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平成２２年度実施方針 

 

エネルギー対策推進部 

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１５条第１項第一号ハ 

 

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「自動運転・隊列走行技術の研究開発」 

中間目標（平成２２年度） 

１）大型トラック３台隊列で時速 80km 定常、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）一般の車が混在する走行環境下において大型トラック及び小型トラック合計４台隊

列で時速 80km 定常、車間距離 4m 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） 
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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（達成）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２０～２１年度（委託）事業内容 

 

 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、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、車両の購入・改造と制御機器の設計・製作を行い、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・性能試験を開始した。 

 

（２） 自律走行技術、周辺協調走行技術の開発 

 （a） 自律走行技術 

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った。 

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

装置の設計・製作・評価、自動操舵装置の設計・製作・評価、及び自動ブレーキ制御装置

の設計等を行った。 

 

 （b） 走行環境認識技術 

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、カメラ画像によ

る区間白線認識アルゴリズムの開発・評価、ステレオ画像による歩行者認識アルゴリズム

の開発・評価を行うと共に、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

び自動運転・隊列走行用センサとしてのアルゴリズム改良と白線認識性能調査を行った。 

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

による区間白線認識アルゴリズムの開発・評価を行うと共に、車間距離検出アルゴリズム

の開発・実車走行評価を行った。 

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、高精細リアルタイムステ

レオカメラと道路・立体物検出アルゴリズムの開発、道路・立体物検出アルゴリズムとス

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、及び道路・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った。 
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また、白線画像認識装置の製作・評価と総合走行環境認識装置の開発を行った。 

 

 （c） 位置認識技術 

位置認識技術に関する要求仕様を検討し、仕様整理・見直しを行った。 

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

アルゴリズムの設計・検証、実験コースの目標走行路軌跡関数ソフトの設計、及び自車位

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・

製作を行った。 

 

 （d） 車車間通信技術 

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。

また、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った。 

 

 （e） 自動運転・隊列走行制御技術 

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

デルの詳細設計、隊列走行シミュレータの製作、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設計・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設計を行うと共に、自動運転

制御モデルの詳細設計、自動運転シミュレータの製作、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った。 

 

 （f） 省エネ運転制御技術 

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、シャシ

ダイナモでの CO2 排出量計測を行い、隊列走行の実車での燃費計測を行った。 

また、運転者のエコドライブ運転行動解析、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った。 

 

 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・構築を行った。また、

CO2 排出量推計モデルとの連携技術に関する要件整理と広域シミュレーションの試行を行

い、広域シミュレーションモデルの開発に着手した。 
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（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と、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

るための要件整理と、信号制御でのプローブ情報の活用可能性の検討を行い、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と、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った。また、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、ミクロ交通流シミュレーションの仕様検討、及びシミュレーション結果を用い

た CO2 排出量推計を行った。 

 

（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の整理、汎用性の高いデータ構造の提案、及

び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。また、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し

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、検証用データの検討を行った。また、検証の試

行と課題抽出を行った。 

 

（６）国際連携による効果評価手法の相互認証 

欧州と北米との国際共同研究体を組織し、国際的な議論を行った。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と、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った。 

 

４．２ 実績推移 

 ２０年度 ２１年度 

実績額推移 （百万円） ８０８ １，０３１ 

特許出願件数（件） ０ ６ 

論文発表数（報） ２０ ５９ 

フォーラム等（件） ２ ０ 

 

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
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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２２年度（委託）事業内容 

 

 研究開発項目①「自動運転・隊列走行技術の研究開発」 

（１）全体企画、実証実験、評価 

平成２１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２１年度に製作した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・性能試験と走行実験を行う。 

 

（２）自律走行技術等の要素技術 

 （a） 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モデルを開発する。 

また、安全性・信頼性に関する目標仕様の作成、フェイルセーフ車両制御コントロール

装置と制御ソフトウェアの製作、自動ブレーキ制御装置の開発、及び隊列走行用ＨＭＩ装

置の設計・製作を行う。 

 

 （b） 走行環境認識技術 

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、白線認識のための投光式高速ビジョンセンサのアルゴリズム改良、

信号機の現示状態を認識する信号機現示状態認識アルゴリズムの基本設計を行う。 

アクティブ方式センサ利用認識技術について、白線認識装置の一次設計と製作・評価、

車間距離検出アルゴリズムの改良・実車走行評価を行うと共に、後側方の車両検出アルゴ

リズムの設計と装置の製作を行う。 

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

改良、障害物認識アルゴリズムの改良、及び交通流推定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変更を行う。 

 

 （c） 位置認識技術 

車載型ジャイロセンサと速度センサを用いた自車位置推定基本アルゴリズムの改良、実

験コースの３Ｄ地図作成、及び平成２１年度に設計した目標走行路軌跡関数ソフトの改良

を行う。 

 

 （ｄ） 車車間通信技術 

平成２１年度に設計した通信基本プロトコルの改良及び光学素子を用いた光車車間通信

の基本設計・製作を行う。 
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 （e） 自動運転・隊列走行制御技術 

平成２２年度に実施する隊列走行実験のための隊列走行システムの設計を行うと共に、

隊列走行用ドライバモデルの開発、隊列走行制御モデルの詳細モデル開発、隊列走行シミ

ュレータへのレーンチェンジ・合流機能等の追加を行う。また、隊列形成シーケンスの基

本設計を行い、これに基づいた隊列形成制御アルゴリズムと車両制御コンピュータ用ソフ

トウェアの製作を行う。また、レーンチェンジ目標走行軌跡生成アルゴリズムの詳細設計

を行う。 

 

