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【表紙写真】
（左上）経済産業省・国土交通省では，新東名高速道路の遠州森町PA～浜松SA（約15ｋｍ）に
おいて，後続車の運転席を実際に無人とした状態でのトラックの後続車無人隊列走行技術が
実現されました．今後，トラックドライバーの不足や高齢化，燃費の改善など物流業界が直面
する課題の解決に向けての進展が期待されます．� （写真提供：経済産業省）
（左下）国土交通省が事業を進めていました中部横断自動車道（富沢～六郷）のうち，南部IC～
下部温泉早川 IC間（延長約13.2km）が開通しました．これにより，中部横断自動車道山梨～静
岡間が全線開通することとなりました．この開通による時間短縮，高規格道路ネットワークの形
成により，清水港へのアクセス向上，企業立地の進展，地域雇用の創出，広域周遊観光ルートの
形成による観光振興などの効果が期待されます．�（写真提供：国土交通省甲府河川国道事務所）

（右上）西武鉄道は2021年7月1日から，武蔵野市と府中市を結ぶ西武多摩川線で，自転車をその
まま列車に持ち込める「サイクルトレイン」の実証実験を始めました．9月末までの3か月間に渡
り実証実験を実施し，トラブルや混乱もなく，安全にご利用いただけることが確認できたため，
10月１日から利用時間を延長し，本実施に移行しました．利用者の利便性向上，自然環境・地球
環境に配慮した移動手段の提供が期待されます．� （写真提供：西武鉄道株式会社）
（右下）東日本旅客鉄道株式会社などは，都内でドローンを使った食事配達の実証実験を行いまし
た．都内の有人地域での実験は初となります．ピザなど温かい料理を入れた専用ケースを抱えて飛
び立ち，約50メートル離れた利用者のいる広場に宅配しています．各社はアフターコロナにおける
物流変革を見据えて実用化を目指し，検討を進めています．�（写真提供：東日本旅客鉄道株式会社）
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