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自動運転を加速させる光センシング技術
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同研究会の具体的な研究領域は、

自動運転技術は急速に進歩を遂げ
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技 術 に 関 連 す る 話 題 に 限 ら ず、

横田浩久氏（茨城大）によるイントロ
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度の短期実験を行った。地方の中山間

路脇への除雪で道路幅が狭くなると、
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実用化に寄せられる期待も大きい。

避しなければならないという問題が生
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により自車位置を特定して規定ルート
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氏
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で覆われると、ライダで取得される周

「 Pedestrian Detection by Shallow
Learning on Deep Representations 」
王彧氏
（立命館大）
「 Si フォトニック結晶スローライト偏向
器と LiDAR 開発（ IEEE Photonics So
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」
馬場俊彦氏
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辺の地図データは、自動運転車両が保

域環境下で自動運転が困難となった状

有する積雪のない状態のデータと異な

況が紹介された。

ってくるので、積雪量が多いほど、両

浮き彫りになった課題

者のかい離は大きくなり自己位置の特
定ができなくなるという。

歩道がなく路肩も狭い区間では、車

講演会全体では、シーズ側からの研

両センサが歩行者や自転車を検知して

究開発事例が数多く紹介されたが、こ

「国土交通省の自動運転への取り組み」

停止したり、円滑に走行するためドラ

の実証実験から見えたのは、世の中で

池田裕二氏（国総研＝国交省・国土技

イバーが手動で回避しなければならな

語られている「バラ色の世界」とは異な
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い場合があったそうだ。これでは自動

る別の顔だ。池田氏は、広い視野を持

運転と言えない。ドライバーの人件費

つセンサの開発に期待すると述べるとと

も削減できない。路上に駐車している

もに、過疎地でのビジネスモデル確立の
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題点も指摘した。自動運転が実システ

「車載向け大容量有無線光伝送技術」
相葉孝充氏
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自動運転サービス実証実験
招待講演最後の演者である国総研の
池田氏は、実際に行った実証実験で明ら
かになった、いわばユーザー側から見え

実験における自動運転車両の走行速

た自動運転に関する問題点を紹介した。

度は、一般的に遅い。安全確保のため

ムになるために、センサ側の研究開発の
進展に寄せられる期待は大きい。
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