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　自動車をはじめとする交通に関わる技術は，その登場からこれまでの間，生活，社会のそれぞれ

を支える技術として目覚ましい発展を続けています．その一方，エネルギー消費，環境問題，渋滞

等の社会問題の要因ともなり，これらは根本的な解決に至っていないのが現状ではないでしょう

か？  人と道路と車両とを一体のシステムとして構築する高度交通システム（ITS）には，生活，社

会のそれぞれに付加価値を与えることだけでなく，様々な社会問題に対するソリューションとして

の役割も求められています．本小特集では，「自動運転」及び「スマートモビリティ」を軸に，要

素技術である「700 MHz バンド活用」「大規模ミクロシミュレーション」について産学官が一丸と

なった枠組みについて紹介致します．

　具体的には，以下の五つの記事から構成されております．まず，最初に「次世代 ITS の実現に向

けた最近の取組み」と題し，ITS 社会実現のための官における各種環境整備に関する施策について

総論を紹介しております．次に，「自動走行システムに必要な車々間通信・路車間通信技術の基礎

的研究開発」として，700 MHz 帯の割当を受けて ITS を支える基幹要素技術として期待されている，

車々・路車協調システムの無線通信技術について取り上げております．また，近年各種メディアで

も話題となっており，カーナビ，ETC 以来の ITS キラーコンテンツとして期待されている自動運転

について，「自動運転技術の開発」と題して具体的な事例紹介をしております．更に，環境や安全，

エンターテインメント等，日常生活に関するあらゆる面での革新的な進歩が期待されているスマー

トシティにおいて，モビリティが果たす役割に関しても，「ITS スマートシティ・千葉県柏市におけ

る道路交通からの CO2 排出量 8％削減の実証実験」と題して，地方自治体との取組みを事例紹介し

ております．最後に，ITS に関連する各種技術の普及時を見据えて，その設計時のコストを大幅に

削減するために有効である「ITS のためのシミュレーション技術」について詳しく言及しております．

　これらの記事により，ITS によって変わりつつある生活や社会に関する最新動向と今後の進むべ

き道について，読者の皆様の理解と将来の関連技術の発展に役立つことができれば幸甚です．
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1 はじめに
近年，世界的に，いわゆる「自動走行システム」の実

現を目指す取組みが活発化している．欧州では今後
2020 年にかけて取り組む研究イノベーション計画であ
る「Horizon 2020」において，社会的課題への取組み
の一つとして自動運転の研究開発プロジェクト等が始動
している．一方，米国でも連邦運輸省が新たに戦略的研
究開発計画を立ち上げ，2019 年までに自動運転関連技
術の開発等を進めることとしている．また，世界の各自
動車メーカでは積極的に自動運転技術の開発に取り組ん
でおり，幾つかの自動車メーカでは今後の製品化計画を
発表するなど，開発競争が激化している状況である．

最先端の情報通信技術（ICT）等を活用し，道路交通
社会が抱える事故や渋滞，環境対策など，様々な課題へ
の対応を目指す「高度交通システム」（ITS：Intelligent 
Transport System）について，その検討や技術開発，
導入に向けた取組みが本格的に開始されてから既に 20

年余りが経過した．これまで我が国では，高速道路等で
の自動料金収受システム（ETC）や道路交通情報の配信
システム（VICS）等が実用化され，かつて高速道路の
料金所付近でしばしば発生していた渋滞（高速道路の渋
滞全体の約 30％）がほぼ解消されるなど，道路交通の
利便性向上，円滑化などに大きく貢献してきた．また，
自動車メーカ各社は，前方車両との車間や車速の制御，
衝突被害軽減ブレーキなどの運転支援システムの導入
や，プローブ情報の活用などを進めている（図 1）．

このように世界的に見ても，現状で日本は ITS の開発・
実用化，普及展開が最も進んでいる国であると言えるが，
自動走行システムに代表される次世代の ITS 実現に向
けた動きについても最近具体化し，本格的に動き出して
いる（図 2）．

本稿では，このような次世代 ITS とも言うべき，最
新の ICT を活用した高度な ITS の実現を目指す我が国
の取組みを中心に，最近の動向等を御紹介する．
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図1　我が国における ITSの導入状況



2 最近の取組み動向等
2.1　�世界初の車々間通信を活用する協調型 ITSの実用化

これまで自動車メーカ各社では，車載レーダやカメラ
などにより，先行車や車線を把握し，車が自律的に衝突
回避や車線逸脱防止等を図るシステム（自律型の安全運
転支援）を実用化してきた．このような自律型の運転支
援機能については，道路側のインフラ環境や周辺車両等
に依存せずに自車の検知能力だけで機能することができ
るというメリットがある一方で，基本的に検知可能なの
は自車から見える範囲に限定（見通しの悪い交差点等で
の出会い頭の衝突事故などは回避困難）されること，ま
た検知手段にカメラ等を用いている場合は天候（雨，雪，
霧等）や明暗など周辺環境によってその検知能力が影響
を受ける可能性があることなどに留意する必要がある．

そこで，自律型の運転支援に加えて，道路上の車両間や
車と路側設備等の間をダイレクトに電波による無線通信

（車々間通信，路車間通信等）で結び，車の位置や速度
等の情報を互いに伝え合うことで，より確実に衝突事故
の防止等を図るシステムの実用化が期待されており，世
界的にも技術開発や実証実験など実用化に向けた努力が
続けられている（図 3）．

以上のようなシステムは，車同士や車と路側設備等が
“協調”することで衝突防止等の効果を発揮する，とい
う意味で，一般に「協調型 ITS」と呼ばれているが，そ
こで用いられる電波については，物陰等にもよく回り込
んで確実に情報伝達が可能な周波数帯が望ましいと考え
られる．このような観点から，総務省ではこの車々間通
信や路車間通信に用いる電波について，先般の地デジ移
行による空き周波数帯である 700 MHz 帯の一部（755.5
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図2　次世代 ITSへの発展イメージ

