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播磨科学公園都市は、大型放射光施設 SPring-8 やＸ線自由電子
レーザー施設 SACLA、兵庫県立大学理学部など最先端の科学技術
や人材が集積する「科学のまち」です。この都市内における自動
運転技術を活用した新たなモビリティサービスの実用化と地域交
通の利便性向上のため、自動運転の公道実証運行を行います。
また、これに合わせて、次世代モビリティの試乗会やスマートサ
ービスに関するフォーラムなどの「スマートシティ・ラボ＠播磨
科学公園都市」を開催します。

播磨科学公園都市 光都プラザ・芝生広場 周辺
兵庫県赤穂郡上郡町光都２丁目２３－１

主

催

神姫バス株式会社 株式会社ウエスト神姫 アイサンテクノロジー株式会社
株式会社ティアフォー ダイナミックマップ基盤株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 ＫＤＤＩ株式会社
兵庫県（企業庁・西播磨県民局） たつの市 上郡町 佐用町
【播磨科学公園都市内における自動運転技術を活用したモビリティサービスの実用化に向けた連携協定】

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kc12/smartcity
イベントの最新情報
参加申込はこちらから

自動運転
お問い合せ先

播磨科学公園都市

検索

兵庫県 企業庁 地域整備振興課

TEL 078-362-3850
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自動運転公道実証運行

都市内の公道において、同乗ドライバー監視のもとで
の自動運転の実証運行を実施します。

12 月 6日 [金] ～ 9日 [月]
9:00～17:00

芝生広場を出発し、約３km 離れた理化学研究所 注を折
り返して戻ってくるルートを、法定速度以下、40 分間
隔で運行します。また、光都プラザに設置した監視ル

● 午前の部9～13 時、午後の部13 時 40 分～17 時です。
● 12/8(日)午前の部は地元及び関係者試乗会です。

ームから、車両の遠隔監視を実施します。
注 理化学研究所関係者のみ乗降できます。（一般参加の方は折返地点では
降車いただけません。）

折返地点

使用車両

リエッセⅡ
（日野自動車㈱製の市販マイクロバス）に
埼玉工業大学が自動運転システムを搭載した車両を使用します。
・自動運転ソフトウェア「Autoware」と、事前に作成した 3D 地図により走行
します。※「Autoware」は TheAutowareFoundationの商標です。
・自己位置推定、障害物認識（停止、回避）等の機能を実装しています。
・乗車人数は 15 名（ドライバー1 名、オペレータ 1 名、試乗者 13 名（一般公
募 10名、理化学研究所関係者 3 名）です。

発着点

光都
プラザ

試乗申込
事前申込制です。このチラシの表面の下部に記載のホー
ムページをご覧ください。
【受付期間】２０１９年１１月２８日（木）～試乗の２日前まで
【対

出典 国土地理院ウェブサイト

象】シートベルトを装着できる方（児童・大人）

【募集人数】４日間合計で３８０名様（先着順）
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小型自動運転ＥＶ車乗車体験

限定区域内で、ドライバーなしの自動運
転走行の乗車体験を実施します。
（雨天中止）
Ｍｉｌｅｅ（マイリー）

12 月 6日 [金] ～ 8日 [日]
9:00～17:00
● 11～12 時、14～15 時は充電のため休止します。

使用車両

Ｍｉｌｅｅ（マイリー）
市販電動ゴルフカート（ヤマハ発動機(株)製）に(株)ティアフォー
が自動運転システムを搭載しています。
・自動運転ソフトウェア「Autoware」と、事前に作成した 3D 地
図により走行します。
※「Autoware」は TheAutowareFoundation の商標です。
・自己位置推定、障害物認識（停止、回避）等の機能を搭載して
います。
・走行速度は最大時速 19km／ｈ（今回の試乗は最大速度 7km/h
で実施します。）
・乗車人数は 4 名（後部座席オペレータ 1 名、試乗者 3 名）で
す。

出発式・関係者試乗会

● 12/9(月)は理化学研究所構内（放射光普及棟前）で
理化学研究所関係者を対象に運行します。

試乗場所

芝生広場北側（ガソリンスタンドの東側）

試乗申込

当日、現地で受け付けます。（先着順）
【対象】身長１４０cm 以上の方（児童・大人）

12 月 5日[木 ]
10:00 ～ 10:45 出 発 式
11:00 ～ 17:00 関係者試乗会

播磨科学
スマートシティ
公
園都市
フォーラム
自動運転
ドローン
ＡＩ ５Ｇ
ｍａａＳ
サブスク
クラウド

～西播磨から日本のスマートサービスのこれからを考える～
「スマートシティ」「スーパーシティ」という言葉に触れる機会が
増えてきました。「高機能」「賢い」「パフォーマンスの最大化」
をイメージしますが、スマートシティとはどのようなまちを指すの
でしょうか。
高度情報技術を用いた自動運転車やドローンの開発が進んでおり、
運転手等の人手不足を補い旅客や物資の輸送体制を確保することが
期待されています。買い物や診療などの分野にも高度情報技術を応
用していけば、近い将来、通常の生活に必要なモノやサービスを移
動せずに手に入れる時代がやってくるでしょう。

兵庫県南西部の西播磨丘陵に開発され、都市基盤に余裕をもって整
備された播磨科学公園都市。この都市内と近隣地域で新しい技術を
最大限に生かすサービスを考えるとすればどのようなものになるで
しょうか。そのために新たに必要なインフラもあれば、使わなくな
るものもあるでしょう。
生活の質を高め、安心して暮らし続けられる地域を創造するため
に、民間と公共が協調して、何をどのように取組んでいくべきか。
そのような視点から、描ききれないスマートシティのヒントを、各
界のご専門のパネリストに語っていただきます。
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12:40 ～ 13:55

