。（○︓記者、●︓名古屋大学又は豊田市） 

○︓図の赤線は何を示しているか。
● ︓車両の前進方向 （車両側面と平行な方向）を示している。車両の屋根にセンサーが設置

されており、そのセンサーによって検知している。
○︓今回誤検知が発生した原因はなにか。
●︓今後、事故検証委員会において検証することになる。
○︓過去の実験で、今回のような誤検知はあったか。
●︓公道であるか否かを問わず、そのような事例はなかった。
○︓事故検証委員会による報告時期の目途は。
●︓２ヶ月を目途に報告したい。
○ ︓検証委員会の結論が出て、再発防止策が取られ次第実験を再開するのか。それとも自動

運転はあきらめるのか。 
● ︓豊田市としては今回予定していた実証実験は中止。今後については名古屋大学の報告を

待って判断する。あきらめるのではなく、進める方向で考えている。
○︓誤検知が起こった原因で類推できることはあるのか。
●︓原因として類推されるものはなく、稀な事象である。
○ ︓資料を見ると、赤軸が緑の線 （植栽のこと）の角度と同じように見えるが、これが影響

した可能性は。 
● ︓可能性としてはあるが、その前に通った３７回においては何も起きていない。慎重に検

証したい。 
○︓今回の事故はシステムの誤作動で起きたという言い方でよいか。
●︓よい。
○︓既に報道されている中では、「三次元の地図をもとに」とあったが、これはどういうも

のか。 
●︓レーザーを使ったセンサーと高精度の GPS を搭載した専用車両により、事前に周囲の

道路構造物や建物などの形状を計測したもので、高密度の点群から構成されている。 
○︓ＧＰＳは使われていたのか。
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● ︓走行中は使用していない。MMS （Mobile Mapping System）で計測時には使っている。
○︓センサーが見ている範囲は。
●︓360 度、半径 150m の範囲を見ている。
○︓誤差が生じたためにハンドルが切れたのか。
●︓広い意味での誤差が生じた。
○︓0.1 秒でタイヤが 56 度動いたのか。急な操舵に見える。
● ︓実際にはそこまでの速さでは曲がっていない。操舵角の目標値が 56 度であるが、リミ

ッタを設けているのでその範囲で動いているはず。
○︓今回の事故は後続車両の追い越し時に起きている。誤検知と追い越しの因果関係は。
●︓因果関係はないと思われるが断定はできない。
○ ︓事故現場は、愛知環状鉄道の高架構造物やラバーポールなどがあり環境としてはハード

ルが高いように見受けられるが。
● ︓高架下を通過するのは一瞬であり、高架構造物はむしろセンサーの目標物になる。影響

はないと考えている。 
○︓道路中央部のラバーポールや周辺車両の存在は関係するのか。
● ︓ラバーポールは位置検知には影響ないと考えている。周辺車両のような動的な情報はい

つも存在している。位置検知は動的な情報には影響されにくいようになっている。
○ ︓これまで見てきた自動運転の実験では、後続車が追い抜くときに自動運転車両は車道左

側に寄っていた。今回は寄っていないのか。
●︓後続車が多くなると除けるという判断をすることはある。
○︓過去に追い越しをされる実験はあったのか。
● ︓あった。今回の実験のもう一つの狙いとして、まちなかで低速自動運転車が走行する際

に周辺交通に与える影響を検証することもある。 
○ ︓今回の稀な事象に対する大学としての受け止めは。また、他の自動運転の実験への影響

についての考えは。 
● ︓重く受け止めている。今回の事故は名古屋大学だけでなく、自動運転技術の向上が必要

である。その対応が必要となる。今回の事故は技術の問題で生じた。技術を向上し、問
題を克服してさらに良いものにしていく必要がある。 

○︓自然の要因は考えられるか。
● ︓樹木が多く、風が強い場合に葉が揺れ動くような環境であれば影響する可能性があるが、

今回は影響されていないと考えている。
○︓今後実験を停止するとあるが、停止するのは豊田のみか。高蔵寺も停止するのか。
●︓高蔵寺も停止する。検証委員会の結論を待って、再開を判断する。高蔵寺の実験は 11

月を予定しているが、必ずしも自動運転車両を用いる必要のない実験である。自動運転
を使わずプロドライバーが運転する形で実験を行うこともできる。 

○︓稲武の実験はどうか。
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● ︓昨年以降、稲武では実験はしていない。地域の要望があるので、再開できるようになっ
て、引き続き要望があれば進めて行きたい。

○ ︓事故を防止できなかったという観点で、追い越し車両があった場合に停止するシステム
はなかったのか。

● ︓カートには車両側面にセンサーを設置しておらず、停止しない。一般車両に装備されて
いるセンサーは駐車を支援するのが多く、それらは警報のみである。 

○︓今回の自動運転のレベルは。
●︓レベルの定義が難しいが、一般的にはレベル３と言われるもの。
○︓目指しているのはレベル５か。
●︓まずはレベル４。
○︓レベル４はいつまでにやる予定か。
●︓４～５年のうちにはと考えている。
○︓名古屋大学未来社会創造機構は車両を開発したと考えてよいか。
●︓自動運転のシステムを開発した。
○︓足助で使用した車両とは違うのか。
●︓2017 年に足助で実験したのはコムスである。
○︓他にゴルフカーを使用した例は。
●︓稲武、高蔵寺、神戸の港湾区域、そして豊田。
○︓車両は１台のみか。
●︓コムスが１台、ゴルフカーが２台ある。
○︓それらの車両全ての実験を停止するのか。
●︓そのとおり。
○︓センサーの設置場所は。
●︓ゴルフカーの屋根の上、高さ 2.4m の位置にある。
○︓ドライバーがブレーキを踏むまでに時間があったと思われるがいかがか。
●︓事故の際には、０.８秒で介入によるハンドル操作が行われている。
○ ︓自動運転の技術は、3 次元地図を使う他に、GPS や誘導線を使うものがあるが、一般的