図3　車々間・路車間・歩車間通信等の必要性



Technology Reviews and Reports 小特集 自動運転によって変わる生活， スマートモビリティによって変わる社会解 説

～764.5 MHz）を利用することとして，2011 年 12 月
までに技術基準の制定など必要な制度整備等を終えてい
るところである．

車々間通信や路車間通信のシステムでは，例えば，あ
たかも救急車等の緊急車両であるかのようなデータを
送って，道路を不正に優先的に通行しようとするなど，
いわゆる“なりすまし”のようなセキュリティ上の脅威
があり得るとの指摘がある．そこで，総務省では，
2014 年 2 月，既存の情報セキュリティアドバイザリー
ボードに「ITS セキュリティ検討グループ」（2015 年 3
月，「ITS ワーキンググループ」に名称変更）を設置し，
セキュリティ機能要件等の検討を行っているほか，同検
討をベースに，2014 年度から総務省予算「次世代 ITS
の確立に向けた通信技術の実証」により，実用化にあたっ
て必要となるセキュリティ機能の開発，相互接続試験方
法の検討等を実施中である（図 4）．

我が国では，大手自動車メーカを含む関係企業・団体
等が協力して，700 MHz 帯システムの実用化に向けた
推進体制として，2014 年 10 月に「ITS Connect 推進
協議会」が立ち上げられるなど準備が進んでおり，2015
年中の実用化が見込まれている状況である．このような
車々間通信を活用する協調型 ITS の実用化は世界初のこ
とであり，国際的にもその動向が注目されている．

2.2　高分解能ミリ波レーダの開発推進
前述のとおり，自動車メーカ各社では，自車周辺の状

況をセンシングして，衝突回避や車線逸脱防止等を図る
自律型の安全運転支援システムを実用化しているが，現
状では，その検知手段にカメラやレーザレーダ等を用い
ているケースが多い．しかし，これらカメラやレーザレー
ダ等を用いる場合，天候や明暗等の周辺環境の状況に

よっては確実なセンシングが難しくなることも考えられ
る．

このため，周辺環境の影響を比較的受けにくい電波に
よるレーダの活用が望まれるところであるが，これまで
中距離（数十 m 先）から近接する対象物までをカバーし，
しかも一般的な車両よりも比較的小さい，歩行者や自転
車，二輪車なども検知可能な，分解能の高い電波による
車載レーダの実用化が課題であった．

そこで，ITU-R（国際電気通信連合無線通信部門）で
は，近年，国際的に周波数確保や標準化の取組みが進め
られている．具体的には，2000 年前後に実用化され，
既に一定の普及が進んでいる 76 GHz 帯レーダの使用周
波数と隣接する 79 GHz 帯（77～81 GHz）の 4 GHz
幅を用いて高分解能なミリ波レーダを実現することを目
指し，このうちレーダとしての運用が可能な無線標定業
務に国際分配されていない 77.5～78.0 GHz について，
2015年11月に開催予定の世界無線通信会議（WRC-15）
の議題 1.18 において，無線標定業務への追加分配を検
討し，結論を出すこととなっている（図 5）．

また，我が国では，これまで総務省において，高分解
能かつ広視野角な 79 GHz 帯レーダシステムの早期実現
に向け，システム導入時に課題となる高精度分離技術，
干渉低減・回避技術，レーダシステムの実用化技術の開
発等を行ってきたほか，後述の「戦略的イノベーション創
造プログラム」（SIP：Strategic Innovation Promotion 
program）での総務省担当プロジェクトも含め，世界を
リードする取組みを進めているところである（図 6）．

2.3　「自動走行システム」の実現に向けた取組み
内閣府の総合科学技術・イノベーション会議では，

2014 年度から府省・分野横断的な取組みである「戦略
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図4　車々間通信等におけるセキュリティ機能の開発等
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的イノベーション創造プログラム」（SIP）を立ち上げ，
エネルギー，次世代インフラ，地域資源等の各分野にお
いて社会的に不可欠で，日本の経済・産業競争力にとっ
て重要な課題を選定し，基礎研究から実用化・事業化ま
でを見据えた研究開発等の取組みを進めている（図 7）．

ITS 関係では，次世代インフラ分野における課題の一
つとして，「自動走行システム」が取り上げられており，
内閣府と内閣官房（IT 総合戦略室），ITS 関係 4 省庁（警
察庁，総務省，経済産業省，国土交通省）の協力，産学
官の連携により，総額約 25 億円の予算を割り当てて各
関係省庁等で分担し，2020 年頃の同システム実現を目
指して必要なプロジェクトに取り組んでいるところであ
る．

その推進体制としては，渡邉浩之プログラムディレク
ター（トヨタ自動車顧問）の下，自動走行システム推進
委員会が設置され，更に同委員会内に「システム実用化

WG」，「国際連携 WG」，「次世代都市交通 WG」が設け
られて，産学官関係者による積極的な議論が行われてい
る．このうち，「システム実用化 WG」では，自動走行
に必要となる，周辺状況の「認知」，それによる最適な
制御の「判断」，そして加速・制動・操舵等の「操作」
のうち，「認知」の部分を中心に官民関係者が協調して
取り組むべき領域（協調領域）についての研究開発の推
進を図っている．「国際連携WG」では，国際ワークショッ
プの開催や国内外の関係メーカに開かれた研究開発環境
の整備に向けた検討等を行っている．また，「次世代都
市交通 WG」には東京都の担当者も参加し，都が 2020
年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて整備予
定の BRT（Bus Rapid Transit）と呼ばれる新たな都市
交通システム（都心～臨海副都心）について，本プロジェ
クトで開発される自動走行技術を応用していくことが検
討されている（図 8）．
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図6　79�GHz帯高分解能レーダの開発・制度化

図5　79�GHz帯高分解能レーダへの周波数の追加分配
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総務省関係では，総務省が中心となって，極めて高度
な走行制御を必要とする将来の「自動走行システム」を
支える技術として，「ITS 先読み情報の生成技術」のうち，
車々間通信や路車間通信，また歩行者と車の間の歩車間
通信等による高度な協調型 ITS などを実現するための
プロジェクト（「ICT を活用した次世代 ITS の確立」）
を担当し，昨年度から 3 年ないし 5 年をかけて関係省
庁とともに取り組むこととしている．また，同プロジェ
クトでは，前述の 79 GHz 帯を用いた高分解能ミリ波
レーダを道路脇に設置することにより，例えば交差点等
を上から監視して通行中の歩行者や自転車等を検知し，
その存在を車等に伝えるシステム（インフラレーダシス
テム）の開発も進める予定である（図 9）．

