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（１）国際的に信頼される効果評価方法の確立
－ハイブリッドシミュレーション

 
－車両ＣＯ２排出量推計モデル

－プローブによるＣＯ２モニタリング

 
－交通データ基盤の構築

－ＣＯ２排出量推計技術の検証

 
－国際連携

（２）自動運転・隊列走行に向けた研究開発
①要素技術開発研究分野
－隊列形成：位置認識技術、隊列管理技術
－車線保持制御：白線認識技術、操舵制御装置、制御アルゴリズム
－車間距離維持制御：車車間通信技術、車間距離検出技術、

車間距離制御アルゴリズム
－障害物との衝突回避制御：障害物検出技術、

レーンチェンジ制御技術、非常ブレーキ制御技術
－先頭車追尾制御：先頭車認識技術

エネルギーITSプロジェクト

研究開発取組内容



（２）自動運転・隊列走行に向けた研究開発（つづき）
②個別要素技術テーマ
－フェイルセイフ技術
－走行制御技術：走行制御アルゴリズム、隊列形成アルゴリズム
－位置評定技術：高精度地図作成、位置評定技術
－白線認識技術
－車車間通信技術
－車両認識技術：前方車両認識、割り込み車認識
－エコ運転制御技術

③自動運転・隊列走行時の実用化技術
－安全性・信頼性の向上技術
－車間距離維持性能の向上技術
－ロバスト性の向上（車線維持制御、車間距離制御、障害物認識）
－HMI：人間（ドライバ）への情報提供、機械系と人間系の連携



2.2.
 

研究開発内容、研究体制、実施計画研究開発内容、研究体制、実施計画

2.1.2.1.
 

研究開発内容研究開発内容

都市圏規模と狭い地域の各交通流

 
シミュレーションモデルを組み合わ

 
せ、推計結果の信頼性を高める技

 
術の開発

①ハイブリッドシミュレーション

シミュレーションに使用するCO2排出

 
量を、プローブ情報（走行中の自動

 
車が収集する交通情報）の活用で推

 
計する技術を開発

③プローブによるCO2モニタリング

車両からのCO2排出量を高精度に推

 
定する手法の開発

②車両CO2排出量推計モデル

散在する交通関連データをシミュ

 
レーションで利用できるように、検索、

 
加工する技術の開発

④交通データ基盤の構築 ⑤CO2排出量推計技術の検証 ⑥国際連携

実際の路上調査などにより、シミュ

 
レーションの推計結果の精度を検証す

 
る技術の開発

各国の効果評価方法がバラバラになら

 
ないよう、各国の専門家と定期的な会

 
合を開催する等、情報交換を実施
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【出典：NEDO省エネルギー技術フォーラム2012資料】

国際的に信頼される効果評価方法の確立



①ハイブリッド
シミュレーション
モデル (ITL)

②CO2排出量
推計モデル(JARI)

④交通データ基盤

 の構築 (東大)

③プローブによる

 CO2モニタリング
技術 (ITL)

⑤CO2排出量

推計技術検証
(三者共同)

欧州 米国

日本

⑥国際連携による効果評価手法
の相互認証（三者共同）

論議

満足すべき要件の共同技術レポート化

（国際的に信頼される評価方法の確立）

「効果評価ツールの開発」と「国際的な合意形成」の関係

【出典：NEDO省エネルギー技術フォーラム2012資料ベースに作成】



②車線保持制御
・白線認識技術
・操舵制御装置
・制御アルゴリズム

②車線保持制御
・白線認識技術
・操舵制御装置
・制御アルゴリズム

③車間距離維持制御
・車車間通信技術
・車間距離検出技術
・車間距離制御アルゴリズム

③車間距離維持制御
・車車間通信技術
・車間距離検出技術
・車間距離制御アルゴリズム

④障害物との衝突回避制御
・障害物検出技術
・レーンチェンジ制御技術
・非常ブレーキ制御技術

④障害物との衝突回避制御
・障害物検出技術
・レーンチェンジ制御技術
・非常ブレーキ制御技術

①隊列形成
・位置認識技術
・隊列管理技術

⑤先頭車追尾制御
・先行車認識技術

⑤先頭車追尾制御
・先行車認識技術

・

 
安全性・信頼性の向上

・

 
車間距離維持性能の向上

・

 
ロバスト性の向上

２．１．研究開発内容２．１．研究開発内容
◆車間距離４ｍでの隊列走行を実現する自動運転技術を開発するとともに隊列走行の実用化に繋げる
ため、実験車を開発し、システムの性能および安全性、信頼性の検証をおこなう。

