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Ｐ０８０１８ 

 

平成２１年度実施方針 

 

省エネルギー技術開発部 

１．件 名：プログラム名 エネルギーイノベーションプログラム 

         大項目 エネルギーＩＴＳ推進事業 

 

２．根拠法 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第１項第一号のハ 

 

３．背景及び目的・目標 

（１）背景及び目的 

運輸部門のエネルギー・環境対策は自動車単体に依存しており、京都議定書目標達成計画

ではＩＴＳ（Intelligent Transport Systems）を活用した交通流対策の貢献度は低い。経済

産業省がまとめた「次世代自動車・燃料イニシアティブ」の報告書（平成 19 年 5 月 28 日）

では、方策の一つとして「世界一やさしいクルマ社会構想」を打ち出し、ＩＴＳをキーとし

た低炭素社会の実現を提唱している。また、同省の「自動車の電子化に関する研究会」にお

いて、省エネルギーに資するＩＴＳ技術に取り組む技術開発プログラムとして「エネルギー

ＩＴＳ構想」が提案されている。 

本プロジェクトは、省エネルギー効果の高いＩＴＳを、運輸部門のエネルギー・環境対策

として位置づけ、「物流効率倍増を目指す自動制御輸送システム」及び「渋滞半減を目指すク

ルマネットワーク化社会システム」の実現を目指すものである。 

このため、早急（2008 年～2012 年）な取り組みとして、自動運転・隊列走行の要素技術確

立と、国際的に信頼される CO2 削減効果評価方法の確立に関する研究開発を実施する。 

 

（２）研究開発の目標 

最終目標として、自動運転・隊列走行の要素技術確立と、国際的に信頼される効果評価方

法の確立を目指す。 

［委託事業］ 

研究開発項目①「協調走行（自動運転）に向けた研究開発」 

中間目標（平成２２年度） 

１）最高速度 40km/h で、交差点を含む模擬市街路を単独で走行する自動運転プロト実験

車を開発 

２）大型トラック３台隊列で時速 60km/h、車間距離 10m 以下で走行可能な隊列走行プロ

ト実験車を開発 

 

   最終目標（平成２４年度） 

１）最高速度 60km/h で、交差点を含む模擬市街路を非自動運転車及び自動運転車混在で

走行する自動運転車を開発 
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２）非自動運転車が混在する走行環境下において大型トラック３台隊列で時速 80km/h、

車間距離 10m 以下で走行可能な隊列走行実験車を開発 

 

研究開発項目②「国際的に信頼される効果評価方法の確立」 

中間目標（平成２２年度） 

１）CO2 排出量推計技術及びデータウェアハウスのプロトタイプ開発完了 

   最終目標（平成２４年度） 

１）国際的に信頼される効果評価手法を確立し、技術報告書を内外に発信 

 

４．実施内容及び進捗状況 

名城大学理工学部教授 津川 定之氏をプロジェクトリーダー（全体統括）とし、東京大学

生産技術研究所教授 須田 義大氏（研究開発項目①を担当）及び東京大学生産技術研究所教

授 桑原 雅夫氏（研究開発項目②を担当）をサブプロジェクトリーダーとして、以下の研究

開発を実施した。 

 

４．１ 平成２０年度（委託）事業内容 

 

（１）研究開発項目①「協調走行（自動運転）に向けた研究開発」 

① 全体企画、実証実験および評価 

自動運転・隊列走行に関する国際シンポジウム・ワークショップ及び海外技術調査を実

施すると共に、システムの基本コンセプトとロードマップを策定した。 

また、実証実験車のプロトタイプ製作に向けて、車両の購入と制御機器の設計・製作を

行った。 

 

② 自律走行技術、周辺協調走行技術の開発 

②-1 自律走行技術の開発 

プロトタイプ実験車の車両運動モデル、自律走行制御モデル、車両ヨー角推定アルゴリ

ズム及び自律走行制御シミュレータの基本設計を行った。 

また、自動操舵制御・速度制御の要求仕様の策定、安全性・信頼性に関する開発目標値

の策定、機能評価用車両制御コントロール装置の設計・製作・評価、システムオペレーシ

ョンソフト設計、及び自動操舵装置の製作・評価等を行った。 

 