3 国内外への情報発信
ITS 関係では，国内，国外を問わず，最新の取組み動

向や直面する課題等について取り上げる様々な講演会や
展示会，ワークショップ等が開催されている．このうち，
代表的な国際イベントである ITS 世界会議と，総務省
で主催している一般公開講演会を取り上げ，最近の活動
を御紹介する．

（1）ITS世界会議
ITS 世界会議は，毎年，ITS に取り組む世界各国の産

学官の関係者が一堂に会して，最新の取組みや技術動向
等について情報交換等を行い，国際連携の推進などを図
ることを目的に，1994 年から欧州・アジア太平洋・北
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図8　SIP「自動走行システム」プロジェクト

図7　「戦略的イノベーション創造プログラム」（SIP）
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米の 3 地域が持ち回りで開催している．
2013 年 10 月には，2004 年の名古屋での開催以来，

9 年ぶりの日本開催となる，ちょうど第 20 回目の ITS 世
界会議が東京で開かれ，69 か国・地域から 2 万 1,000
人以上が参加した．会議セッションでは高度運転支援や
自動走行，ビッグデータ処理等の話題が盛んに取り上げ
られて議論され，また展示やデモにおいても，各自動車
メーカ，機器メーカ等からこれら最新の ITS 技術につい
て紹介，アピールがなされていたことが印象的であった．

また2014年は9月にアメリカのデトロイトにおいて，
65 か国・地域から約 9,100 人が参加し，第 21 回 ITS
世界会議が開催された．前回に引き続き高度な運転支援
や自動走行システム等の技術に関心が集まり，とりわけ
アメリカ自動車業界でビッグスリーの一角を占めるゼネ
ラルモーターズ（GM）のメアリー・バーラ CEO が，オー
プニングセレモニーでの基調講演にて，車々間通信を活
用した高度な運転支援技術を搭載する車を 2017 年に発
売する，というこれまでになく具体的なプランに言及し
た こ と が 注 目 さ れ た． 我 が 国 か ら は， 日 本 で は
700 MHz 帯による世界初の車々間通信を活用する協調
型 ITS が，2015 年にも実用化される見込みであること
を明らかにするとともに，将来の自動走行システムの実
現に向けた SIP での取組み状況について特別に設けた
セッション等を通じて積極的に紹介し，大いに注目を集
めたところである（図 10）．

2015 年は欧州の ITS 推進組織がホスト役となり，10
月にフランスのボルドーで開催される予定である．欧州
の自動車メーカ等が，彼らの自動走行システムに関する
技術開発の状況について，どのような成果を発表し，ど
のようにアピールしてくるかが注目される．

（2）総務省講演会「情報通信が支える次世代の ITS」
総務省では，2013 年度から，電波の様々な活用など

最新の情報通信技術による ITS の高度化に焦点を当て，
我が国の ITS 関係機関・企業等の最新の取組み動向に
ついて実際に携わっておられる方々から直接プレゼン頂
くとともに，総務省における ITS 関係の研究開発施策
の成果等を御紹介する講演会「情報通信が支える次世代
の ITS」を開催している．

2015 年は，3 月 6 日（金）午後に東京都千代田区大
手町の日経ホールにて開催し，ITS 関係団体，自動車メー
カや機器メーカ等の専門家の方々から，最新の取組み状
況などについて，幅広く，興味深いお話をして頂いた．
また，前述のとおり昨今本格化している協調型 ITS の
高度化や自動走行システムの実現等に向けた総務省の施
策動向・成果に関し，講演や展示を通じて詳しく御紹介
したところである（図 11）．

総務省としては，今後も，自動走行システム等の次世
代 ITS の実現に向けた最新の取組み動向やその中での
総務省の取組み成果等について御紹介するため，関係す
る専門家の方々等から講演頂く機会を毎年設けていく予

図9　「自動走行システム」実現に向けた取組み（総務省担当）
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図10　日本パビリオンのオープニングセレモニーの様子
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定であるので，御興味をお持ちの方には是非積極的に御
参加頂きたい．

4 最後に
最近，テレビや新聞等のマスコミ報道でもしばしば

「自動走行」「自動運転」といった言葉を見掛けるように
なった．それだけ一般の方々にとっても身近な話題とな
り，いよいよ近い将来の実用化が期待されるようになっ
た夢の技術，というイメージが強くなってきたというこ
とではないかと思われる．

一方で，「自動走行」等の実用化には，技術面をはじ
めとしてまだまだ多くの課題があるのを実感している．
本来，ITS は様々な観点から総合的に取り組む必要があ
る分野であり，このため政府内でも関係省庁で連携，協
力しながら推進しているが，とりわけ「自動走行」のよ

うな非常に高度な，正に次世代の ITS を実現していく
ためには，情報通信，情報処理，データベース，駆動制
御など総合的に研究開発やシステム検討，基準作りを進
めていく必要があり，また実社会への適用，制度面の検
討等についても，広く関係者が連携，協力して取り組ん
でいくことが重要であると考える．

今般，立ち上がった SIP での自動走行システムの実
現を目指す取組みは，関係省庁の各プロジェクトを更に
強く束ね，産学官で緊密に連携，議論して進める場を提
供するものであり，大変画期的な取組みである．総務省
としても，関係の方々の御支援，御協力を頂きつつ，こ
の SIP のプロジェクトに積極的に取り組むとともに，総
務省での必要な施策展開等を通じて，道路交通における
安全・安心の確保，2020 年の東京オリンピック・パラ
リンピック開催に向けた次世代 ITS の推進，展開に是
非貢献してまいりたい．

森下　信 　
平 6に当時の郵政省に入省し，これ
まで主に情報通信行政に従事．平
25-07 から総合通信基盤局電波部移
動通信企画官．同10月から内閣官房
IT 総合戦略室企画官に併任．平
26-04 から新世代移動通信システム
推進室長（高度道路交通システム推
進室長を兼務．）高度道路交通システ
ム（ITS）の推進等を担当．平27-08
から情報通信国際戦略局技術政策課国際共同研究企画官（内閣
府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付企画官を併任）．
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1 取組みの背景・目的
総務省では，内閣府の SIP（戦略的イノベーション創

