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神奈川中央交通株式会社（本社：神奈川県平塚市、取締役社長：堀 康紀）は、２０２１年２月９日

（火）から３月５日（金）まで、横浜市栄区において中型自動運転バスの実証実験を実施します。 

本実証実験は、経済産業省・国土交通省の事業1を受託した国立研究開発法人産業技術総合研究所よ

り当社がバス運行事業者に選定され、実施するもので、自動運転バス実用化に必要な技術や事業環境

等の整備を目的として、最先端技術の検証に加え、地域内移動手段の可能性に関する調査を行います。

自動運転バスは移動手段の確保や事故防止、運転士不足の解消などに繋がると期待されていることか

ら、本実証実験を通じて自動運転バスの運行に関する知見を蓄積してまいります。 

 

＜実証実験概要＞ 

 実 施 期 間  ２０２１年２月９日（火）～３月５日（金） 

   ※土日祝日は実証実験を実施しません。 

   ※２月２２日（月）～２６日（金）は関係者試乗日のため、一般の方のご乗車はでき 

ません。 

             ※緊急事態宣言が延長された場合、宣言期間中の一般の方のご乗車はできません。 

   ※天候やその他理由により、実証実験の内容を変更・中止する場合があります。 

 

実 施 場 所         横浜市栄区内 

桂山公園バス停⇒庄戸バス停⇒上郷ネオポリスバス停⇒桂山公園バス停 

 ※下図記載のバス停に停車します（既存路線バス停同位置）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 高度な自動走行・MaaS 等の社会実装に向けた研究開発・実証事業：専用空間における自動走行などを活用した端末交通システムの社会

実装に向けた実証 

横浜市内の公道で「中型自動運転バスの実証実験」を 

２月９日（火）～３月５日（金）に実施 

～最先端の技術により自動運転バス実用化の可能性を検証します～ 

出典：地理院地図をもとに作成 



運 行 時 刻    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運 行 車 両 いすゞ自動車製中型バス「エルガミオ」をベースとした自動運転実験車両 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運   賃  無料 

 

 乗 車 方 法  ご希望の乗車時間に直接バス停までお越しください。 

各便定員 26 名の先着順のため、起点または途中バス停に関わらず、満席 

によりご乗車いただけない場合があります。 

 

そ の 他 自動走行の高度化に資する本実証実験関係各社の取り組みは以下リンクを

ご参照ください。 

    

・株式会社アークノハラ（ICT LED 電光掲示板） 

https://arc-nohara.co.jp/topicList/2021/02/01/106 

            ・株式会社 IHI（自動運転支援システム） 

https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2020/technology/20210201 

            ・コイト電工株式会社（信号灯色情報提供） 

http://www.koito-ind.co.jp/ 

             ・トーヨーケム株式会社（非光学式行動検知システム 「Fichvita®」） 

https://schd.toyoinkgroup.com/ja/news/2021/21020101.html 

            ・BOLDLY 株式会社 （自動運転車両運行プラットフォーム、個々の乗客の乗

降場所を判別するシステム） 

https://www.softbank.jp/drive/set/data/press/2021/shared/20210201_01.pdf 

【問い合わせ先】神奈川中央交通株式会社 バス案内センター  

0463-22-8833（平日 9:00～17:25） 

以 上 

 第 1 便 第 2 便 第 3 便 第 4 便 第 5 便 第 6 便 

桂山公園 09:30 10:30 11:30 13:40 14:40 15:40 

犬山 09:32 10:32 11:32 13:42 14:42 15:42 

庄戸入口 09:39 10:39 11:39 13:49 14:49 15:49 

庄戸 09:45 10:45 11:45 13:55 14:55 15:55 

庄戸入口 09:49 10:47 11:47 13:57 14:57 15:57 

西ヶ谷 09:55 10:53 11:53 14:03 15:03 16:03 

上郷ネオポリス 09:58 10:58 11:58 14:08 15:08 16:08 

西ヶ谷 10:00 11:00 12:00 14:10 15:10 16:10 

犬山 10:03 11:03 12:03 14:13 15:13 16:13 

桂山公園 10:05 11:05 12:05 14:15 15:15 16:15 

https://arc-nohara.co.jp/topicList/2021/02/01/106
https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2020/technology/20210201
http://www.koito-ind.co.jp/
https://schd.toyoinkgroup.com/ja/news/2021/21020101.html
https://www.softbank.jp/drive/set/data/press/2021/shared/20210201_01.pdf