②-2 走行環境認識技術の開発 

パッシブ方式センサ利用認識技術について技術整理と仕様策定を行い、区間線認識アル

ゴリズム及び歩行者認識アルゴリズムの基本アルゴリズムの設計・評価と、投光式高速ビ

ジョンセンサの原理確認試作機の製作・評価及びセンサの目標性能・最適構成の整理を行

った。 

アクティブ方式センサ利用認識技術について技術整理と仕様策定を行い、レーザレーダ

による区画白線認識技術のセンサの最適制御方法の確立と、隊列走行用車間距離検出シス

テムの車間距離検出アルゴリズムの開発及びプロトタイプ装置の製作を行った。 
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センサフュージョン技術について技術整理と仕様策定を行い、車両周辺の道路・立体物

検出技術に関する高精細リアルタイムステレオカメラ及び道路・立体物検出アルゴリズム

の開発と、車両周辺の障害物の運動推定と軌道予測技術に関するスキャンレーザレンジフ

ァインダの基礎評価及び移動体軌道予測基礎アルゴリズムの開発を行った。 

また、車載型白線認識装置の製作と評価を行った。 

 

②-3 位置認識技術の開発 

位置認識技術に関する要求仕様を検討し、仕様整理を行った。 

また、３次元道路電子地図データの要求仕様整理とリアルタイム自己位置標定技術の要

求仕様整理・実現方式の策定、自車位置推定基本アルゴリズムの設計、自車位置推定の高

精度化の予備検証、カメラ・距離センサ位置推定の基礎検証、及び３次元空間地図曲線の

仕様策定と３次元空間地図曲線生成の検証を行った。 

 

②-4 車車間通信技術の開発 

高信頼性車車間通信技術に関する通信シミュレーションとトラックを用いた電波伝搬試

験、アドホック車車間通信技術に関する技術要件の抽出、及び高速暗号・高速認証技術に

関する車車間通信・セキュリティアルゴリズム速度調査とセキュリティ速度試験を行った。 

 

②-5 自動運転・隊列走行技術の開発 

隊列走行制御の要求仕様策定と隊列走行システムの基本設計を行うと共に、隊列走行制

御アルゴリズムと隊列走行制御モデルの設計、隊列走行シミュレータの製作、隊列形成ア

ルゴリズムの基本仕様策定、レーンチェンジ目標走行軌跡生成アルゴリズムの設計、及び

システム故障時対応アルゴリズムの機能混在時の走行シナリオ整理を行った。 

また、自動運転制御の要求仕様策定と自動運転システムの基本設計を行うと共に、自動

運転制御アルゴリズムと自動運転制御モデルの設計、最適経路決定手法のための基礎デー

タ計測、衝突防止制御技術の海外技術調査、運転行動実験とドライバ運転行動基礎解析・

整理、及び自動運転車－非自動運転車の交差点走行アルゴリズムの要件抽出・整理と基本

仕様策定を行った。 

 

②-6 省エネ運転制御技術の開発 

隊列走行の省エネ効果調査、燃料消費量マップ・走行抵抗分変化時の燃費計測及び実走

行時の CO2 排出量計測を行った。 

また、運転者のエコドライブ運転行動解析、省エネ目標速度生成アルゴリズムの仕様策

定と省エネ運転速度制御モデルの基本仕様・構成の策定、自動運転車どうしの交差点走行

制御アルゴリズムの要件抽出・整理・基本仕様策定、及び CO2 最小化経路生成アルゴリズ

ムの要件抽出・整理とシステム構成・要求仕様策定を行った。 

 

（２）研究開発項目②「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技術開発 

ハイブリッド交通流シミュレーションフレームワーク理論の検討を行った。また、CO2
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排出量推計モデルとの連携技術について、要件整理と広域シミュレーションの試行を行っ

た。 

 

② プローブによる CO2 モニタリング技術の開発 

インフラセンサデータとの融合技術の開発を行った。また、CO2 排出量推計モデルと連

携するための要件整理、信号制御でのプローブ情報の活用可能性の検討を行った。 

 