な方法はなにか。 
●︓３次元地図を使う方法が一番普及している。
○︓大手自動車メーカーが開発する自動運転ではどうか。
●︓様々あるが、３次元地図が多いのではないか。
○ ︓これまでに、今回のような誤検知が起きた問題は報告されていないのか。また、位置合

わせのシステムは名古屋大学で作られているのか。
● ︓報告されていない。位置合わせのプログラムは世界標準のオープンソースプログラムを

用いている。
○︓そのプログラムは、コムスやもう一台のゴルフカーにも使用されているのか。
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●︓そのとおり。
○︓プログラムはいつ開発されたのか。
●︓５年前である。
○︓今回の実験の実施主体は。
●︓つながる社会実証推進協議会（71 団体）のうち 4 団体（豊田市、名古屋大学、豊栄交

通、豊田都市交通研究所）が実施したものであり、主体は豊田市である。 

以上 







指摘事項と回答の対応一覧

資料５



指摘内容 報告書における対策・提言

指摘事項１
安全面における専門的見識を持つ者は、委員になっているの
か。車両実験専門委員会をメール審議で開催したとのことだ
が、委員からの意見はこの場で開示されるのか。

ｐ.25
５．１　自動運転車実験の審査体制
（１）自動運転実証実験の実施に伴う組織や制度のリスク
対応を強化する

指摘事項２
事故が発生した際の関係機関への連絡は、実験計画書の
緊急連絡体制のとおりであったか。

ｐ.27
５．２　自動運転車実験の実施体制
（１）緊急連絡網等を実態に合わせて実効的な体制にする

指摘事項３

リスクアセスメントが重要であり、仕組みとして、第三
者を入れて実験内容について慎重に審査する必要があ
る。また、審査プロセス、自動運転車両実験のガイドラ
イン、実験計画申請書や緊急連絡網についても再度検討
する必要がある。ステークホルダーによる審査では甘く
なる。また、メール審議では資料をよく見ない場合があ
るので、よろしくない。

ｐ.25
５．１　自動運転車実験の審査体制
（１）自動運転実証実験の実施に伴う組織や制度のリスク
対応を強化する

指摘事項４
伴走車が走っていなかったと聞いているがどうだった
か。

ｐ.27
５．２　自動運転車実験の実施体制
（２）実験実施体制の明確化

指摘事項５
運転者が豊栄交通株式会社の社員とあるが、実験計画申
請書の実験参加者に入っていない。

ｐ.27
５．２　自動運転車実験の実施体制
（２）実験実施体制の明確化

指摘事項６

リスクアセスメントするときに、どこまで一般化するの
かというのは常に問題となる。繰り返し行ったときのリ
スクにどのようなものがあるのかを議論する必要があ
り、それでうまくいったら次は適用範囲を広げたり、走
行条件を緩めたりして、再度リスクアセスメントを行う
ことになる。

ｐ.25
５．１　自動運転車実験の審査体制
（２）自動走行実験の個別・段階的審査プロセスの導入

指摘事項７
運転者の介入が0.8秒後とのことであるが、運転者は追い
越し車両を認識していたのか。ハンドルに手を添えるこ
とも対策として書いておいた方が良い。

ｐ.16
３． ２　急操舵が発生した技術的原因の検討
（４）運転手の介入操作の遅れ

p.21
４．１　自動走行システムの改善に関する検討
（５）後続車、交差車両警告機能の導入

指摘事項８

鉄道の場合、指差し呼称による確認を行っている。声で
確認することにより安全性が高まるのではないか。ま
た、確認すべきことをシステムが運転者に知らせるよう
な仕組みがあると良い。

p.21
４．１　自動走行システムの改善に関する検討
（５）後続車、交差車両警告機能の導入

指摘事項９
4頁の図とは別に、実験者が対策をどのように使うのか

という図がもう1枚必要ではないか。

ｐ.20
４．１　自動走行システムの改善に関する検討

資料１０

指摘事項１０
企業が主体となって行い、名古屋大学が少しだけ関与す
るような実験にも本報告書の提言は適用されるのか。ど
のような実験に適用するのかを明示した方が良い。

ｐ.25
５．公道自動運転実施・運用方法の改善

指摘事項１１
緊急連絡体制において、一つの枠に複数の名前が書いて
あると優先順位が不明確になるのではないか。

ｐ.27
５．２　自動運転車実験の実施体制
（１）緊急連絡網等を実態に合わせて実効的な体制にする

指摘事項１２
「実験の実施報告」は、車両実験専門委員会の委員に共
有した方が良い。異常があった場合はその評価を付けて
報告するべきである。

ｐ.25
５．１　自動運転車実験の審査体制
（２）自動走行実験の個別・段階的審査プロセスの導入

指摘事項１３

再発防止策の「実験実施体制の徹底」について、「異常
時および実施体制や予定に大きな変更が生じた場合に
は、車両実験専門委員会に報告する」とあるが、実際に
はどのような報告の流れとなるのか。

