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平成２４年度実施方針 

 

省エネルギー部 

 

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項第一号ニ 

 

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）「情報通信技術を用いた安全で高効率な道路交通システムの実現」に資する自動運

転・隊列走行に係る要素技術を確立するとともに、それらのシステムを搭載した実験

車によって、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 での走行可能性を検証する。 

 1



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）CO2排出量推計技術の検証手法を策定して、ツール群（ハイブリッドシミュレーショ

ンモデル、プローブによる CO2モニタリング技術、CO2排出量推計モデル）から得られ

る CO2排出量の妥当性及び精度を検証し、信頼性のある CO2排出量推計技術及びデータ

ウェアハウスを完成させる。 

２）ＩＴＳ施策の効果評価手法として満足すべき要件（CO2排出量の推計精度、車両挙動

データの出力項目、車種カテゴリの定義等）やツールの検証手法等を、日本、欧州及

び米国の関係機関と組織した国際ワークショップにおいて合意した上で、国際標準化

への提案等に資する技術報告書として取りまとめ、公表する。 

 

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年度～平成２３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 

自動運転・隊列走行に関する国際シンポジウム・ワークショップへの参加及び海外技術

調査を実施するとともに、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ともに、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・性能試験と隊列走行実験を行い、雨天時及び 0.4G の非常ブ

レーキでも安定した隊列走行を確認して、合せて中間目標を達成した。平成２３年度は前

年度までに製作したプロトタイプ実験車を改造して実証実験車を製作し、走行安全機能を

向上させるとともに、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

験及び安全性評価を行い、隊列形成、一般車割り込み時の隊列解除、前方障害物認識によ

る停止、前方障害物回避（レーンチェンジ）などの機能を確認した。  

 

（２）自律走行技術等の要素技術の開発 

（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を開発し、実車にてモデ

ルの正確性を検証した。フィードフォワード制御とフィードバック制御が混在するパス

フォロイング型の車両横運動モデルを使用して車線保持制御の制御モデルを開発し、実

車にて評価した結果、直線、曲線部とも目標精度を達成した。 
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また、安全性・信頼性に関する目標仕様の作成、自動操舵装置、自動ブレーキ制御装

置、及び隊列走行用ＨＭＩ装置等の開発・検証を行った。 

フェイルセーフ車両制御コントロール装置を開発し、故障検出回路が設計通り動作す

ることを確認するとともに、隊列走行用に開発したソフトウェアが正常に動作すること

を確認した。 

さらに、隊列追突時の車両挙動シミュレーションモデル、ロバスト性向上のための制

御パラメータ自動チューニング技術、及び積載重量や路面μ等の状態量を推定するアル

ゴリズムを開発するとともにフェイルセーフＣＰＵ関連技術の調査・検討と、自動ブレ

ーキ制御装置の改良を行った。  

 

（ｂ）走行環境認識技術 

パッシブ方式センサ利用認識技術では、カメラ画像を用いた区画線認識技術として、

単路における区画線だけでなく分合流時や進路変更時にも区画線が検出可能なアルゴリ

ズムを開発するとともに認識アルゴリズムの認識率向上を図って実験車両に実装した。

また、太陽光等の外乱に影響されない区画線認識技術として投光式高速ビジョンセンサ

のプロトタイプを開発し、様々な走路環境で効果があることを原理確認し、平成２３年

度に、投光式高速ビジョンセンサのノイズ低減化と車載化を行った。加えて、前方障害

物検出のための遠赤外線ステレオカメラを開発した。  

アクティブ方式センサ利用認識技術では、カメラ画像以外での区画線認識技術として

レーザレーダによる区画線認識技術を開発し、実験車両への搭載と性能評価、区画線認

識アルゴリズムの認識率向上を図るとともに、高性能レーザレーダによる障害物認識ア

ルゴリズムの開発、及び電子スキャンミリ波レーダ使用による車間距離検出アルゴリズ

ムと後側方車両検出アルゴリズムの改良、実車走行評価を行った。 

センサフュージョン技術では、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３次元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。また、先行車両及び後側方接近車両を検