【出典：NEDO省エネルギー技術フォーラム2012資料】

自動運転・隊列走行技術の研究開発



エネルギーITSプロジェクト成果総括（その１）

１．「国際的に信頼される効果評価方法の確立」の成果
－自動車の走行状況から、交通を考慮した面的なCO2排出量の

シミュレーションが可能となり、CO2削減効果を定量的に

評価するツールが構築された。
－交通シミュレーション結果を実際の交通現象と比較し、

シミュレーション技術の正当性を実証した。さらにその結果を、
国際的なデータベースとすることにより、世界レベルでの
交通シミュレーション技術を構築した。

－国際的に日本の交通シミュレーション技術が信頼される
効果評価方法として認知され、交通研究のレベル向上
に貢献した。

－交通シミュレーション技術を駆使し「マクロ－メソ－マイクロ」
が連動する中域・広域のトラフィックスコープ（交通状況の
“見える化”、交通予測等）が構築された。



２．「国際的に信頼される効果評価方法の確立」研究開発の意義
－交通研究は、ITSの基盤となる要素技術である。今回の

プロジェクトでITSの基盤として交通研究開発の重要性
が再認識され、“街づくり”など次世代ITS推進に交通研究が

有効であることが示された。
－自動車の移動現象である交通について、シミュレーションにより

交通現象を“見える化”する技術が構築された。

－日本国内のみならず、欧米と合意して交通シミュレーション
関係者の“バイブル”的レベルの技術として構築した。

－”Open ITS to the Next”（2013年東京ITS世界会議テーマ）

 

のように、
次世代社会を構築するITS技術として、交通の視点から
“街づくり”や交通予測等に貢献し、また、ビジネス分野に

利用できるポテンシャルを持つことを実証的に示した。



エネルギーITSプロジェクト成果総括（その２）

１．「自動運転・隊列走行に向けた研究開発」の成果
－最先端の制御技術、認識技術、情報通信技術、システム技術

等を駆使して、最新の自動運転・隊列走行技術が構築された。
－実用化を視野に入れて通信による車間距離制御(CACC)技術が、

世界をリードする日本の技術として構築された。実用化を
視野に入れて様々な角度から研究開発が行われ、世界
レベルの自動運転・隊列走行システムが構築された。

－要素技術開発研究が促進され、個別技術が自動車技術や
モビリティ向上、スピンアウト技術として完成し、ビジネスに
つながる可能を示した。

－ITS全体構想に示されたロードマップの自動運転技術が

現実化できるレベルに完成し、また、未来の自動車社会の
夢の実現可能性を示した。



２． 「自動運転・隊列走行に向けた研究開発」の意義

－自動運転・隊列走行の研究開発により、自動車技術と
情報通信技術の融合が促進され、各要素技術がレベルアップ
し、安全など自動車技術の向上が図られた。

－研究開発のスピンアウト技術が、現在の自動車技術へ適用され、
“ぶつからない車”、“安全運転支援”、“レーンキーピング”、
“エコ運転”、“自動ブレーキ“等自動車のイノベーションや

ビジネス創出に貢献している。
－交通社会のイノベーションを図るITS技術として要素技術が

具体化され、次世代モビリティにつながる技術シーズが
創出された。

－日本の先進技術として、世界をリードできる技術レベルに
完成した。特に日本のシステムは、実用化を目指し、HMIや
社会的受容性、機械系と人間の役割分担等の検討を行い、
現実的、多角的に研究開発が進められており、世界で開発
されている自動運転・隊列走行技術と比べ実現性のある
システムとなっている。