ｐ.25
５．１　自動運転車実験の審査体制
（１）自動運転実証実験の実施に伴う組織や制度のリスク
対応を強化する

指摘事項１４

実験審査を通じて、実験実施者に対して実験の計画・実
施に関する指導を行い、リスクアセスメントの技術向上
や安全管理を徹底し、関係者の能力向上を図るべきであ
る。名古屋大学において自動運転車両の事故が起こった
のは2回目であり、今回の検証結果および新たな実験実施
体制について、周知徹底頂きたい。

ｐ.25
５．１　自動運転車実験の審査体制
（２）自動走行実験の個別・段階的審査プロセスの導入



指摘内容 報告書における対策・提言

指摘事項１５

今回の事故は、位置の誤検知が起きたタイミングで追い
越し車両があったという状況であるが、追い越し車両が
あったことが原因で車両の位置の誤検知が起きたという
ことは考えられないのか。近くに走行車両があることに
よって、センサへの有力データが遮られる可能性が考え
られるので、そのような推定の下でもテストを実施した
方がよいのではないか。

p.15
３． ２　急操舵が発生した技術的原因の検討

ｐ.19
３．５　自車位置・方位検知機能の誤差分析

p.20
４．１　自動走行システムの改善に関する検討

指摘事項１６

今回の実験におけるすべての運転において、自己位置と
方位が正しく検知されていたのか、再度データを見直し
た方がよいのではないか。今までも、56度ほどの数字は
出なくても、正常ではない数字が出ていた可能性がある
のではないか。

ｐ.19
３．５　自車位置・方位検知機能の誤差分析

p.20
４．１　自動走行システムの改善に関する検討

指摘事項１７
リスクアセスメントの中で、今回のような自動運転車両
が誤検知によって急に操舵する場合というのは項目に
入っていたのか。

p.20
４．１　自動走行システムの改善に関する検討

ｐ.27
５．１　自動運転車実験の審査体制
（２）自動走行実験の個別・段階的審査プロセスの導入

指摘事項１８

リスクアセスメントにおける回避対策がブレーキを踏む
という手動に頼っているのは問題ではないか。運転手任
せではなく、二段・三段の回避機能をシステムに組み込
むべきである。

p.22
４．技術面の再発防止策に関する検討
４．１　自動走行システムの改善に関する検討

ｐ.27
５．１　自動運転車実験の審査体制に関する提言
（２）自動走行実験の個別・段階的審査プロセスの導入

指摘事項１９

車両位置がわずか0.1秒で56度もずれていると誤検知した
わけであるが、そのような場合にどのような判断をする
ことになっていたのか。0.1秒で56度傾いていると認識し
たことは異常であるが、それをシステムが異常と考えら
れなかったことが問題ではないか。

ｐ.17
３．３　自車位置・方位検知機能の誤検知に関する追加調
査

p.20
４．１　自動走行システムの改善に関する検討

指摘事項２０

過去の情報ではなく新しいデータ情報だけで判断されて
しまっている。過去の位置情報がすべて排除されるので
はなく、履歴情報も入れて安全な判断が取れると好まし
かった。

ｐ.17
３．３　自車位置・方位検知機能の誤検知に関する追加調
査

p.20
４．１　自動走行システムの改善に関する検討

指摘事項２１
近距離車を検知するセンサや近距離車がある場合に操舵
機能が働かないようにするなどの回避機能を組み込んだ
方がよいのではないか。

p.21
４．１　自動走行システムの改善に関する検討
（５）後続車、交差車両警告機能の導入

指摘事項２２

全経路において膨大な位置検知の計算をしていると思わ
れるが、何万分の1という確率で起きたものなのか。そ
のような膨大な計算回数の中で一度だけ誤検知したとい
うことになり、対策はどの程度の確率で起こるのかとい
うデータを考慮する必要があるのではないか。

ｐ.19
３．５　自車位置・方位検知機能の誤差分析

指摘事項２３

1回の走行の中でどの程度の分散があったのかが気にな
る。どれくらい揺らぐとどの程度の確率で起きるかとい
うのが重要で、分散が大きくても問題ないシステムにす
る必要がある。定量的にできないのであれば、構造的に
違う対策が求められる。点群で考えているが、どの程度
外れているものがあり、それをどのように考えるのかが
重要である。

ｐ.19
３．５　自車位置・方位検知機能の誤差分析



指摘内容 報告書における対策・提言

指摘事項２４

分析の際に、変動を加える範囲として角度を±2.0度とし
たのは、何か根拠があるのか。誤検知を起こすとその後
の検知も揺らぐ旨の説明が以前にあったが、±2.0度程度
ではどうなのか。真値からのずれを出すと分かりやすい
のではないか。