③ 車両メカニズム・走行状態を考慮した CO2 排出量推計モデル 

通常エンジン搭載車単体の CO2 排出量モデルの作成を行い、ミクロ交通流シミュレーシ

ョンモデルと結合するための検討を行った。 

 

④ 交通データ基盤の構築 

多様な交通関連データに関するデータ特性を整理し、汎用性の高いデータ構造を提案し

た。また、国際的なデータウェアハウス構築のための課題整理と枠組み構築を行った。 

 

⑤ CO2 排出量推計技術の検証 

交通流シミュレーション、プローブによる CO2 モニタリング技術、及び CO2 排出量モデ

ル等に関する検証方法や設定条件の検討を行った。 

 

⑥ 国際連携による効果評価手法の相互認証 

欧州との国際連携体制の整備を行った。また、交通シミュレーション及び CO2 モニタリ

ングに関する出力要件と仕様の整理を行った。 

 

４．２ 実績推移 

 ２０年度 

実績額推移 （百万円） ８０８ 

特許出願件数（件） ０ 

論文発表数（報） ８ 

フォーラム等（件） ２ 

 

５．事業内容 

名城大学理工学部教授 津川 定之氏をプロジェクトリーダー（全体統括）とし、東京大学

生産技術研究所教授 須田 義大氏（研究開発項目①を担当）及び東京大学生産技術研究所教

授 桑原 雅夫氏（研究開発項目②を担当）をサブプロジェクトリーダーとして、以下の研究

開発を実施する。実施体制については、別紙を参照のこと。 

 

５．１ 平成２１年度（委託）事業内容 

 

（１）研究開発項目①「協調走行（自動運転）に向けた研究開発」 
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① 全体企画、実証実験および評価 

平成２０年度に引き続き、自動運転・隊列走行に関するワークショップ及び海外技術調

査を実施する。 

また、平成２０年度に購入した車両を改造し、自動運転実験車と隊列走行実験車のプロ

トタイプを製作すると共に、プロトタイプ実験車を用いて、自動運転・隊列走行のための

各要素技術の機能・性能試験を開始する。 

 

② 自律走行技術、周辺協調走行技術の開発 

②-1 自律走行技術の開発 

プロトタイプ実験車の車両運動モデルと自律走行制御モデルの詳細設計を行う。 

また、安全性・信頼性に関する基準原案作成、フェイルセーフ車両制御コントロール装

置の製作・評価、操舵角度検出装置の設計、自動ブレーキ制御装置の設計、及び車輪速度

センサのインタフェース装置の設計・製作を行う。 

 

②-2 走行環境認識技術の開発 

パッシブ方式センサ利用認識技術について、道路情報を利用した統合型認識アルゴリズ

ムを開発すると共に、ステレオ画像による歩行者認識アルゴリズムの詳細設計、投光式高

速ビジョンセンサの自動運転・隊列走行用センサとしてのアルゴリズム改良を行う。 

アクティブ方式センサ利用認識技術について、白線認識装置の原理機の製作・評価を行

うと共に、車間距離検出アルゴリズムの詳細設計と実車走行評価を行う。 

センサフュージョン技術について、道路・立体物検出基本アルゴリズムとスキャンレー

ザレンジファインダからのデータを用いた道路・立体物検出フュージョンアルゴリズムの

開発、道路・立体物検出データと３Ｄ道路地図データを利用したマップマッチングアルゴ

リズムと障害物認識アルゴリズムの開発を行う。 

また、白線画像認識装置の道路情報を用いたソフト改良と、総合走行環境認識装置の開

発を行う。 

 

②-3 位置認識技術の開発 

平成２０年度に策定した位置認識技術の仕様について、見直しを行う。 

また、リアルタイム自己位置標定装置と走行データ生成装置の開発、自車位置推定基本

アルゴリズムの検証・問題点整理、実験コースの目標走行路軌跡関数ソフトの設計、自車

位置標定アルゴリズムと目標走行路軌跡生成アルゴリズムを実装した位置認識装置の設

計・製作を行う。 

 

②-4 車車間通信技術の開発 

車車間通信装置の制御ソフトの設計と、車両制御システム仕様に基づいた通信基本プロ

トコルの設計を行う。 

 