造プログラム）自動走行システム研究開発計画のうち
「ICT を活用した次世代 ITS の確立」を担当している．
平成 26 年 7 月には「ICT を活用した次世代 ITS の確立
基本計画書 （1）」を公表しており，研究開発内容として下
記三つのサブプロジェクトが示されている．
Ⅰ．�自動走行システムに必要な車々間通信・路車間通
信技術の開発

Ⅱ．歩車間通信技術の開発
Ⅲ．インフラレーダシステム技術の開発
本研究開発は，上記のうちテーマⅠに対応して実施す

るものであり，（株）デンソー，パナソニック株式会社，
パイオニア株式会社，国立大学法人電気通信大学の 4
者共同で取り組んでいる．なお，テーマⅠにおける具体
的な研究開発課題は，表 1 に示す五つであり，各課題
の解決に向けた研究開発を進めている．

各研究開発課題について，研究開発の初年度となる平
成 26 年度に実施した内容を以下に示す．

2 車々路車協調システムの
通信に関する研究開発

2.1　実施概要
本研究開発は，自動走行システムに必要な車々間通

信・路車間通信技術の開発を主目的として実施している
が，平成 26 年度は，その基礎研究として 700 MHz 帯
の安全運転支援システムを実現するための通信品質の確
認及び課題の明確化を目的として研究開発を実施した．

具体的には，車々路車協調システムの普及時における
パケット到達率や遅延時間について，実験及びシミュ
レーションにより取得し，表 2 及び表 3 に示すアプリ
ケーションの通信要件を満足するか否かを検証すること
を目的としている．表 2 では，パケット到達率及び遅
延時間の要件を示している．この要件は，表 3 に示す
とおり，支援内容により求められる最大通信距離が異な
る．なお，通信要件は，情報通信審議会 情報通信技術
分科会移動通信システム委員会（現在は，陸上無線通信
委員会に名称変更）での検討結果に基づく．

本研究開発では，実環境下でかつ車両が集中し高い通
信トラヒックが発生している状態における通信特性が，
アプリケーションの通信要件を満足できるかが重要とな

表2　通信要件（パケット到達率・遅延時間）
路車間通信 車々間通信

パケット到達率 99％以上 95％以上

遅延時間 300 ms 以下

表3　通信要件（最大通信距離）

路車間通信 車々間通信

最大通信
距離

右折時
衝突防止 98 m 144 m

信号情報
提供 239 m ─
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自動走行システムに必要な
車々間通信・路車間通信技術の
基礎的研究開発
� 　　　　 　

�伊藤敏之　Toshiyuki Ito　（株）デンソー

解 説

表1　研究開発課題一覧
課　題 担当（代表者）

① 車々路車協調システムの通信に関する
研究開発（多数の車両存在時の通信特
性の検証）

デンソー
難波秀彰

② 車々路車協調システムのサービスに関
する研究開発（情報重複や支援競合時
の対応検討）

パナソニック
畑山佳紀

③ 普及促進に関する研究開発（普及車載
機での評価検証）

パイオニア
松本令司

④ 普及促進に関する研究開発（非一般車
両アプリケーションの有効性検証）

デンソー
難波秀彰

⑤ 自動走行の通信に関する研究（分散協
調ネットワーク技術の確立）

電気通信大学
山尾　泰
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る．そこで，公道において意図的に作り出した高い通信
トラヒック時における通信特性を取得し，アプリケー
ションの通信要件を満足しているかを確認することとし
た．具体的には，平成 26 年度は横須賀，名古屋，神戸
の交通環境及び通信環境の異なる三つの地域にて，最大
100 台規模の車載機を用いた公道実験を実施し，通信ロ
グ等から通信特性を求めた．

また，実環境での実験では，車載機の普及率を正確に
模擬することは困難である．そこで，都市部の道路環境
を模擬した通信シミュレーションを実施し，普及率に対
する通信特性を解析した．

なお，分析ケースのうち，トラヒック集中時とは，路
側機からの路車間通信の電波が受信できるエリアの中
に，車々間通信の電波を送信する複数の車両を配置した
状況のことを示す．また，ランダム走行は，車々間通信
のトラヒックを変化させるため，車々間通信のデータを
送信する車両が数 km のエリア内で自由走行を行った．

実験実施時は，1 台の車両に複数の車載機を搭載し，
通信可能な車両が多く存在する状況を擬似的に再現し
た．したがって，表 4 に示すとおり，車載機の台数は
車両台数よりも多くなっている．

2.2　特定交差点トラヒック集中時
特定交差点にてトラヒックが集中したケースを想定

したパケット到達率及び通信遅延の検証について，横須
賀で実施した実験結果を図 1 及び図 2 に示す．

パケット到達率は，安全運転の支援内容別に要求され
る最大通信距離の範囲内で，路車間通信が 99％以上，車々
間通信が 95％以上の要件を満足する結果が得られた．

通信遅延については，車両台数が 27 台，52 台，77
台のいずれの条件においても 300 ms 以下の要件を満足
する結果が得られた．

2.3　大都市交差点モデル
大都市の交差点周辺における通信特性について，市販

電波伝搬シミュレータ （2）により得られた結果を図 3 及
び図 4 に示す．なお，シミュレーション条件は表 5 の

とおりである．図 3 及び図 4 において，路車間通信の
場合は，表 5 の道路構造条件における片側 3 車線道路
同士の交差点に向かって速度 70 km/h で走行する評価
車両と，当該交差点に配置した路側機との間の通信特性
を示している．また，車々間通信の場合は，前記車両と，
前記交差点から 49 m 離れた位置に配置した車両との間
の通信特性を示している．なお，これらの路側機及び車
両の配置については，総務省情報通信審議会 （3）におけ
る検討結果に基づき設定した．

シミュレーションを行った結果，パケット到達率につ
いては，路車間通信は渋滞状態（43 台 / km）かつ車載
機普及率 100％の条件で到達率 99％以上を満たす結果
が得られた．車々間通信は渋滞状態かつ車載機普及率