ｐ.19
３．５　自車位置・方位検知機能の誤差分析

指摘事項２５
±2.0度と±10.0度で分析しているが、より細かく刻み、
真値からのずれに近いものと比べて分散関係を分析する
と良いのではないか。

ｐ.19
３．５　自車位置・方位検知機能の誤差分析

指摘事項２６
原理的に発生しうるのであれば、他の方法によって対策
を取る仕組みが必要である。

ｐ.20
４．１　自動走行システムの改善に関する検討

指摘事項２７ 誤検知を改善するための対策はないのか。
ｐ.27
５．２　自動運転車実験の実施体制

指摘事項２８

運転者の介入が0.8秒後とのことであるが、運転者は追い

越し車両を認識していたのか。0.8秒というのは、少し遅
いように感じる。運転者がもう少し早く介入していれば
回避できたのではないか。誤検知をしてから0.8秒なの
で、右操舵発生から介入までの時間はもう少し短かった
のではないか。

ｐ.16
３． ２　急操舵が発生した技術的原因の検討
（４）運転手の介入操作の遅れ

指摘事項２９
他のシステムのログは取れているのか。また、そのログ
について検証は行ったのか。

ｐ.19
３．５　自車位置・方位検知機能の誤差分析

指摘事項３０
遅延が起きたら初期値にどのような影響があるか記述が
必要ではないか。

p.15
３． ２　急操舵が発生した技術的原因の検討

ｐ.19
３．５　自車位置・方位検知機能の誤差分析

指摘事項３１

遅延と言ってもかなり複雑な事象であり、あまり限定的
な書き方にならない方が良いのではないか。誤検知は起
こりうることであり、最終的には原因はよく分からない
というのが結論ではないか。対策をしっかりすることが
必要である。

ｐ.19
３．５　自車位置・方位検知機能の誤差分析

p.20
４．１　自動走行システムの改善に関する検討

指摘事項３２
12回の誤認がすべてカーブで発生したとのことだが、カーブで
は計算に時間を要するので、計算機の容量の問題なのではな
いか。

p.24
４．３　公道通常走行データを用いた再発防止策の動作試
験

指摘事項３３

飛び出し等に対する非常停止機能については、後続車がある
場合も動作するようにした方がよいのではないか。時速15㎞
の低速車両が後続車から追突されるリスクは極めて低いの
で、条件下だけでなく常に非常停止機能が動作しても問題な
いのではないか。

p.22
４．２　再発防止策の閉鎖環境動作試験



方位の誤検知に伴う右操舵実施に関する記録データ

資料６



右方向へ操舵した理由：

• 衝突の1.3秒前に自己位置・方位検知機能の誤検知が発生
• 進行方位に対して約56°左方向に目標通過点が移動し，
これに対応して右方向への操舵指令値が発生

• 発生後は誤検知された方位を基準とするので不安定化
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-50
-40
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-20
-10

0
10

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

自車進行方向をゼロとした目標通過点の方位角

前輪タイヤ角

誤検知からの時間（秒）

角度（DEG.）

56°誤検知と発表し
たデータ

2

走行予定経路の
方位＝0°



50m

50m

約56°

10m

10m

走行目標経路

自車位置・方位
（赤軸が前方）

誤検知された

自車位置・方位
（赤軸が前方）

走行目標経路

衝突1.4秒前
正常な方位検知

衝突1.3秒前
誤検知発生

3次元地図

計測データ

誤検知時のデータ
（報道発表資料）
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自車位置・方位検知機能が誤検知に至る仮説

資料７



誤検知発生の仮説：

• 誤検知発生地点において、正常な姿勢以外の方位に、
一致度の高い別の解候補が存在していた

一致の高い位置姿勢の計算方法：
初期解を与え、より評価値の高い位置・方位を反復的に探索する

評価値

方位（Roll,Pitch,Yaw）

①初期解
（直前の位置・方位）

位置（X,Y,Z）
2

③最適解
（現在の位置・位置）

②繰り返し解候補
を更新する



誤検知発生の仮説：

• 誤検知発生地点において、正常な姿勢以外の方位に、
一致度の高い別の解候補が存在していた

3

誤検知時の評価値の分布仮説

評価値 正しい方位

③局所解

①初期解
（直前の位置・方位）

正解方位の
評価値が低い

②誤検知に至る方位の中間解
が探索中に採用される

方位（Roll,Pitch,Yaw）
位置（X,Y,Z）



評価値分布の解析（事故地点）：

• 誤検知発生時に計測した３次元点群データを用いて、地図に対する進行
方位角（Yaw角）を0°～360°の範囲で変化させた場合の評価値の分布
を同プログラムを用いて計算（位置、他の方位角を全て重畳した表示）
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評価値

進行方位角(DEG.)

約180°が
正しい進行方位

約236°が
誤検知した方位

別ピークに
向かう登坂あり

4

56°

位置，他の姿勢軸
の違いによる幅



評価値分布の解析（参考地点） ：

• 別地点の評価値解析を実施
• 実験コース上の他の地点に対する特異性がないかを比較

評価値

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

正しい
進行方位

１８０°
反転した方位

5進行方位角(DEG.)