②-5 自動運転・隊列走行技術の開発 

隊列走行システムの詳細設計を行うと共に、隊列走行制御モデルの詳細モデル設計、隊
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列走行シミュレータのレーンチェンジ・合流等の機能追加、隊列形成システムの車両制御

コンピュータ用ソフトウェアの設計、レーンチェンジ目標走行軌跡生成アルゴリズムの性

能検証、及びシステム故障時対応アルゴリズムのシステム故障推定のための要件整理・基

本仕様策定を行う。 

また、自動運転システムの各制御ブロックの詳細設計を行うと共に、自動運転制御モデ

ルの詳細モデル設計、自動運転シミュレータの障害物回避等の機能追加、自動運転衝突防

止用目標操舵・目標速度生成アルゴリズムの基本制御アルゴリズムの設計、ドライバモデ

ルの基本設計、及び自動運転車－非自動運転車の交差点走行アルゴリズムの基本アルゴリ

ズムの開発を行う。 

 

②-6 省エネ運転制御技術の開発 

隊列走行の省エネ効果予測について、実車での隊列走行時の燃費計測を行う。 

また、運転者のエコドライブ運転行動解析の追加解析実験とドライバモデルベース省エ

ネ運転制御アルゴリズムの基本ドライバモデルの設計、省エネ運転速度制御モデルの基本

制御アルゴリズムの設計、及び交差点走行制御の基本アルゴリズムの設計を行う。 

 

（２）研究開発項目②「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技術開発 

ハイブリッド交通流シミュレーションフレームワーク理論の構築を行う。また、広域シ

ミュレーションモデルの開発に着手する。 

 

② プローブによる CO2 モニタリング技術の開発 

平成２０年度に引き続き、インフラセンサデータとの融合技術の開発を行うと共に、CO2

排出量推計を実現する技術の開発と高速道路や主要幹線道路についての推計を行う。また、

プローブデータのみから CO2 排出量推計に必要な交通量の情報を推定する技術の検討を行

なう。 

 

③ 車両メカニズム・走行状態を考慮した CO2 排出量推計モデル 

ハイブリッド車等についての CO2 排出量モデルの検討を行う。また、ミクロ交通流シミ

ュレーションの仕様検討、シミュレーション結果を用いた CO2 排出量推計を行う。 

 

④ 交通データ基盤の構築 

交通関連の多様なデータを収集すると共に、XML を用いたデータウェアハウスの構築を

開始する。 

 

⑤ CO2 排出量推計技術の検証 

平成２０年度に引き続き、交通流シミュレーション、プローブによる CO2 モニタリング

技術、CO2 排出量モデルについて、それぞれの検証方法や検証用データの検討を行う。ま

た、検証の試行と課題抽出を行う。 
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⑥ 国際連携による効果評価手法の相互認証 

欧州だけでなく北米の研究者も含めた国際共同研究体を組織し、国際的な議論を行う。

また、交通流シミュレーション、CO2 モニタリング技術による交通状態の出力仕様、及び

CO2 排出量推計モデルによる CO2 排出量の出力仕様を検討し、入力データと検証用データ

について、出力仕様を満足させるためのデータの量と質に関する整理を行う。 

 

５．２ 平成２１年度事業規模 

   エネルギー対策特別会計（需給）  １，０３６百万円（委託・継続） 

    （注）事業規模については変動があり得る。 

 

６．その他重要事項 

 

（１）運営・管理 

学識経験者及び施策関係者からなる技術委員会において、研究開発実施者による報告によ

り、事業の進捗状況について確認し、事業運営に反映する。 

 

７．スケジュール 

（１）本年度のスケジュール 

平成２１年３月上旬・・・部長会 

９月中旬・・・「エネルギーＩＴＳ推進事業」第３回技術委員会 

   平成２２年３月上旬・・・「エネルギーＩＴＳ推進事業」第４回技術委員会 

 

８．実施方針の改訂履歴 
（１）平成２１年３月、制定。 
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（別紙）事業実施体制の全体図 

 

「エネルギーＩＴＳ推進事業」実施体制 

 