 （f） 省エネ運転制御技術 

平成２１年度に引き続き、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

御アルゴリズムの設計、省エネ運転速度制御モデルの詳細設計と交通流適合速度制御アル

ゴリズムの基本設計、及びエコ走行状態を一般の走行車両に通知するエコ運転ＨＭＩの基

本設計・製作を行う。 

 

 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と広域都市圏シミュレーショ

ンモデルの構築を完了する。また、②「プローブによる CO2 モニタリング技術の開発」、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」との連携技術を確立し、

その内容をドキュメントとして整備する。 

 

（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プローブデータの融合技術及びプローブデータのみによる CO2

排出量推計手法の構築を完了する。 

 

（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 

交通流に対応した CO2 排出量を推計するソフトウェアのプロトタイプを完成させる。 

 

（４） 交通データ基盤の構築 

試行的な国際的データウェアハウスとして、ＩＴＤｂ（International Traffic Database）

の立ち上げを完了すると共に、ＩＴＤｂを使った利用頻度の高い分析を支援するソフトウ

ェアの作成を完了する。 

 

（５） CCO2 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、CO2 排出量モデル等

の検証を実施する際の条件整理と、各推計モデルや検証方法の課題分析を完了する。 

 

  （６） 国際連携による効果評価手法の相互認証 

EU等の関連研究プロジェクトの研究者と定期的な情報交換を行う体制の整備を完了する。
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また、国際的な議論の場を取り決め定期的に開催するすると共に、国際的なシンポジウム

を開催する。 

 

５．２ 平成２２年度事業規模 

   需給勘定  ８５８百万円（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）評価の方法 

ＮＥＤＯは、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意

義並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の中間評価を平成

２２年９月頃に実施する。 

 

（２）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。 

 

（３）複数年度契約の実施 

   平成２０～２１年度の契約を延長し、平成２０～２２年度の複数年度契約を行う。 

 

７．スケジュール 

（１）本年度のスケジュール 

平成２２年 ９月上旬・・・中間評価委員会「エネルギーＩＴＳ推進事業」（中間評価）分

科会 

１０月中旬・・・「エネルギーＩＴＳ推進事業」第６回技術委員会 

   平成２３年 ３月上旬・・・「エネルギーＩＴＳ推進事業」第７回技術委員会 

 

８．実施方針の改訂履歴 
（１）平成２２年３月２３日、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、評価 

 (2)自律走行技術、周辺協調走行技術 

（独）産業技術総合研究所 
＜研究項目＞ 

 (2)-ａ-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)-ｅ-1-6 自動運転・隊列走行用ＨＭＩ技術の開発 

 (2)-ｆ-6 エコ運転ＨＭＩの開発 

日本大学 
＜研究項目＞ 

 (2)-ａ-1-1 制御に用いる車両のモデリングの設計 

 (2)-ｅ-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 

神戸大学 
＜研究項目＞ 

 (2)-ｅ-1-2 隊列走行の制御モデルとシミュレータの設計 

弘前大学 
＜研究項目＞ 

 (2)-ｂ-1-2 区間線認識アルゴリズムの開発 

 (2)-ｂ-1-5 信号現示認識アルゴリズムの開発 

 (2)-ｂ-4-1 白線認識装置の開発 

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 

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： 「自動運転・隊列走行技術の研究開発」 
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金沢大学 
＜研究項目＞ 

 (2)-ｂ-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 

 (2)-ｂ-3-4 周辺交通流状態推定アルゴリズムの開発 

大同信号（株） 
＜研究項目＞ 

 (2)-ａ-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)-ｂ-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)-ｂ-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)-ｂ-3-2 車両周辺の道路・立体物検出技術の開発 

 (2)-ｂ-3-5 周辺車両認識アルゴリズムの開発 

三菱電機（株） 
＜研究項目＞ 

 (2)-ｃ-2 GPS利用の高精度自車位置標定技術の開発 

 (2)-ｃ-5 位置認識装置の開発 

 (2)-ｄ-4 高速暗号・高速認証技術の開発 

日本電気（株） 
＜研究項目＞ 

 (2)-ｃ-4 3次元目標走行路軌跡生成技術の開発 

 (2)-ｄ-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)-ｄ-2 高信頼性車車間通信技術の開発 

 (2)-ｄ-5 車車間通信装置の開発 

 (2)-ｄ-6 光車車間通信技術の開発 

慶應義塾大学 
＜研究項目＞ 

 (2)-ｅ-1-3 隊列形成システムの開発 

 (2)-ｆ-3 省エネ運転速度制御モデルの開発 

東京大学 
＜研究項目＞ 

 (2)-ａ-3-5 隊列走行用補助ブレーキ技術の開発 

 (2)-ｃ-6 ３次元データ道路地図作成技術の開発 

 (2)-ｅ-1-7 隊列走行用ドライバモデルの開発 

 (2)-ｆ-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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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」

東京大学 
＜研究項目＞ 

 (4)交通データ基盤の構築 

 (5)CO2排出量推計技術の検証 

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 

 (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 

 (5)CO2 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 

 (5)CO2 排出量推計技術の検証 