方位検知機能の誤差範囲に関する調査

資料８



方位検知機能の誤差範囲に関する調査：

方位検知機能を再実験可能なデータ（17走行分）を用いて，
方位の誤差分布を調査する

• 方位の真値は不明である
• 地図（経路）の方位は目標ではあるが，実際の走行軌跡とは異なる
• 走行自体はできていることから，位置については大域的には信頼できる

方位の「誤差」計算の課題：

• 走行位置の時間変化（前後0.5秒間）から車両の移動している
方向を求め、その方向を真値とする

• 個々の誤差値の信頼性は低いものの，統計的な分布は一定
の意味をもつと考えられる

2



方位検知機能の誤差範囲に関する調査：

真の経路
（不明）

調査時刻

誤差

0.5秒後
の位置と方位

3

0.5秒前
の位置と方位

（地図座標系）

0.5秒前の位置からの
移動ベクトル

(14km/h ならば長さ1.9m)
0.5秒後の位置への

移動ベクトル

停車時は停車した最初の
時刻の方向を基準にする

前後の移動ベクトルの
平均を仮の真値とする

（移動時）



平均誤差（°） 標準偏差

停車時 0.093 0.128

走行時 1.698 0.931

方位検知機能の誤差範囲に関する調査：

4

・方位検知機能を再評価可能なデータ（17走行分）

・実行回数：89135回 （停車：40630，走行：48505）

頻度

平均誤差（0.1°区間）

・走行時には初期解と真値との差が
広がるので標準偏差が8倍になる

・移動中に一定の誤差が出ているのは，
LiDARの前方方向が車体軸と異なってい

る可能性が高い（設置方法，重量バラン
ス等による）が，分布の幅を調べるうえで
は影響はない

・変動の発生確率と範囲
（1日8時間走行の場合）

発生率 変動幅（°）

10-5 3時間 4.11

10-6 3日 4.55

10-7 1か月 4.96

10-8 1年 5.34
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方位検知機能の誤差範囲に関する調査：

5
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• 右左折地点を除けば，±２°の範囲で方位が変化している
• 交差点通過時に勾配があり，方向検知の誤りが増大している

• 前半の市街地（600m～800m地点）に比べ，
事故発生地点付近（1150m～1250m地点）では，変化の標準偏差が2.03倍になっている

方
位
角
変
化
量
（

De
g.

/m
at

ch
in

g） 左折 右折 右折 左折
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交差点
勾配

事故発生
地点付近

開始地点からの道のりの距離（ｍ）

走行１

走行2
走行3
走行4

事故地点での方位検知誤差の標準偏差を1.89と推定



誤検知方向を解とする可能性の分析

資料9



初期解の変動による検知方位の誤認分析：

2

評価値

方位角

局所解

正しい方位

初期解を変動
させる

前回検知した
位置・方位

方位検知計算

出力解

変動

反復

頻度を集計

通常時の処理

通常の手順：事故直前の正しく検知できた位置・方位から初期値を求め，
位置・方位検知法の解を得る

誤検知頻度の探索：出力解に変動を与え，再度初期解とする
試験地点の収束性が良ければ，正しい方向へと復
元されるが，近隣に局所解へ至る経路がある場合，
局所解が出力される



事故地点で誤検知が発生する可能性の分析：

初期解に変動を加える範囲：

・進行方位距離:0～2m

・角度: 

3

-X° +X° 前回検知した
位置・方位

方位検知計算

出力解

変動

反復

頻度を集計

通常時の処理

発生頻度

2.116σ 3秒に１回

3.175σ 54秒に１回

4.233σ 8.3時に１回間

5.291σ 228時間
に１回※

• 局所解の方向へ誘導される傾向を調査するもので
誤認の直接的な発生頻度とは異なる

※1日8時間走行で約1か月

変動幅（°）

±4

±6

±8

±10



変動を2万回与え続けた場合

4

事故地点で誤検知が発生する頻度の分析：
頻

度

進行方位角(DEG.)

１区間：2.5°
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1000
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誤検知方位
236°

変動幅（°）
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変動幅（°）

±8
変動幅（°）

±10



他地点において誤検知が発生する頻度の解析：

入力データ：他地点（人口物：多）
→ 変動耐性が高い
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正しい方位

5

頻度

進行方位角(DEG.)

１区間：2.5°

変動幅（°）

±10



距離計測誤差による誤検知の可能性の分析：

LiDAR

計測結果の距離を±5% および±10％
の範囲で変動させる（一様乱数）

物体の距離・反射率に
よって誤差が生じる

カタログ値：100mで2㎝
= 0.02%



距離計測ノイズによる誤検知の可能性の分析：
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0 50 100 150 200 250 300 350
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12500
15000
17500
20000

0 50 100 150 200 250 300 350

±5% ±10%

進行方位角(DEG.)

頻
度

進行方位角(DEG.)

変動を2万回与え続けた場合

位置・方位検知機能は原理的に真値周辺に分布が
広がっていれば正しい解を得やすい



再発防止策案（技術・システム面）

資料１０



再発防止策案（技術・システム面）

2

（１）位置・方位検知機能の監視機構
車両の物理的運動量を直接的に計測する方法（タイヤ角センサおよびジャイロセンサ）のデータから現在の旋回角速
度（度/秒）を計算することで、位置・方位角変化の参照値とする。
この旋回角速度参照値と、位置・方位検知機能単独により、3次元点群から算出した方位角の変化（角速度）を比較し、
差分値が一定以上になった場合は、異常として扱い自動停車処理を呼び出す。

（２）車両制御系への出力値の監視
経路計画（高精度道路地図の道路線形）から計画値である速度と最大の旋回角速度を算出しておき、各経路上

の地点における加速と操舵に関する制限値を設定することで、急加速および急操舵を防止する。

（３）センサ・認識系の作動状態監視機能の導入
各種センサおよび認知機能（ジャイロ、車体CAN、LiDAR、カメラ、方位検知、経路計画等）の更新を監視し、設計され
た時間内に応答がない場合は、自動停車処理を行う。

