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1. はじめに 
自動運転バスの公道での実証実験が行われているとい

うニュースを見た後、AI に関するコンテストが開かれる

と聞き興味を持ちました。経済産業省主催の AI エッジコ

ンテストです。そして、そのコンテストの上位入賞者が、

自動車技術会が主催する自動運転に関するイベント「自動

運転 AI チャレンジ」に参加すると聞いて、取材させてい

ただきました。イベントは 2019年 3月 23日(土)と 24日(日)
の 2 日間にわたり東京大学生産技術研究所附属千葉実験

所で開催されました。 
 

2. AI とは 
今回イベントに参加するにあたり、まず AI について少

し調べてみました。インターネットなどの情報によれば、

AI は Artificial Intelligence の略称のことで、人間の脳がお

こなっている記憶や判断、学習、推測といった作業をコン

ピュータがおこない、再現するソフトウェアやシステムの

ことだそうです。自動運転の世界では LiDAR やカメラが

簡単に言うと人間の「目」の役割を果たし、そこから得た

情報を分析・判断し、加減速や方向転換などを指示する脳

の役割をおこなっているのが AI という関係性の様です。 
 

3. イベント概要 
「自動運転 AI チャレンジ」は経済産業省主催の AI エッ

ジコンテストで上位の成績を収めたチームが招待され、3
つの学生チームと 1 つの社会人チームがシナリオ完走部

門・制御精度部門の２部門で競い合いました。 
 

＜自動運転 AI チャレンジ概要＞ 
近年、CASE と呼ばれる新たな技術領域が自動車業界の

競争の中心となる中、AI や IT の技術者が不足しており、

自動車業界全体で急速に必要性が高まっています。そのた

め、今後の自動車業界を牽引する技術者の発掘育成の為の

新たな取り組みとして、自動運転における AI 技術を競う

国際的な競技の場が必要となり、自動運転 AI チャレンジ

が開催されました。 
 

＜1st チャレンジ・シナリオ完走部門＞ 
 1st チャレンジのシナリオ完走部門は競技車両を既定の

コースに従って自動運転させるものです。 
・ポイント①では横断歩道に立つ歩行者を認識し、車両を

自動停止させる。歩行者が去った後、車両の走行を自動

再開させる。 
・ポイント②では駐車車両を認識し、車両を自動停止させ

る。駐車車両が去った後、車両の走行を自動再開させる。 
・ポイント③では赤信号を認識し、車両を自動停止させる。

青信号になった後、車両の走行を自動再開させる。 
・本番走行をする場合は、走行前にその旨宣言してから自

動走行を開始する。 
 

表 1 イベントスケジュール 
3 月 23 日(土) 3 月 24 日(日) 

10:00 受付開始 9:00 受付開始 

10:30～

11:00 
開会式 

9:30～

10:30 
1st チャレンジ 

11:00～

12:30 

セッティング、プラク

ティス 

10:30～

11:30 
2nd チャレンジ 

14:00～

16:00 
1st チャレンジ 

13:00～

13:30 
表彰式 

16:00 終了 
13:45～

15:15 

パネルディスカッ

ション 

 

 
図 1 開会式 

 
図 2 走行コース 



 
 

 
図 3 信号認識 

 
＜2nd チャレンジ・制御精度部門＞ 

2ndチャレンジの制御精度部門では競技車両を既定のコ

ースに従って自動運転させ、所定の場所に停車させる位置

精度を競います。 
・交差点で赤信号を認識し、車両を自動停止させる。その

際、車両の前輪を停止線に出来るだけ近づける。 
・停止線－左前輪タイヤ中心線までの距離を測定し、リザ

ルトとする。 
・停止線をオーバーランしたら失格とする。 
・各チーム２トライまでを有効なリザルトとし、より良い

リザルトを比較し最終的な優劣を競う。 
 

＜チーム紹介＞ 
・カーナンバー１：チーム「kaggler-lya」 

チーム代表：横尾 修平（筑波大学大学院） 
チーム人数：2 名 
AI エッジコンテスト：セグメンテーション部門 1 位、 
オブジェクト検出部門 3 位参加理由：コンテストに参加

することで自動運転に関する知識を得るため。苦労した

点：カートの制約などもあり、オンラインでは可能だっ

たことでも実車ではダメになったりする時がある事が

大変で、Autoware のどこをいじると変わるのかなど、

探り探り行っていた。 
 
・カーナンバー2：チーム「WARRIORS」 
チーム代表：Miao Zhang（浙江大学）  
チーム人数：3 名 
AI エッジコンテスト：オブジェクト検出部門 2 位 
※海外からの参加チーム。参加理由：興味があり様々な

大会に出ていたところ、今回 AI エッジコンテストで上

位に入賞したところ、この大会に招待されたため。苦労

した点：中国から来たため事前にハードなどが手に入ら

ず、準備をすることができなかったことが大変だった。 
 
 
・カーナンバー3：チーム「MTLLAB」 
チーム代表：谷合 廣紀（東京大学大学院） 
チーム人数：3 名 
AI エッジコンテスト：セグメンテーション部門 2 位参

加理由：もともと画像処理が好きでほかの大会にも参加

していて、今回 AI エッジコンテストで上位に入賞した

ため。苦労した点：最初の時点では Autoware に触った

ことがなかったため、ゼロからのスタートだったことや、

実際に動かす際の環境設定が大変だった 
 

・カーナンバー４：チーム「r488it」 ※特別枠 
チーム代表：呉 澤（会社員）  
チーム人数：3 名 
AI エッジコンテスト セグメンテーション部門 7 位、 
オブジェクト検出部門 7 位参加理由：自分の力を試すた