今後の展開と社会への還元

◆国際的に信頼される効果評価方法の確立（案）

－ITSは地域ITSのステージに入り、トップダウンのコリドープロジェクトから、

市民目線でボトムアップ的に提案する、次世代モビリティ構築のステージに
入っている。

－自動車が行き渡り、交通事故、渋滞、CO2削減は今後も取り組むべき課題

であり続ける。他方、高齢化、少子化が進みモビリティへの影響も大きい。
東日本大震災の影響で、環境・エネルギー、レジリエントな社会への貢献が
求められおり、今回の交通研究の成果適用が期待される。

－今回のプロジェクトで確立した交通シミュレーションを、次世代社会構築の
ツールとして実際に活用し完成度を更に高めることが期待される。
具体例；
・自治体都市計画の交通政策等に交通シミュレーション技術を活用
・新たな環境・エネルギー政策等に交通シミュレーション技術を活用
・交通研究、交通シミュレーション技術の伝承
・ITSインフラ設備の更新時期に差し掛っており、今回の交通研究開発の成果を活か

した効率的な次世代交通の構築
・交通研究の更なる普及・啓発のツールとして貢献



今後の展開と社会への還元（つづき）

◆自動運転・隊列走行に向けた研究開発（案）
－実用化に向けたシステムの玉成

・全体システムの実用化課題の更なる抽出：気象条件、道路条件、etc
・システムの信頼性・安全性（フェイルセイフ）向上：“いじわるテスト”等
・ドライバの精神負担・運転心理の研究：ワークロード、HMI

－実用化事例の積み上げ
・専用道事例の事例拡大
・物流事業への具体的適用

－社会的受容性検討のための実用化事例拡大
・自動運転・隊列走行実用化特区設定
・公道・専用区間の自動運転・隊列走行の実証
・道路管理車用運転支援
・公共交通への適用
・車間距離制御付き速度制御システムへの適用拡大
・安全運転支援システムへの適用拡大
・物流システムへの実際運用
・ドライバの受容性の検討



今後の展開と社会への還元（つづき）

－機械と人間の役割分担の明確化
・自動運転・隊列走行のドライバ主権の検討

－自動運転・隊列走行に関する認知・普及活動
・自動運転・隊列走行デモ公開
・試乗体験機会拡大
・ユーザーニーズの更なる発掘

－4台以上隊列走行の可能性検討
・台数が増えた場合の技術的課題の洗い出し検討

－スピンアウト技術の更なる実用化検討
・参加各社による技術適用ビジネスモデル提案
・国際的な技術ビジネス展開の検討

－乗用車への展開
・乗用車へ組み込み安全等への技術波及貢献の提示
・トラックから乗用車へのシステム移転の課題等の検討

－2013年ITS世界会議の活用
・次世代モビリティのアイディア提案

－海外展開を視野に入れた検討
・国際展開を視野にいれた国際連携

－法的バリア、更なるプロジェクト推進組織の検討



目＝認識 脳＝判断 判断ー操作ー運転

視覚・聴覚・嗅覚・触角・味覚（五感）＋経験・勘

“見る”
・走行環境認識技術
・位置認識技術

目

障害物：歩行者・建物等
走行ルート：運転ルート
白線・中央線・路肩等道路情報

クルマ “走る・曲がる・止まる”＋“つながる”
・ブレーキ制御

・車両制御技術
・走行制御技術
・ハンドル制御

・エンジン制御技術：出力
・排気ガス
・燃費
・車両制御技術
・走行環境・道路環境情報取得技術
・省エネ運転制御技術

判断

・移動目的
・運転
・機械/人間役割分担
・HMI、ドライバモニタ
・運転行動把握、etc

クルマの運転と自動運転GPS

世界で研究開発中の

先進技術！

“ドライバ”

・車車間通信技術
・車間距離制御技術



GMの自動運転への挑戦と未来交通社会
－2011年ITS世界会議オーランド－



GMが描く未来の自動車社会
－2011年ITS世界会議オーランド－

ITSで夢のある

自動車社会の実現！

【自動運転】 【自動給電システム】

【未来都市イメージ】



GMが描く未来の自動車社会
－2011年ITS世界会議オーランド－

【自動運転・隊列走行】
【自動衝突防止】

【自動駐車】

【緊急車両優先システム】

未来社会を実現する

多様なITS技術

【2011年東京MS】



【資料提供：ITS Japan】

ITS Japanの将来ビジョン（一部）


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	2.　研究開発内容、研究体制、実施計画
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18