（４）自動停車処理との連動
上記（１）～（３）に連動した自動停車処理機能を追加する。自動停車処理は、速度を緩やかに減速させ、旋回角度は
処理開始時の値を維持する設計とする。



再発防止策案（技術・システム面）

3

（５）後続車、交差車両警告機能の導入
運転者から死角になる後方部分および交差点走行時に交錯する車線上に障害物が接近した場合、音声、
警告灯等で警告を行う機能を搭載する。

（６）飛び出し等に対する非常停止機能の導入
車両の直前に、運転手の反応時間では停車が困難な障害物が出現した際に、自動的に緊急停車を行う
機能を導入する。



位置・方位変化
参照値

4

（１）～（４）の機能図

CAN IMU

前輪舵角
旋回量

ジャイロ
旋回量

LiDAR

位置・方位検知

3次元地図

走行軌跡生成

車両

（３）
異常
検出

最終値

車両制御系

（１）
差分値
判定

加速・旋回角速度
最大値

（２）
差分値
判定

高精度道路地図

許容範囲内 許容範囲外

更新監視

許容範囲内 許容範囲外

（４）自動停車処理

障害物検出



再発防止機能試験①（方位検知の異常）

事故時とは別の走行時に記録した点群データを用いて、PC内で意図的
に方位の誤検知を引き起こすことで各種機能の動作を確認する

建物の側面

実験により発生した
方位の誤認

• 誤りの発生を検知できる
• 正常な位置・方位検知を誤りとしない（偽陽性にならない）
• 誤った値がその後の処理に影響を与えない
• 異常を通知された車両制御機能が安全に停車できる

確認項目：

5
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再発防止機能試験① （方位検知の異常）

誤検知を意図的に発生させる
（初期解を10°変動させる）
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異常通知による
減速開始

異常通知による
ハンドル角度維持

異常通知

位置・方位検知機能

最大許容角速度
基準値 + 3°/秒

最小許容角速度
基準値-3°/秒

検知方位・角速度

角
速
度
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/s
ca

n）

車両制御機能
速
度
（

km
/h
）

タ
イ
ヤ
角

度
（
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g.
）

時間(sec.)

時間(sec.)

・方位誤検知を発見できた

・その他地点での異常検知はな
かった

・制御系の速度・ハンドル角計算へ
の影響はない

・減速・角度維持処理が実行された

結果：



再発防止機能試験②（センサの故障）

PC内で意図的にLiDARの入力を中断することで，センサの故障を再現する
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センサ入力の中断による
更新停止

異常検知による
減速開始

異常検知による
ハンドル角度維持

経路計画機能

車両制御機能

・更新停止を検知できた
・減速・角度維持処理が実行された

結果：

7



8

（５）後続車警告機能の導入

• 運転者から死角になる後方部分に後続車等の障害物が一定距離に
接近した場合、音声，警告灯等で警告を行う
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自動走行システムと運転者・オペレータとの関係図

運転者

オペレータ

自動走行
システム

自動運転車
車両システム

モニタ

キースイッチ 外部制御の有効/無効

ブレーキ

ハンドル 自動システムの操舵に抵抗

走行状態
介入操作通知

緊急停止
スイッチ

自動走行の
開始・再発
進指示

障害物・信
号などの状
態報告

手動運転と同様のブレーキ操作

緊急停止指示

走行モード，
速度，操舵指示

コントローラー
GUI

自動走行モードの開始/停止

走行位置・経路・障害物等検知状況

ハザード
ランプ

状態
異常

自動/
手動

非常
ブレーキ

介入操作検知
によるモード切替

後続車などの情報を直接伝達す
るランプ・警告音の導入



閉鎖環境における再発防止システム試験

資料１１



2

日時：11月１日～2日
場所：新明工業株式会社 寺池工場

再発防止機能試験

（１）センサ系の異常検知
（２）位置・方位検知の異常検知
（３）経路計画系の異常検知
（４）自動停止機能の確認

（５）障害物検出機能の確認

98走行

異常73回

異常15回

障害物出現
10回

※全てのシステムは98回の走行中同時に動作している

試験実施項目と走行回数：

実行８８回



3

位置・方位検知の異常検知実験
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• 走行開始から３０秒以内のランダムな方位の初期解
に±１０°を加えることで異常を発生させる

• 最高速度は１０km/h～１９km/hの範囲で設定
• カーブ部分の速度は7km/h

異常発生地点



4

• 位置方位異常検知：72/73回
• 経路計画系異常検知：1/73回

■異常検知回数：73/73回

位置・方位検知の異常検知実験

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

実
速
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h
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異常発生からの経過時間（s）

減速度を強めた試行
後続車の追突を招くの

で不採用

■速度変化の記録 異常検知時の減速度を-1.0m/s2

とした場合，約２秒以内に停車する
という結果となった

減速度を弱めた試行
停車時間が長く不採用



5

位置・方位検知の異常発生試験

■操舵系の記録

-10
-5
0
5

10
15
20

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

-10

-5

0

5

10

15

20

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

指
令

値
（
de

g.
）

異常発生からの経過時間（s）

タ
イ
ヤ
角

（
de

g.
）

停車後の
手動操作

指令値は直前正常値を
維持できている

実測値は直前正常値と
路面抵抗等の影響のみ
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位置・方位検知の異常発生試験
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異常を発生させたが、
方位誤差が小さく許
容範囲内だった