め。苦労した点：PC の性能やセンサー、カメラなどハ

ードの面が大変だった。 
 

4. 競技結果 
＜1st チャレンジ＞ 

初日はどのチームも最初の 1 時間は Waypoint の取得や

設定最適化の調整作業に集中、本番走行をするチームは無

かった。その後、1 番最初に 4 号車が本番を宣言し、歩行

者認識と車両の認識はクリアしたが、信号の色を認識する

ことができなかったため完走とはならなかった。他チーム

ではギャラリーを誤認識し止まってしまうなどのミスや

信号の色が認識できないなどのミスがあり、初日完走は出

なかった。 

 
図 4 ミスが起きた場所 

 
2 日目は始まってすぐにチーム「MTLLAB」が歩行者、

車両認識を危なげなくクリアし、信号が赤信号→青信号の

切り替わりの時の認識で少し反応が遅れたもののクリア

し初完走となった。その後他チームも挑戦するも、曇り模

様の前日と異なりかなり天気が良かったためか、信号の色

認識でトラブルが発生するチームが多く、チーム

「MTLLAB」以外に完走するチームは出なかった。 



 
 

 
図 5 完走記念撮影 

 
＜2nd チャレンジ＞ 

 2 日目は強い風が吹いていたため、風が与える影響を考

慮して各チーム微調整を行っていた。最初にチーム「r488it」
が 125cm を記録し、暫定トップとなる。次にチーム

「kaggler-lya」が挑戦し、結果は 175cm で暫定 2 位となっ

た。チーム「MTLLAB」は 1st トライで停止線をオーバー

し失敗、チーム「WARRIORS」は信号を認識できず失敗と

なった。その後、各チーム2ndトライを行い、チーム「r488it」
は 29.5cm を記録し、1st トライの記録を更新。その後、す

ぐに 3rd トライを敢行し、2cm に記録を更新したがこれは

参考記録となる。チーム「MTLLAB」が 2nd トライを行い、

63cm を記録。暫定 2 位につける。その後、すぐに 3rd ト

ライを敢行し、0cm という参考記録ながら大記録を達成し

た。その後、チーム「kaggler-lya」・チーム「WARRIORS」
が 2nd トライを行うも、それぞれオーバーラン・信号認識

失敗となった。全チーム 2nd トライ終了時点でチーム

「r488it」が最高記録をマークしていたが、当該チームは

特別枠での参加であったため、次点のチーム「MTLLAB」
が繰り上げで本競技の勝者となった。 
 

表 2 2nd ステージ結果 

 
 

 
図 6 計測の様子 

 

 
図 7 表彰式 

 
5. パネルディスカッション 

テーマ:AI と自動運転が切り拓く未来のモビリティー社会 
AI はモビリティー社会をどう変える？課題は？ 

登壇者：東京大学 松尾豊氏、トヨタ・リサーチ・インス

ティテュート・アドバンス・デベロップメント/
トヨタ自動車 鯉渕健氏、東京大学/ティアフォ

ー 加藤真平氏、本田技術研究所 杉本洋一氏、

日産自動車 土井三浩氏。モデレータは自動運転

ラボの下山哲平氏 
 
パネルディスカッションではでは主に自動運転の起こす

事故や安全性の基準設定について、自動運転の世の中にも

たらす価値や影響、自動運転車に乗っている際のサービス

についてなどの議論がなされました。 
その中で私が特に気になったものは自動運転の世の中に

もたらす影響や価値についてです。 
自動車の自動化には 2 種類あり、1 つ目は安全や渋滞の緩

和のために個人が所有している自動車が自動化されるこ

と、2 つ目はタクシーやバスなどの企業が所有し私たちが

利用する車両が自動化されることです。 
現状では地方に行くとタクシー、バス、公共交通機関がな

いところもあるので，自動運転の車両が 365 日・24 時間

稼働していれば、それは新たな労働力になり、移動にかか

るコストも現在の 1/10 程度になるそうです。これによっ

て、どの地域においても、また自動車を運転できない子供

や高齢者も安く自由に移動できるようになり、非常に便利

になると感じました。 
私自身も，最寄駅から自宅までの公共交通手段は，休日の

昼にはバスが 1 時間半に 1 本程度しかないため，タイミン

グが悪いときは駅でバスを長時間待つこともタクシー利

用で学生の私にとっては高い料金を払うことももったい

ないと感じ、1 時間近くかけて徒歩で帰っています。しか

し、今回のディスカッションであった自動運転のタクシー

などが実現し料金が 1/10 になれば利用しやすくなるため，

時間を有効に使うことができるのではないかと期待を持

つことができました。 
 
 

カーナンバー チーム名 1st トライ 2nd　トライ 参考記録
1 kaggler-lya 175cm +130cm

2 WARRIORS 停止せず 停止せず

3 MTLLAB +73cm 63cm 0cm

4 r488it 125cm 29.5cm 2cm



 
 

6. まとめ 
今回の自動運転 AI チャレンジの取材ではこれから必要

になる自動運転の技術者の育成を目的としたイベントと

して大変良いものだったと思っています。これからの未来

自動運転が実際に来た時、どのようにするべきか考えさせ

られるいい機会になりました。 
またイベントとしては学生が課題に直面するたびに修

正を行い走らせるなど、面白いものとなっているのでとて

もおすすめのイベントです。 
 

 
図 8 自動運転 AI チャレンジのスポンサー 
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