（財）日本自動車研究所 
＜研究項目＞ 

 ①全体企画、実証実験および評価 

 ②自律走行技術、周辺協調走行技術の開発 

（独）産業技術総合研究所 
＜研究項目＞ 

 ②-1-2-2 安全性・信頼性に関する調査と開発目標値・基準の策定 

 ②-5-1-5 システム故障時対応アルゴリズムの開発 

 ②-5-2-5 自動運転車－非自動運転車の交差点走行アルゴリズム開発 

日本大学 
＜研究項目＞ 

 ②-1-1-1 制御に用いる車両のモデリングの設計 

 ②-5-1-4 隊列走行衝突防止用目標操舵および目標速度生成アルゴリズム開発 

 ②-5-2-3 自動運転衝突防止用目標操舵および目標速度生成アルゴリズム開発 

神戸大学 
＜研究項目＞ 

 ②-1-1-2 自律走行制御モデルと自律走行制御シミュレータの設計 

 ②-5-1-2 隊列走行の制御モデルとシミュレータの設計 

 ②-5-2-2 自動運転制御モデルとシミュレータの設計 

弘前大学 
＜研究項目＞ 

 ②-2-1-2 区間線認識アルゴリズムの開発 

 ②-2-1-3 歩行者認識アルゴリズムの開発 

 ②-2-4-1 白線画像認識装置の開発 

サブプロジェクトリーダー： 

 須田 義大（東京大学 生産技術研究所 教授） 

委託 

NEDO 技術開発機構 

プロジェクトリーダー： 

 津川 定之（名城大学 理工学部 情報工学科 教授） 

研究開発項目①： 「協調走行（自動運転）に向けた研究開発」 
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金沢大学 
＜研究項目＞ 

 ②-2-3-3 車両周辺の障害物の運動推定と軌道予測技術の開発 

大同信号（株） 
＜研究項目＞ 

 ②-1-3-2 フェイルセーフ車両制御コントロール装置の開発 

日産自動車（株） 
＜研究項目＞ 

 ②-2-1-4 投光式高速ビジョンセンサの開発 

（株）デンソー 
＜研究項目＞ 

 ②-2-2-2 レーザレーダによる区画白線線認識技術の開発 

東京工業大学 
＜研究項目＞ 

 ②-2-3-2 車両周辺の道路・立体物検出技術の開発 

三菱電機（株） 
＜研究項目＞ 

 ②-3-2 GPS利用の高精度自車位置標定技術の開発 

 ②-3-5 位置認識装置の開発 

 ②-4-4 高速暗号・高速認証技術の開発

日本電気（株） 
＜研究項目＞ 

 ②-3-4 3次元目標走行路軌跡生成技術の開発 

 ②-4-3 アドホック車車間通信技術の開発 

沖電気工業（株） 
＜研究項目＞ 

 ②-4-2 高信頼性車車間通信技術の開発 

 ②-4-5 車車間通信装置の開発 

慶應義塾大学 
＜研究項目＞ 

 ②-5-1-3 隊列形成システムの開発 

 ②-6-4 自動運転車どうしの交差点走行制御アルゴリズム開発 

 ②-6-5 CO２最小化経路生成アルゴリズムおよび CO２最小化経路生成システムの開発 

東京大学 
＜研究項目＞ 

 ②-3-3 全方位カメラによる位置認識技術の開発 

 ②-5-2-4 ドライバモデルによる危険判断アルゴリズムの開発 

 ②-6-2 ドライバモデルベース省エネ運転制御アルゴリズムの開発 
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東京大学 
＜研究項目＞ 

 ④交通データ基盤の構築 

 ⑤CO2排出量推計技術の検証 

 ⑥国際連携による効果評価方法の相互認証 

（株）アイ・トランスポート・ラボ 
＜研究項目＞ 

 ①ハイブリッドシミュレーション技術開発 

 ②プローブによるCO2モニタリング技術の開発 

 ⑤CO2 排出量推計技術の検証 

（財）日本自動車研究所 
＜研究項目＞ 

 ③車両メカニズム・走行状態を考慮したCO2排出量推計モデル 

 ⑤CO2 排出量推計技術の検証 

研究開発項目②： 「国際的に信頼される効果評価方法の確立」

サブプロジェクトリーダー： 

 桑原 雅夫（東京大学 生産技術研究所 教授） 

委託 