表4　公道実験の実施概要

実験地域 横須賀 名古屋 神　戸

車載機台数 77台
（最大台数） 93台 8台

車両台数 17台 33台 8台

路側機数 1基 1基 6基

分析ケース
交差点での
トラヒック集
中時

実交通流
ランダム
走行時

車路車による
情報伝達

路
車
間
通
信

車
々
間
通
信

図1　パケット到達率
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100％の条件では到達率 95％以上の要件を満たすこと
ができなかったが，車載機普及率 50％の条件では到達
率 95％以上の要件を満足する結果が得られた．

通信遅延については，路車間通信，車々間通信ともに
300 ms 以下という要件を満足する結果が得られた．

2.4　実交通流ランダム走行
名古屋で実施した実験では，実際の交通流の中で車載

機搭載車両をランダムに走行させた際のパケット到達率
及び通信遅延について検証を行った．

実験の結果，パケット到達率は，路車間通信は 99％以
上，車々間通信は 95％以上という要件をほぼ満足する結
果が得られた．通信遅延は，路側機が実運用されており，
路車間通信に関する測定はできていないが，車々間通信
は 300 ms 以下という要件を満足することができた．

2.5　車路車による到達エリアの拡張
神戸にて実施した実験では，車両から路側機を介して

別の車両に情報を伝達させることによる到達エリアの拡
大の可能性について検証を行った．

検証の結果，図 5 に示すとおり車々間通信の到達距
離が 466.5 m であった条件下で，車路車間通信では
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図3　シミュレーション結果（パケット到達率）
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図4　シミュレーション結果（通信遅延）表5　シミュレーション条件

道路構造
3,000 m × 1,800 m の範囲の中央に片側 3
車線道路を縦横各 1本，300 m 間隔で片側
2車線道路を格子状に配置．更にその間に
50 m間隔で片側 1車線道路を配置．

交通流
条件

市販交通流シミュレータ （4）を用い，上記道
路構造における交通流を生成．

路側機
配置

片側 2車線以上の道路同士が交わる全交差
点に配置．そのうち，片側 3車線道路同士
の交差点及びそこを中心に 900 m ごとに現
れる交差点を送信データ量が多い重要交差
点と定義．

送信
データ量

車載機：100 Byte
路側機： 1,000 Byte × 4 パケット（重要交

差点），1,000 Byte × 1パケット（一
般交差点）

通信条件

路側機及び車載機の通信プロトコルは ARIB 
STD-T109 に準拠して設定．路車間通信期
間数は 9とし，路側機配置及び送信データ
量を考慮して期間長を設定．期間長の合計は
12.24 ms．

電波伝搬
モデル

距離減衰モデルとして，車々間通信は伊藤
ら （5）， （6），路車間通信は浦山ら （7）が提案した
モデルを使用．フェージングは正規分布に従
うものと，標準偏差は車々間通信においては
3.89 dB，路車間通信においては 1.89 dB と
した．ただし，損失のみを考慮した．車両遮
蔽損は車々間通信でのみ考慮し，見通し内条
件において 2.1 dB，見通し外条件において
2.3 dB とした．
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1.3 倍の距離となる 606.45 m 先までパケットが到達す
ることを確認した．

3 車々路車協調システムの
サービスに関する研究開発

3.1　実施概要
本研究開発は，車々路車協調システムにおいて，車々

間通信，路車間通信の双方から受信した情報内容が重複
している場合や，複数の支援サービスの競合が発生した
場合における，運転者への適切な支援手法を検討し，車
載システムへの実装を行って評価・検証を行うことを目
的としている．

支援発生時の状態や運転者の反応を解析するため，車
両周辺の状況や運転者の行動を観測するための映像，車
両の挙動を観測するための CAN やセンサのデータ，
車々間・路車間通信による受信データ，そしてこれらの
データと支援結果等を関連付けて記録する運転支援結果
記録システムを開発する．

平成 26 年度は，車々間・路車間通信を利用した複数
の運転支援が同時発生した場合の支援手法の検討，検討
結果を実装した車載システム及び運転支援結果記録シス

テムの開発を行い，テストコース並びに公道での評価・
検証を実施した（表 6）．

3.2　実証実験時の運転支援手法
実証実験時の運転支援手法は，図 6 に示すとおり発

生中の支援内容は全て提示しつつ，最も優先的に運転者
に知らせるべきと判断した情報については，目立つ表示
と音声で知らせる手法（HMI）とした．

なお，運転者に優先的に知らせる支援を選択する手法
としては，表 7 の二つのロジックを検討し，実証実験
にて比較・検証を行った．

3.3　実証実験システム構成
実証実験にて用いたシステムの構成を図 7 に示す．
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図5　車路車による到達距離の概念

図7　実証実験システムの構成

図6　運転支援手法

表6　評価・検証実験の実施概要

場　所 テストコース
（模擬市街路）

公道
（名古屋市内）

公道
（神戸市内）

日　程
2015 年
1月 26日
～30日

2015 年
2月 12日
～19日

2015 年
3月 2日
～5日

実験項目 ①②③ ①③ ②④

車　両
評価車両 2台
模擬緊急車両
1台
対向車両 1台

評価車両 3台
模擬緊急 /
対向車両 3台

評価車両 3台
模擬緊急車両
4台
対向車両 3台

路側機数 1 台（実験局） 1台 6台

①：路車―右折時衝突防止支援と車々―緊急車両接近情報提供の競合
②：車々―右折時衝突防止支援と車々―緊急車両接近情報提供の競合
③：路車―右折時衝突防止支援と車々―右折時衝突防止支援の競合
④：路車―緊急車両接近情報提供と車々―緊急車両接近情報提供の競合

表7　運転支援ロジック

ロジックA：�Time-To-Collision（TTC：衝突余裕時間）に
より支援優先度を決定

自車がその事象に出会うまでの時間を算出し，その時間が短
いものを選択する．
TTCが等しい場合は，ロジック Bの優先度テーブルを参照
する．

ロジックB：�サービスの種別ごとに設定した支援優先度
（テーブル）に従い決定

事故防止系のサービスを情報提供系のサービスより優先する．
事故防止系のサービスは路車間サービスを車々間サービスよ
りも優先する．
緊急車両接近情報提供は，車々間通信情報の路側機による転
送であるため，車々情報を優先する．
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複数の運転支援が同時発生した場合の支援手法（HMI）
を組み込んだ車載機を搭載するとともに，車々間・路車
間通信情報や支援結果情報等から運転支援結果を記録す
るシステムを搭載した．