自動運転バスの

実証実験を実施します

2021年 月 日（火）～3月5日（金）

桂山公園⇒庄戸⇒上郷ネオポリス⇒桂山公園

第１便 第２便 第３便 第４便 第５便 第６便

桂山公園 9:30 10:30 11:30 13:40 14:40 15:40

犬山 9:32 10:32 11:32 13:42 14:42 15:42

庄戸入口 9:39 10:39 11:39 13:49 14:49 15:49

庄戸 9:45 10:45 11:45 13:55 14:55 15:55

庄戸入口 9:49 10:47 11:47 13:57 14:57 15:57

西ヶ谷 9:55 10:53 11:53 14:03 15:03 16:03

上郷ネオポリス 9:58 10:58 11:58 14:08 15:08 16:08

西ヶ谷 10:00 11:00 12:00 14:10 15:10 16:10

犬山 10:03 11:03 12:03 14:13 15:13 16:13

桂山公園 10:05 11:05 12:05 14:15 15:15 16:15

備考
※記載バス停以外には停車いたしません。

※土日祝日は実証実験を実施しません
※2月22日（月）～26日（金）は関係者試乗日
のため、一般の方のご乗車はできません

※緊急事態宣言が延長された場合、宣言期間中の
一般の方のご乗車はできません

※天候やその他理由により、実証実験の内容を変更・
中止する場合があります

本実証実験は、経済産業省・

国土交通省の事業を受託した

国立研究開発法人産業技術

総合研究所より神奈川中央

交通がバス運行事業者に選定

され、実施いたします。

自動運転バスは移動手段の

確保や事故防止、運転士不足の

解消などにつながると期待されて

いることから、本実証実験を通じて

自動運転バスの運行に関する

知見を蓄積してまいります。
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■ 主要バス停（桂山公園・上郷ネオポリス）での整列位置

一般の路線バスと区別するため、以下の位置にお並びいただき、バスの到着をお待ちください。なお、感染症対策のため、
間隔をあけてお並びください。

※上記以外のバス停については、通常のバス停位置にお並びください

■ 乗車方法

乗車される際

・ 運転席横の画面をご覧いただき、認証画面を確認をしてから車内へお進みください。
・ 乗車後は安全のため、必ず座席にお座りください。
※満席（定員26名）の場合は、ご乗車いただけません。

降車される際

・ お降りの方がいらっしゃらない場合も、バス停では必ず停車いたします。
・ バスが停車し、扉が開いてから席をお立ちください。
・ 降車時は、中扉横の画面をご覧いただき、認証画面の乗車記録をご確認の上、お降りください。
・ 車内でのアンケートにご協力をお願いいたします。

■ 同意事項

以下、すべての項目に同意していただける方に限り、本実証実験にご参加いただけます。

１．遵守事項
本実証実験（以下、本実証）に参加される方 (以下、 参加者) には、以下の全ての事項を遵守していただきます。

【ご参加にあたって】
（１）参加者は自動運転バスに無料でご乗車いただけます。 ただし、本実証の参加に付随して発生する費用は各参加者の自己負担と

させていただきます(例： ご自宅から自動運転バス乗車バス停まで移動する際に発生する費用等)。
（２）本実証への参加は先着順となります。また、満席（定員26名）の場合ご参加いただけません。
（３）降車時に参加者ごとの乗車区間を表示する顔認証の実証実験※1を行いますのでご理解ください。
（４）本実証の記録と分析のため、ドライブレコーダー等で車内外の映像を録画させていただくことがあります。
（５）参加者はアンケート調査※2に是非ご協力ください。
（６）自動運転バス車内では、車内事故防止のため必ずご着席ください。
（７）新型コロナウイルス感染予防のため、本実証参加前のご自身での検温、乗車時のマスク着用や咳エチケット等感染予防対策にご協力

ください（車内入口には、手指消毒用アルコールを設置しております）。
（８）本実証に関するSNSへの投稿は特に制限はありませんが、他の参加者へのご配慮をお願いいたします。
（９）実験車両の構造上、車いすやベビーカー、幼児単独（6歳未満の保護者を伴わない）での参加はご遠慮ください。
（１０）参加者は各バス停にて自由に乗降でき、本実証を途中で辞退する場合は次のバス停で降車可能です。
【禁止事項】
（１１）本実証においては、緊急時を含め係員の指示や誘導に従ってください。係員の指示に従わない場合には、本実証への参加をお断り

いたします。
（１２）以下に該当する場合、本実証への参加をお断りさせていただきます。

a. 酒気を帯びていると認められるとき
b. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
c. 暴力団関係団体の関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき
d. 新型コロナウイルス感染予防のため、倦怠感や咳等の体調不良がある場合

（１３）乗車中の飲食はおやめください。
※1 顔の特徴点のデータから参加者の乗車バス停と降車バス停を照合し、乗車区間の把握に活用します。 個人情報保護の観点から取得した顔の特徴点データは当日限りの利用とし外部

サーバーへの保存は行いません。
※2 アンケートで得られたデータは、個人情報保護の観点から第三者が閲覧することができない状態で保管し、アンケート用紙は集計後廃棄いたします。

２．免責事項
（１）本実証は、事前の告知や同意なく中止や期間を短縮することがあります。
（２）出発時刻及び到着時刻は保証いたしません。走行ルートや乗車／降車場所を変更することがあります。
（３）故意の危険な乗車行為が発生した場合、一切の責任を負いかねますことをあらかじめご了承ください。

＜桂山公園＞
桂山公園バス停付近の
係員の指示に従ってお並
びください。

＜上郷ネオポリス＞
野七里テラス内に設置されたディ
スプレイにて空席情報をご確認い
ただき、野七里テラス前の交通標
識を先頭にお並びください。

神奈川中央交通株式会社 バス案内センター 0463-22-8833（平日9:00～17:25）