地図上は直進にもかかわらず旋回をして
いるので、経路方位差が増大し異常検知
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• 経路計画系異常検知：1/73回
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再発防止機能試験

（6）飛び出し等に対する非常停止機能

• 車両前方３．５m以内に障害物あり
• 衝突まで１．５秒を下回っている場合

（8.4km/hで1.5秒走行=3.5m）

３．５m

-2.0m/s2で停車
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速度変化の記録 停車までの走行距離



公道走行データを用いた再発防止システム評価

資料１２



実験概要

走行コース：

右記地図上の番号を付与された地点から出発地と
到着地を利用者が任意の選択し、最短経路探索ア
ルゴリズムによりルートを決定する
（青矢印で示した方向に走行ルートを限定してある）

愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウンにおいて実施する
住民を対象としたオンデマンド型移動サービス実験
（運転者による通常運転）において、
制御機能を遮断した自動走行システムを動作させることで、
位置・方位検知機能の誤認検知等の事故対策が有効に
動作するかどうかを調査する



記録期間：11月5日～8日
記録数：１６走行（平均２１分，最短１０分，最長４６分）

約５時間３５分（201,914 scan）

方位・位置検知の誤認 ：１２回
(実験データ上で目視確認)

検出数 : １２回

記録データの解析結果

異常検知の発生回数と検出数 手動走行により誤検知発生地点を調
査し、走行速度を落とす、他のルートを
使用する等の対策を定義しておく

誤検知から回復できた場合：１１回 誤検知が拡大し追跡が不可能になった場合：１回

これまでの実験でも発生し
ていた可能性がある

今後は手動・自動走行を通
じて検出可能になった

手動走行なので
実際は車線上を
走行している



記録データの解析結果
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予測旋回角速度に対する，方位検知機能出力値の許容誤差

• 方位検知機能には誤差があるので、タイヤ角などから算出した予測旋回速度そのも
のを判定値として厳密に用いると、わずかな誤差が自動停車につながってしまう

• 一方で、大きな許容誤差を与えると、真の異常時に未検出が生じる

この点に注意しながら、データ解析により±５°/秒
（ただし最小値<0，最大値>0）の許容範囲を設けることとした

最大許容角速度
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資料１３

自動運転車実験の
審査運営体制に関する提言



自動運転車実験の審査運営体制に関する問題点

車両実験専門委員会

自動走行
専門家

リスク管理
専門家

実験実施者

閉鎖環境実験

• 実験条件

• リスクアセスメント

公道走行実験🄫🄫
• 実験条件

• リスクアセスメント

※専門家は明示的には要求
されていなかった

実験終了

公道走行実験Ⓑ

• 実験条件

• リスクアセスメント

公道走行実験Ⓐ

• 実験条件

• リスクアセスメント

対面審査

メール審査

申請

許可

申請

許可

車両実験専門委員会は審査対象ともなり得る関係者が多く、本件事故においても過去に公道
実験の実績があることからメール審議が実施され、実験方法やリスク評価に関する指摘をされ
ることなく実験が許可されており、審査体制に問題があった
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自動運転車実験の審査運営体制の強化

車両実験専門委員会

（仮称）
自動運転実証実験推進協議会

実験・審査
実施報告

審査方法等への
助言

自動走行
専門家

リスク管理
専門家

実験実施者

閉鎖環境実験

実験条件の明確化

公道走行実験

実験条件に基づくリスクアセスメント

実験結果の分析・改善

公道実験へ移行する際の
課題などを整理したうえで、
リスクアセスメントを実施

実験条件・運用体制の明確化
手動運転・限定条件での安全確認
日報の作成・共有

実験管理責任者（部局長等）

実験実施報告 実験終了

新規実験
審査プロセス

次回実験への
検証・改善

対面審査

許可

許可

申請

申請
システム
変更あり

条件変更
あり

継続
可否

異常等
報告
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実験条件の明確化と段階化

確認項目
下見

机上検討

シミュレーション 閉鎖環境試験 公道走行

正常時試験 異常値発生試験 正常時試験 異常値発生試験 データ収集・分析 自動走行

実施期間 月 日～ 月 日 月 日～ 月 日 月 日～ 月 日 月 日～ 月 日 月 日～ 月 日 月 日～ 月 日 月 日～ 月 日

1 地図データ ● ● ●

2 走行コース ● ● ●

3 自己位置推定 ● ●

4 障害物検出 ● ●

5 カメラ外界認識 ● ●

6 経路生成：定常走行 ● ●

7 経路生成：指定位置停止 ● ●

8 経路生成：障害物前停止 ● ●

9 経路生成：障害物回避 ●

10 経路生成：交差点右左折 ●

11 経路生成：信号停止 ●

12 制御指令 ●

13 緊急停止

（実験申請書の書式に項目を追加）

公道実験以前に行った検証過程や実験実施上の具体的な対応，手順を示す

閉鎖環境試験の
実施可否審査

公道試験の
実施可否審査
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システムに関するリスクアセスメント項目の追加