出・追跡するアルゴリズムの開発や、直前の割り込み車両を検出するステレオカメラの

開発、車両周辺の障害物の運動推定と軌道予測技術の開発等を行った。さらに、遠赤外

線ステレオカメラを用いて立体物や前方車・割り込み車を認識するアルゴリズムを開発

するともに、スキャンレーザレンジファインダ、ミリ波レーダ及び遠赤外線ステレオ画

像を融合した障害物認識アルゴリズムの開発と、交通流推定アルゴリズムの改良を行っ

た。  

 

（ｃ）位置認識技術 

実道路上での自車位置と向かうべき走路の位置を高精度に検出するために、高精度の

３次元道路電子地図を作成するとともに、高精度ＧＰＳを利用して自車位置を標定する

アルゴリズムを開発するとともに位置認識装置の信頼性向上のため、準天頂衛星ＧＰＳ

を利用した自車位置標定アルゴリズムの開発を行った。  
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また、３次元道路電子地図を用いて目標走路軌跡を関数で表現し、走行制御のための

負荷の小さな目標走路軌跡生成技術を開発した。 

さらに、ビル陰やトンネル内等ＧＰＳ利用の困難な場所に関して遠赤外線ステレオカ

メラによる自車周囲撮像画像を高精度３次元道路地図と照合することで自車位置を精度

よく標定する手法を開発した。  

 

（ｄ）車車間通信技術 

隊列走行の要求仕様にもとづき、高速で信頼性の高い車車間通信装置（5.8GHz）の開

発を行うとともに、制御システムの二重化に対応して車車間通信を二重化し、通信パケ

ット到達可能性を計算機シミュレーションで確認した。 

また、車車間通信の信頼性向上に向け、光車車間通信に関する基礎検討の後、光通信

評価装置のプロトタイプを開発し、実車に搭載して基本特性を確認し、その技術を適用

して車載用光車車間通信装置の製作を行った。また、実用化のための通信プロトコル基

本設計を行った。 

 

（ｅ）自動運転・隊列走行制御技術 

隊列走行における車間距離制御について、リアプノフ安定定理に基づく制御モデルを

設計するとともに、隊列を維持したオートクルーズ走行及び隊列形成のための速度制御

アルゴリズムを設計した。 

また、隊列間への割り込み及び後方からの連結を可能とする隊列形成アルゴリズムを

設計し、隊列実験によりアルゴリズムの妥当性を検証した。 

さらに、ＧＰＳバックアップ用の走行レーン推定アルゴリズムの開発、前方及び後方

との障害物を考慮したレーンチェンジ目標軌跡生成アルゴリズム及び目標軌跡に追従す

る操舵制御アルゴリズムの開発、自律型隊列形成アルゴリズムの開発、隊列走行用ＨＭ

Ｉ装置の安全性向上、及び隊列走行用ドライバモデルの改良と評価実験を行った。また、

実用化システムの基本アーキテクチャ設計を行った。  

 

（ｆ）省エネ運転制御技術 

隊列走行の数値流体シミュレーション、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 排出量計測を行うとともに、隊列走行の実車での燃費計

測を行い、隊列走行の省エネ効果を予測した。 

また、確率・統計学をベースとして、省エネ運転可能度を算出する手法の検討を行っ

た。 

さらに、フリー走行環境下で、運転者のエコドライブ運転行動解析の実験を行うとと

もに、経路や平均速度等から省エネ速度パターンを生成するアルゴリズムを構築し、こ

れを目標値としたアクセル開度、ブレーキ圧制御モデルの省エネ運転速度制御モデルを

自動運転実験車に実装した。 
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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」 

（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・構築を行うとともに、

メソスケールの車両軌跡情報に基づく CO2 排出量推計モデルとの連携技術を開発した。ま

た、日本全国規模での計算が可能な広域シミュレーションモデルを開発するとともに、広

域シミュレーションの対象範囲から注目する市町村規模の範囲を抽出して、より詳細なモ

デルで評価するハイブリッドシミュレーションモデルを開発するとともに、プローブ情報

提供サービスの効果評価を行う機能を地域シミュレーションに取り込んだ。また、ＩＴＳ

施策評価のリファレンスモデル及び車両メカニズム・走行状態を考慮した CO2 排出量推計

モデルとの連携技術について、その内容をドキュメントとして整備した。 

 