3.4　実験シナリオ
テストコース（模擬市街路）及び名古屋で実施した実

験のシナリオを表 8 及び表 9 に示す．

3.5　実験結果
「路車―右折時衝突防止支援」と「車々―緊急車両接近

情報提供」が競合した状況で，緊急車両が右方から接近
（緊急車両が先に交差点に進入するパターン）において，
支援優先度テーブルのみを使用したロジック B では図 8
に示すとおり目の前を緊急車両が通過するにもかかわら
ず，対向右折支援が優先される事象が発生した．一方，
TTC を使用したロジック A においては，おおむね想定
どおりに適切な支援が行われることが確認できた．ただ
し，図 9 に示すとおり相手車両との位置関係が特定の

状況において，ロジック A でも短時間で優先する支援
が変化してしまう事例も確認された．

上記結果から，今後の検討では，ロジック A を基本
とし，より安定的な支援が実現できるよう更なる改良と
評価が必要である．

4 普及促進に関する研究開発
─普及車載機での評価検証─

4.1　実施概要
自動走行システムの導入段階においては，様々な形態

の車々間通信機器が存在することが想定され，その普及
促進のためには，既に実用化されている機器と同等レベ
ルの車載機を用いて運転支援サービスの実用性を実環境
で検証しておくことが必要である．そこで本研究開発で
は，多様な道路状況における実用性評価を行うことを目
的としている．

具体的には，既に実用化されている機器を基本とした
実証用車載機を用いて，横須賀の二つのエリアを対象に
単純な道路環境下における運転支援サービスを想定した
車両の測位位置の誤差についての基礎評価を実施した

（表 10，図 10）．
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図8　実験結果例（ロジックB）

図9　実験結果例（ロジックA）

表8　実験シナリオ（模擬市街路）

異なる
支援の
競　合

① 路車―右折時衝突防止支援と車々―緊急
車両接近情報提供の競合
　シナリオ 1： 緊急車両が左方から接近

する場合
　　　 　　2： 緊急車両が右方から接近

する場合
　　　 　　3： 緊急車両が前方から接近

する場合
　　　 　　4： 緊急車両のみ前方から接

近する場合
　　　 　　5： 緊急車両が後方から接近

する場合
② 車々―右折時衝突防止支援と車々―緊急
車両接近情報提供の競合
　シナリオ 1： 緊急車両が左方から接近

する場合

同　一
支援の
競　合

③ 路車―右折時衝突防止支援と車々―右折
時衝突防止支援の競合
　シナリオ 1： 対向車両が車載機を搭載

している場合

表9　実験シナリオ（名古屋）

異なる
支援の
競　合

① 路車―右折時衝突防止支援と車々―緊急
車両接近情報提供の競合
　シナリオ 2： 緊急車両が右方から接近

する場合
　　　 　　3： 緊急車両が前方から接近

する場合
　　　 　　5： 緊急車両が後方から接近

する場合

同　一
支援の
競　合

③ 路車―右折時衝突防止支援と車々―右折
時衝突防止支援の競合
　シナリオ 1： 対向車両が車載機を搭載

している場合



Technology Reviews and Reports 小特集 自動運転によって変わる生活， スマートモビリティによって変わる社会解 説

4.2　検証項目及び検証手法
実証実験においては，車載機実走ログの位置情報の誤

差が TTC に与える影響について調査を行った．誤差を
求めるにあたっては，精度の高い車両位置情報（以下，
リファレンス位置）を算出し，車載機実走ログの位置情
報と比較し誤差を算出した．

なお，リファレンス位置の算出は，RTK-GPS により
道路周囲の構造物（以下，ランドマーク）の位置を測定
し，走行時に車両に設置したハイスピードカメラによっ
てランドマークを撮影することで，相対的に車両前後方
向の位置を算出する手法を用いた．車両横方向の位置に
関しては，車両にレーザレンジセンサを設置し，距離を
計測することで算出した．

4.3　実証実験システム構成
実証実験にて用いたシステムの構成を図 11 に示す．

実験車両には 3 台の車載機，通信機を搭載し，3 種類の
測位システム（① GPS のみ，② GPS ＋センサ，③
GPS ＋センサ＋マップマッチング）によりそれぞれ位
置情報の取得を行った．

4.4　実験条件
走行実験は，支援シーンとして出会い頭と右折直進の

シーンを想定し，二つのエリアについて表 11 に示す回
数の走行を行い，上述の 3 種類の測位システムにより
位置情報の取得を行った．

4.5　実験結果
実験実施結果の一部例を図 12 及び図 13 に示す．
横須賀市平成町周辺における走行パターン 1 での取得

データから，リファレンス位置と車載機ログの自車位置
との差を車両進行方向成分と横方向成分に分解して集計
した結果を，誤差の平均値と標準偏差による正規分布の
曲線を図 12 に示す．位置情報の誤差が TTC に与える影

響を評価するために，リファレンス位置から算出したリ
ファレンス TTC と実測位置から算出した実測 TTC を比
較したグラフを図 13 に示す．本走行検証実験において
は運転支援が起きるようにタイミングを合わせた走行を
行っていないため，TTC は相手車両の前後方向の位置
誤差と相手車両の車速から算出した．理論値の直線より
も下側にある場合には実測 TTC が本来の TTC よりも短
く，支援が早く発生する状況であることを示している．

5 普及促進に関する研究開発─非一般
車両アプリケーションの有効性検証─

5.1　実施概要
本研究開発は，緊急車両が車々間通信により緊急走行

であることを通知するアプリケーションを対象とし，こ
のアプリケーションによる緊急車両の到着時間短縮効果
について検証することを目的としている．平成 26 年度
に実施した内容は，以下の 4 点である．