14:10 ～ 16:25

第１部

第２部

播磨科学公園都市での自動運転公道
実証運行を振り返る

スマートサービスのこれからを考える

報告１ 新たなモビリティサービス導入に向けた
兵庫県の取組
兵庫県企業庁次長
寺谷 毅
報告２ 今回の公道実証から見えたことと、
今後このまちで検証したい技術
アイサンテクノロジー㈱
取締役 MMS 事業本部長 佐藤 直人 氏
報告３ 公道実証の振り返りと地域旅客運送事業者と
しての今後の取組
神姫バス㈱
次世代モビリティ推進室部長 須和 憲和 氏
討 論 自動運転実用化に向けた課題と
実証都市から実装都市への展望
モデレータ
㈱自動車新聞社代表取締役社長 井上 佳三 氏

基調講演 欧州の MaaS 事情と日本の現状から見た
スマートシティ化の課題
関西大学経済学部教授 宇都宮 浄人 氏
パネルディスカッション
関西大学経済学部教授
宇都宮 浄人 氏
アイサンテクノロジー㈱
取締役 MMS 事業本部長 佐藤 直人 氏
神姫バス㈱
次世代モビリティ推進室部長 須和 憲和 氏
㈱旭テクノロジー 執行役員兼
ドローン事業部事業本部長 濱元 光亮 氏
㈱社会システム総合研究所 代表取締役
京都大学経営管理大学院特命教授 西田 純二 氏
兵庫県西播磨県民局長
遠藤 英二
㈱自動車新聞社 代表取締役社長
井上 佳三 氏
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会 場

県立先端科学技術支援センター
大ホール

BIGDATA

12:30～16:30（12:00 開場）

スマートシティ・ラボ会場からの移動には、無料シャトルバスを
ご利用いただけます。（詳しくは裏面をご参照ください。）

募集定員
主 催

兵庫県赤穂郡上郡町光都 3-1-1

３００名（当日受付・参加費無料）
兵庫県（企業庁・西播磨県民局）

５日[木]
プ
ロ

出 発 式
関係者試乗会

６日[金]

７日[土]

８日[日]
関係者

自動運転車公道実証運行（事前申込制）

９日[月]

自動運転車公道実証運行（事前申込制）

小型自動運転ＥＶ乗車体験（現地受付・先着順）
次世代モビリティ試乗 ①

グ

次世代モビリティ試乗 ②

ラ

遠隔診療デモ・ドローン搬送デモ

ム

ポスター展示
スマートシティ・フォーラム

光都てくてくマーケット

スマートシティ・ラボ
１

2

次世代モビリティ試乗 ①
━━━━━━━━━━━━━━━━━

主催 兵庫県（企業庁・西播磨県民局）

次世代モビリティ試乗 ②
━━━━━━━━━━━━

日時 ７日(土)～８日(日)10 時～16 時 30 分
超小型ＥＶ車の乗車体験ができます。
（対象：普通運転免許所持者、乗車無料、雨天時は展示のみ）

日時 ５日(木)～９日(月)10 時～16 時 30 分
電動キックボードなどを体験できます。
（対象：高校生以上、乗車無料、光都プラザ室内で実施）

3

＠播磨科学公園都市
～次世代サービスに触れる５日間～

4

遠隔診療デモ・ドローン搬送デモ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日時 ５日(木)～９日(月)9 時～17 時
スマートサービス・デジタルサービスにつ
ながる技術を展示します。自動運転実証運
行の監視ルームと遠隔診療デモの診察室も
見学できます。

日時 ６日(金)～８日(日)10 時～16 時（6 日のみ 13 時 30 分～）
北欧で実用化されている機器を用いた、遠隔地からの診察体験です。芝生広場のカフェ
（栗町まんまる農園（光都てくてくマーケット））の出店場所近辺で行います。
また、遠隔診療後のドローンによる薬のデリバリーを想定したデモンストレーションを実
施します。（ドローン：６日(金)13 時 30 分～16 時、８日(日)10 時～16 時、雨天中止）

5

スマートシティ・フォーラム
～西播磨から日本のスマートサービスのこれからを考える～
━━━━━━━━━━━━━━━━

日時 ８日(日)12 時 30 分～16 時 30 分
場所 県立先端科学技術支援センター大ホール 内容は裏面を
兵庫県赤穂郡上郡町光都 3-1-1
ご参照ください

A

自動運転車公道実証運行

B

小型自動運転EV車乗車体験

同時
開催

光都てくてくマーケット

━━━━━━━━━━━

日時 ７日(土) 10 時～15 時
毎月第一土曜日に開催されるマーケット。
無農薬野菜の販売やおいしい食べ物、日々
の暮らしを豊かにするハンドメイド雑貨、
体験イベントなど。
６､８日には芝生広場でカフェを予定。

ポスター展示
━━━━━━━━━━━

フォーラム会場行き無料シャトルバスのご案内
運行区間
運行時間
ご注意

光都プラザ南側路上 ～ 小型自動運転 EV 乗車体験会場
～ 芝生広場バス停 ～ フォーラム会場
８日(日) 11～15 時（毎時 0 分､20 分､40 分に光都プラザ出発）
フォーラム終了後は公共交通機関をご利用ください。
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