試験内容 危険の状態を記入 評価点
危険度
ランク

対策項目 評価点
危険度
ランク

LiDARによる
外界センシング

通信切断 23 Aa センサ更新の監視機能による通信断検出と円滑停
止機能の実行

10 Bb

位置検知機能の誤認 17 Bb 異常値検出機能の搭載と円滑停止機能の実行 10 Bb

障害物の未検知 14 Bb 介入操作による減速 14 Bb

カメラによる
外界センシング

カメラの故障 14 Bb センサ更新監視機能による警告 7 Cc

交通参加者の未検知 15 Bb 介入操作による減速 8 Cc

CAN通信 通信切断 23 Aa 緊急停止ボタンの押下 13 Bb

ジャイロセンサ
による計測

通信切断 14 Bb センサ更新の監視機能による通信断検出と円滑停
止機能の実行

11 Bb

コンピュータ
による車両制御

システムダウン 23 Aa 緊急停止ボタンの押下 13 Bb

計算遅延 11 Bb 指令値更新頻度の監視機能による警告 11 Bb

異常値出力 19 Aa 異常値検出機能の搭載と円滑停止機能の実行 10 Bb

人間が対応する部分は従来のリスク
アセスメント項目にも記載する

（実験申請書の書式に基づき追加）



資料１４

人員配置・緊急連絡体制の修正
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氏名 実験における役割
自動運転車両
運転資格の有無

参加期間 不在等特記事項

森川 高行 管理者・実験実施責任者 有 8月28日～30日

赤木 康宏 実験リーダー 無 8月21日～30日

立石 定芳 運転 有 8月21日～30日

○○ ○○ オペレータ 無 8月21日～30日

協力団体員A 運転 有 8月26日～30日 調整期間中は担当しない

協力団体員B 警備 無 8月28日～30日

自治体職員A 被験者誘導 無 8月21日～30日

自治体職員B 伴走車 無 8月28日～30日
伴走車は被験者乗車時のみ

運用する

人員配置は，実験期間全体の参加者を一覧にしていたが，警備や伴走車などを期間毎に変え
る場合は，詳細な稼働期間を記載する

連絡体制や人員配置を実態に合わせて実効的な体制にする
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連絡体制や人員配置を実態に合わせて実効的な体制にする

【本研実験申請】

⑩

①

⑥

⑦
⑧

②

③

④

安全管理確認者 ○○ ○○
TEL:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

実験管理責任者 佐宗 章弘
TEL:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

実験実施責任者 森川 高行
TEL:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

実験参加者 立石 定芳
TEL:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

豊田市企画政策部
未来都市推進課

TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

愛知県産業労働部産業振興課
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

豊田市

名古屋市

豊田加茂建設事務所
足助支所管理課

TEL:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

愛知県警本部交通総務課
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

名古屋国道事務所
豊田維持出張所

TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇

名古屋国道事務所
TEL:〇〇〇-〇〇〇-〇〇

豊田市 ⑤⑨

豊田警察署(１１０)
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

豊田消防本部(１１９)
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

トヨタ記念病院
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

実験参加者から救急・警
察などに直接連絡しない

体制だった

行政機関・実施主体への
連絡の優先順が低かった
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③

④

②

①

安全管理確認者 ○○ ○○
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

(窓口)機構事務室総務係長
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

実験管理責任者 佐宗 章弘
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

（窓口）社会連携課長
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

実験実施責任者 森川 高行
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

（１）現地責任者 赤木 康宏
TEL:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇
（２）実験参加者 立石 定芳
TEL:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

学術研究・産学官連携推進本部
企画・プロジェクト推進グループ
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

プロジェクト窓口（COI)
プロジェクト統括室

TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

管轄建設事務所・国道事務所
TEL:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

プロジェクト責任者
プロジェクトリーダー 畔柳 滋
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇
研究リーダー 森川 高行

TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇＊

管轄警察署(１１０)
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

管轄消防本部(１１９)
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

搬送先救急病院
（必要に応じて実験参加者が同行する）

④

実験主体・自治体等窓口
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

実験自治体担当課
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

実験自治体警本部
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

科学技術振興機構（JST)
ビジョン3担当/VL補佐

TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

リスク管理室長
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇（秘書室）

（窓口）総務部総務課長
TEL：〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

担当理事、関係課

③

③

【修正案】

連絡体制や人員配置を実態に合わせて実効的な体制にする

現場から救護・安全確保を
実施する

学内窓口や自治体窓口な
ど，常時応対できる相手に

連絡を依頼する
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運転者への事前訓練

• 自動運転車の機能
• 運転者の役割・責任
• 想定される異常
• 習熟訓練（手動）
• 自動走行訓練
• 異常時対応訓練

• 実験対象となる新規機能の事前確認

• 事前走行により判明した位置・方位検知機能の誤差が増加する地点等、システムの動作
が不安定になる地点の自動走行を避ける対応を基本とし、危険状況を共有する

• 走行中はハンドルに手を添える、ブレーキを構える等の運転姿勢をとらせることで、異常動
作への対応を迅速化する

• 異常時の退避場所、退避方法の事前確認

実験実施時の運転者への注意喚起

実証実験時に生じた課題などに応じて
講習内容や訓練方法などを改善し続ける

実験で走行する速度域で異常を発生させる等，実験時に
近い状況で試験できる環境が望ましい（テストコース等）

運転者に対する対策



事故検証委員会報告記者会見資料

資料１５
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