① 緊急走行車両周辺の一般車両の挙動や道路条件影
響調査

②救急車からの車々間通信エリア確認
③ 一般ドライバの緊急車両走行時の退避行動モデル

のパラメータ推定
④ 緊急車両の到着時間短縮効果の基礎シミュレー

ション
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表10　実験実施概要

場　　所 横須賀リサーチパーク（YRP）周辺，
平成町周辺

日　　時 2015 年 2月 23日～27日（5日間）

実験規模 車両 3台，車載機 9台

　　　　実験風景　　　　　　 　車載機画面表示例

図10　実験実施の様子

図11　実証実験のシステム構成

表11　実験条件

場所 想定支援 走行コース 走行回数

YRP
出会い頭 パターン 1 8回（約 15分 /回）

右折直進 パターン 2 8回（約 15分 /回）

平成町

出会い頭
パターン 1 2回（約 30分 /回）

パターン 2 3回（約 30分 /回）

右折直進
パターン 3 2回（約 30分 /回）

パターン 4 3回（約 30分 /回）
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5.2　救急車からの車々間通信エリア確認
救急車からの車々間通信エリア確認として，救急車型

の車両に車載機を搭載し，公道実験を実施した．

5.3　�一般ドライバの緊急車両走行時の退避行動モデル
のパラメータ推定

一般ドライバの緊急車両走行時の退避行動モデルの
パラメータ推定として，ドライビングシミュレータを使
用し，救急隊員へのヒアリング，ドライビングレコーダ
画像，定点カメラ画像の解析を通して設定した緊急車両
走行シナリオに対し，データを取得した．この結果を基
に図 14 に示す緊急車両の退避行動の意思決定フローを
作成するとともに，ブレーキ操作やステアリング操作等
のパラメータを設定した．

5.4　�緊急車両の到着時間短縮効果の基礎シミュレー
ション

交通流シミュレータ上に緊急車両走行時の一般車両
の退避行動を組み込み，車々間通信による緊急車両の接
近情報を一般車両に提供する支援アプリケーションの有
無を設定し，設定の違いによる緊急車両の移動時間を検
証した．今回は，基礎的な条件として比較的小規模で一
般車両の走行速度が遅い単一交差点を設定した．

また，緊急車両の接近情報の提供方法として，接近情
報のみを提供した場合と，それに加えて位置情報も提供
した場合について検証した．更に，一般車両への車載機
の普及率による緊急車両の移動時間の違いについても検
討を行った．

その結果，一般車両の後方から緊急車両が接近するシ
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本来のTTC

誤差を含むTTC

測位誤差

相手車両の位置誤差
によるT TCへの影響

想定支援：出会い頭
平成町走行パターン１の例
TTCへの影響

図13　車両位置の誤差に関する解析結果（2）

緊急車両
交差点直交 接近時
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後方接近時
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サイレン音が
聞こえるか？

予備減速
するか？
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（ブレーキ操作）

目視で位置を
確認できるか？

確認行動
（周囲を見渡す）

同一の車線を
走行しているか？

自分の後方を
走行しているか？

避難するか？
避難するか？

減速 行動
（ブレーキ操作）
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（ハンドル操作 ）

待機
（路側停車） 待機

（停止線停車）

信号停止線で
停止可能か？

減速 行動
（ブレーキ操作）

復帰
（走行開始）

図14　緊急車両走行時の退避行動の意思決定フロー
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図12　車両位置の誤差に関する解析結果（1）
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ナリオにおいては（図 15），位置情報の提供により緊急
車両の移動時間を短縮できる可能性があることが分かっ
た．一方で，信号交差点の直交する方向から緊急車両が
接近する状況においては，緊急車両の移動時間の短縮効
果は見られなかった．今後はより大規模の交差点での評
価や複数の交差点を含む移動経路における評価が必要と
考えられる．

6 自動走行の通信に関する研究
6.1　実施概要

本研究開発は，自動走行の実現に向け，現在の安全運
手支援を実現するための車々間通信システムと比較し，
無駄な中継パケットの削減や効果的な中継器の活用によ
り更に高信頼かつ低遅延の無線通信を目指した，発展的
な車々間ネットワークの開発を目的としている．

平成 26 年度に実施した内容は，以下の 3 点である．
（1） 多次元分散協調による高信頼車々間通信の調査・

研究
　①  分散協調 Space-Time Block Codes（STBC：時

空間符号）による高信頼マルチホップ伝送の検
討

　②  電波環境の観測及び統計化による周波数高効率
利用の検討

（2） 路側中継器によるすみ分け型協調中継システム
の調査・研究

（3） 高信頼・低遅延車々間通信を実現する誤り訂正
符号化技術の調査・研究

6.2　�多次元分散協調による高信頼車々間通信の調査・
研究─分散協調STBCによる高信頼マルチホッ
プ伝送の検討─�（8）

自動走行環境では高信頼な情報伝送手段が要求さる．
一方，現状の車々間通信をそのまま適用した場合，フェー
ジングやシャドーイングによる信頼性低下，大電力送信
や複数回送信によるほかの車々間通信端末への干渉，な

どの懸念がある．
このような課題に対し，本研究では STBC に基づく

分散協調 Automatic Repeat reQuest（ARQ：自動再
送要求）法を提案している（図 16）．具体的には，
STBC を適用し，複数ノード協調ブロードキャストによ
る信頼性向上を図るとともに，各車両の位置や移動ベク
トルを考慮し，道路方向に沿った方向性で繰り返し送信
を行う．加えて，信頼度向上に貢献しやすいノードのみ
を中継に選択することで不要な繰り返し送信を削減し，
ネットワーク全体の省電力化と高信頼化を図っている．

本手法の有効性を確認するため，車々間通信を想定し
た電波伝搬環境において，パケット損失率及び電力効率
の評価を行った．なお，本評価は，送信者から受信者へ
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図16　分散協調STBCによるマルチホップ転送の概念図

図17　パケット損失率
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図18　電力効率の評価結果

図15　�一般車両が後方から接近するシナリオにおける�
シミュレーション例
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の直接通信，AODV（Ad hoc On-Demand Distance 
Vector）によるマルチホップ伝送，全中継型の STBC
分散 ARQ 方式の 3 方式を比較する形で行った．

評価の結果，提案手法は AODV と比較して信頼性の
高い通信を実現できることを確認した（図 17）．また，
1 パケットを伝送するのに必要な消費電力の特性を評価
し，全中継型に匹敵する高信頼性を省電力で実現できる
ことを確認した（図 18）．