（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プローブデータの融合技術の開発、CO2排出量推計を実現する技

術の開発、CO2排出量推計モデルと連携するための要件整理、及び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。また、高速道路等への適用を想定していたインフラセン

サデータとプローブデータの融合技術を、面的な一般道ネットワークにも適用できるよう

にした。また、インフラセンサデータが利用できない場合でもモニタリングが実施できる

よう、プローブデータとシミュレーションモデルを融合し、地域全体の CO2 排出量を推計

する技術を開発した。 

 

（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 

実走行調査やシャシダイナモ試験等の実施により車種構成データを整備するとともに、

ハイブリッド交通流シミュレーションの結果を入力して自動車の CO2 排出量を推計するモ

デルのプロトタイプを完成させた（中間目標を達成）。このモデルを用いて高速道路におけ

る隊列走行やエコドライブのふんわりアクセルなどのＩＴＳ施策の効果評価を試算した。 

 

（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（データ項目、フォーマット等）の整理、汎

用性の高いデータ構造（メタ情報の標準構造）の提案、各国のデータ利用状況とデータ公

開状況の把握、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の収集と、データ解析ソフトウェアの開発を行うと

ともに、ＸＭＬを用いたデータウェアハウス（ＩＴＤｂ：International Traffic Database）

のプロトタイプの試験運用を開始（中間目標を達成）するとともにデータの質をチェック

する仕組みを構築した。 

 

（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を行った。また、検証に必要な実測データを取得す

るための現地観測調査を実施し、検証のベンチマークとして利用可能なデータセットを整

備した。このデータセットを用いた試行検証を実施し、検証を実施する際の条件整理と、
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各検証項目や検証方法の課題分析を行った。これらを踏まえ、検証方法や条件等の基本的

な枠組みについて、国際ワークショップ等の場を通じて欧米の代表者と合意した。 

 

 

（６）国際連携による効果評価手法の相互認証 

欧州及び米国との国際共同研究体制を組織し、ワークショップを開催してサブトピック

ごとの定期的な情報交換を行った。（１）～（５）の研究成果を踏まえ、車両の加速度の取

り扱い及びモデル検証等の課題の明確化を行った。また、国際シンポジウムを開催し、こ

れまでの研究成果と今後の活動計画を公表して、意見交換を行った。また、中国、韓国等、

アジアの国々との連携のあり方を検討した。  

 

４．２ 実績推移 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 
平成２３年度

（見込み） 

実績額推移 （百万円） ８０４ ９９９ ８９０ 後日確認 

特許出願件数（件） ０ ５ １ ３ 

論文発表数（報） １９ ７９ ９６ ８６ 

フォーラム等（件） ２ ０ １ 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

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２４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 

（ａ）プロジェクトの目的である CO2 排出量削減に資するため、将来を先取りした先進 

的な自動運転・隊列走行技術を開発・実証し、今後の実用化開発に繋げる役割を果た 

す。具体的には、基本計画の最終目標である「一般の車が混在する走行環境化におい 

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、車間距離 4m での走行可 

能性を検証する。」 

 （ｂ）早期実用化に繋げるため CACC（車車間通信を用いた車間距離制御）の要素技術

を大型トラックメーカに開示して物流事業者のドライバが乗車可能なドライバ受容性評

価実験車を製作する。物流事業者のドライバにより一般乗用車約 20 台が走行する走行環

境にて、隊列実験車３台もしくは４台による走行実験をおこなうとともに、手動運転⇔
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自動運転・隊列走行のヒューマン・マシーン・インターフェース（HMI）も含めた受容性

評価実験を行い、開発・実用化ロードマップを策定する。 

 （ｃ）物流事業者の強い要望であるトレーラ型トラックへの自動運転・隊列走行の適用

を見極めて開発・実用化ロードマップの策定に生かすため、トレーラ型トラックでの隊

列走行の課題と考えられる車両運動に基づく車両制御モデルシミュレーション、トレー

ラ型トラックでの自動操舵装置、及びブレーキ制御装置の制御性能を評価し、可能性を

見極める。 
 （ｄ）ウイーンにて開催予定の第１９回 ITS 世界会議にて「エネルギーITS における自

動運転・隊列走行」のスペシャルセッションを企画するとともに２３年度に引き続き日、

米、欧の関係者による自動運転のワークショップを実施する。また、最終年度であるた

め、成果報告会を実施し成果を公表・発信する。 
 

上記を実現するため、下記の（２）自律走行技術等の要素技術の開発を実施する。 

 

（２）自律走行技術等の要素技術の開発 

 （ａ）自律走行技術 

 様々な道路線形で目標の車両制御性を達成するため、２３年度に設計した車両運動モ

デルおよび車両制御モデルを改良しロバスト性を向上する。 
 また２３年度にて製作した保安ブレーキを実験車し搭載し、制御装置故障時の安全性

を向上する。 

 

 （ｂ）走行環境認識技術 

 ２３年度に製作した投光式ビジョンセンサのインターフェースを改良し、既に製作し

た白線認識装置に接続するとともに本ビジョンセンサを隊列実験車に搭載しリアルタイ

ムでの白線認識性能を評価する。 
 また２３年度に製作した遠赤外線ステレオカメラを改良し隊列実験車に搭載するとと

もに可視カメラ用ステレオビジョン障害物認識装置を改良し、夜間や薄暮、逆光等可視

カメラでは困難な自然環境での遠赤外線ステレオカメラによる障害物認識性能評価を実

施する。 
またレーザセンサによる障害物検出装置からの情報とステレオビジョン障害物認識装

置からの情報を融合して認識性能の向上をおこなう。 
 

  （ｃ）位置認識技術 

２３年度に製作した準天頂衛星からのL1セーフ補正情報を用いた位置認識装置の位置

性能評価を実施する。評価に当たっては既に製作した RT-K GPS を利用した位置認識装

置と精度比較を実施する。 

 

 （ｄ）車車間通信技術 

 ２３年度に製作した車載用光車車間通信装置を実験車に搭載し、通信性能および通信

の信頼性を評価するとともにポップアップ式通信プロトコルの設計をおこない 5.8GHz
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無線式車車間通信装置との並列２重化システムを構築する。 

 また隊列走行車と一般車が混在する走行環境において、ベースバンド 720MHz の通信プ

ロトコル RC006 を用いて隊列走行をおこなった場合の通信品質を推定するため、車車間

通信シミュレーションを実施しパケット到達率を算出する。 

 

 （ｅ）自動運転・隊列走行制御技術 

 後続車のドライバ主権を考慮した隊列形成アルゴリズムを設計するとともに、隊列形

成過程および隊列形成後の先頭車ドライバ主権に基づく隊列走行システムの実用化のた

めの隊列走行システムアーキテクチャを設計するとともに、ドライバ主権の後続車から

先頭車への移行をおこなう HMI 装置を開発し、隊列形成実験にて性能評価をおこなう。 

 また車間距離４ｍでの隊列走行の安全性を向上するため、２３年度に製作した衝撃吸

収バンパの改良を実施する。 

 さらに降雪時に白線による車線維持制御が困難となった場合の後続車の隊列走行を維

持するため、後続車が先頭車を自動追尾する先頭車トラッキング制御アルゴリズムを開

発し、隊列実験にて性能を検証する。 

 また物流事業者からの要望が非常に強い後続車の無人運転を可能とするため、障害物

との衝突を回避する衝突回避アルゴリズムを開発し、単独車両走行実験により制御機能

を評価する。 

     

 （ｆ）省エネ運転制御技術 

 ２３年度に継続して、ドライビングシミュレータと実車を用いて、運転者のエコドラ

イブ運転行動解析の実験を行うとともに、省エネ運転速度制御モデルの改良設計とシミ

ュレーションでの性能評価および走行実験をおこなう。 

 

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 

平成23年度までに開発したツール群について、国際連携で検討される検証手順に沿って、

基本検証・実用検証を実施する。また、エコドライブ、及びプローブデータを活用した交

通情報サービスのCO2削減効果評価のケーススタディを行うと共に、モデリングと評価手順

について、国際連携での議論に基づいて、共同技術レポートに掲載するドキュメントを作

成する。 

 

（２）プローブによる CO2モニタリング技術の開発 

平成 23 年度までに開発したツール群をシステムとして連携させ、リアルタイムで稼働す

るプロトタイプシステムを構築し、東京エリアへの適用を通して、その有効性を実証する。 

 

（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 

平成 23 年度までに開発した推計ツールについて、種々の車両カテゴリに対応するための

データ整備とモデル化を進め、推計精度の向上を図る。さらに、ハイブリッドシミュレー

ションとの連携を確立し、ITS 施策導入時の交通流に対応した CO2排出量を推計するソフト
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ウェアを完成させる。これらは、参加する国際ワークショップにおいて合意を得て、共同

技術レポートとして取りまとめる。 

 

（４）交通データ基盤の構築 

構築した国際的なデータウェアハウス（ITDb）へのデータ提供者、および、そのデータ

利用者が簡便なデータ解析を行えるように、利用頻度の高い分析を支援するソフトウェア

の開発、および、提供されたデータの質的チェックを行えるソフト開発を継続する。また、

ITDb の利用促進に向け、提供データの増強を図るとともに、より使いやすいインターフェ

ースの構築を実施する。 

 

（５）CO2排出量推計技術の検証 

ITS 施策の効果評価手法が満足すべき検証の要件を整理し、ツールの検証手法について国        

際的な合意を形成する。また、本研究で開発したソフトウェアツール群から得られる CO2排 

出量の妥当性および精度を検証する。 

 

  （６）国際連携による効果評価手法の相互認証 

これまで継続してきた欧州及び米国のプロジェクト等との連携にもとづき、引き続きサ

ブトピックごとの定期的な情報交換と国際ワークショップを開催する。こうした活動を通

して、ITS 施策の効果評価手法として満足すべき要件やツールの検証手法等を、日本、欧

州及び米国の関係機関との合意を得て、技術報告書として取りまとめ、活動内容を内外に

広く発信する。 
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５．２ 平成２４年度事業規模 

委託事業 

需給勘定  ８４０百万円（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。 

本年度は最終年度であるため、次年度に実施する事後評価に向けて、研究開発成果、実用

化・事業化の見通しなどを確認する。 

 

（２）複数年度契約の実施 

平成２０年度～平成２３年度の契約を延長し、平成２０年度～平成２４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２４年 ５月中旬・・・「エネルギーＩＴＳ推進事業」第 10 回技術委員会 

平成２４年 １１月中旬・・・「エネルギーＩＴＳ推進事業」第 11 回技術委員会 

 

８．実施方針の改訂履歴 
（２）平成２４年３月１４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 
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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」 

（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)-a-1-3 状態量推定アルゴリズムの開発 

 (2)-a-3-3 自動操舵装置および自動ブレーキ装置の開発 

 (2)-b-2-3 隊列走行用車間距離検出システムの開発 

 (2)-b-4-2 総合型走行環境認識装置の開発 

 (2)-c-1 位置認識技術の課題整理と仕様策定 

 (2)-e-1-1 隊列走行の要求仕様策定および隊列走行システムの基本設計 

 (2)-f-3-1 省エネ運転速度制御アルゴリズムの開発 

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 

（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 

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)-a-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)-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 
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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 

 (2)-b-2-4 高性能レーザレーダによる障害物検出技術の開発 

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 

日本電気（株） 
＜研究項目＞ 

 (2)-b-1-6 遠赤外線ステレオカメラの開発 

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-3-2 交通流適応型速度パターン生成アルゴリズムの開発 

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- 7 遠赤外線ステレオカメラによる位置認識技術の開発 

 (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 



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 

 (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 

 (6)国際連携による効果評価方法の相互認証 

（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 

 (6)国際連携による効果評価方法の相互認証 

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 

 

 13