6.3　�多次元分散協調による高信頼車々間通信の調査・
研究─電波環境の観測及び統計化による周波数高
効率利用の検討─

自動運転アプリケーションでは多様な要求を持つ情
報を周囲の無線環境に適応させて情報交換する必要があ
る．一方，周辺電波環境の統計情報を用いることで環境
に適応したプロトコルやパケット送信間隔の設定が可能
であることから，基礎的な観測手法について実験的に検
証を実施した．

観測実験では，連続信号観測用スペクトルアナライザ
と平均電力観測用ソフトウェア無線機等を用いて，固定
観測と移動観測を行い，周辺に存在する ITS システム
の電波環境を観測した（表 12）．

観測の結果，固定観測では，車載機搭載車両が走行し
ている時間帯において複数の路側機・車載機の信号を観
測し，走行していない時間では路側機からのビーコン信
号のみを観測した．また，累積分布から信号の時間的占
有率の傾向が把握可能であることを確認した．移動観測
では，− 60 dBm 程度の周期的な信号に加え，車載機が
発生源であると考えられる電力が変動する信号を確認し
た（図 19）．

以上から，平均受信電力値の空間的な分布，路側機の
時間的占有率，車々間通信の混雑度等の基本環境の統計
化が可能であることが示唆された．

6.4　�路側中継器によるすみ分け型協調中継システムの
調査・研究�（9）

車々間・路車間通信では，道路上の多数の車載機と路

側機が自律分散パケット通信を行う．この場合，ノード
位置による隠れ端末問題によって誤りが発生するため，
高信頼通信を実現する上で大きな課題となる．したがっ
て，車載機と路側機の位置を考慮したすみ分けアクセス
法が必要である．

上記課題に対し，1 台の路側中継器による分散中継通
信の分析と改善法の検討を行った．

検討の結果，車々間通信パケットを路側中継器で中継
することで，通信信頼度の向上が図れることを確認した．
加えて，路側中継器をセクタ化することで，車々間直接
通信と中継通信の干渉を更に減らし，通信信頼度を高め
る方法を提案し，その効果が大きいことを確認した（図
20）．
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図19　観測結果

表12　実験実施概要

期間 2015 年 2月 10日～12日

場所 愛知県名古屋市北区城見通り 2丁目交差点付近
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図20　路側中継器による通信信頼度向上手法
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6.5　�高信頼・低遅延車々間通信を実現する誤り訂正符
号化技術の調査・研究�（10）

一般に，高信頼性を達成するためには極力長い符号長
の適用が望ましい．一方，符号長の長さに比例して信号
の送信から復調までの遅延時間が増大するため，自動運
転環境においては，限られた符号長で高信頼な通信を実
現できる手法が必要とされる．

そこで，有限符号長において優れた性能を持つ符号の
設計を行うとともに，複数の車両（端末）で協調するこ
とにより高信頼通信を実現する手法について基礎検討を
行った．

今回検討を行った符号化法では，十分に短いパケット
長の符号を実現するとともに，フェージングによる通信
品質の劣化の平滑化を実現することを確認した．今回の
結果を踏まえ，今後は情報共有による遅延等についての
更なる検討が必要である（図 21，図 22）．

7 今後の展開
3 か年にわたり実施予定の研究開発のうち初年度とな

る平成 26 年度は，各課題について研究開発環境の構築
及び基礎的な検証を実施し，成果を得ることができた．

「車々路車協調システムの通信に関する研究開発」で
は，多数の車両が存在する中でのパケット到達率及び遅
延時間の通信特性について，実験を実施した特定交差点
で通信要件をほぼ満足する結果が得られた．ただし，渋
滞状態（1 車線当り 43 台 / km）かつ車載機普及率
100％という高いトラヒックが集中して発生している条
件におけるシミュレーションにおいて，車々間通信の到
達率が通信要件を満たすことが困難な可能性もあるとい
う結果が得られた．
「車々路車協調システムのサービスに関する研究開

発」では，複数の支援サービスが競合した際の支援ロジッ
クの検討と評価ツールの構築を行った．
「普及促進に関する研究開発─普及車載機での評価検

証─」では，車載機の位置情報の誤差が衝突余裕時間に
与える影響についてその度合いを確認した．
「普及促進に関する研究開発─非一般車両アプリケー

ションの有効性検証─」では，緊急車両の到着時間短縮
効果のシミュレーション環境を構築し，今後の各種検証
の環境を構築した．
「自動走行の通信に関する研究」では，高信頼かつ低

遅延の車々間ネットワーク技術の調査研究を実施し，高
信頼・低遅延の車々間通信を実現する誤り訂正符号化技
術を実現する手法の基礎検討を行った．

平成 27 年度は上記平成 26 年度の成果を踏まえ，引
き続き各研究開発課題について取組みを進める予定であ
る．
「車々路車協調システムの通信に関する研究開発」で

は，パケット到達率が要件を満たさなかった条件や通信
遅延が発生した地点の特徴分析や，平成 26 年度の公道
実験では存在しなかった環境におけるパケット到達率や
通信遅延等の通信特性の検討も行う予定である．
「車々路車協調システムのサービスに関する研究開発」

では，平成 26 年度に開発を行った運転支援のロジック
を基本とし，より一層の安定的な支援が実現できるよう
なロジックの改良及びその評価を実施する予定である．
「普及促進に関する研究開発─普及車載機での評価検

証─」では，普及価格帯レベルの実証用車載機において，
様々な道路状況における模擬環境下の運転支援サービス
についての応用評価を行う予定である．また新たなテー
マとして「公共交通アプリケーションの有効性検証」に
も取り組み，自車周辺を運行する旅客運送自動車の旅客
乗降状態や運行に関する情報を基に接触事故を予防する
運転支援サービスについての基礎評価を行う予定であ
る．
「普及促進に関する研究開発─非一般車両アプリケー

ションの有効性検証─」においては，緊急車両接近通知
アプリによる支援の有無によるドライバ行動データ取得
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図21　誤り訂正符号化技術の検討

パケット長 100ビット，ユーザ数 25～100に対するビット消失通
信路におけるシミュレーション及び理論解析結果

図22　ビット消失通信路における異なる符号率のビット
消失確率特性及び理論限界
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とドライバ行動モデル作成を行い，複数の道路や交差点
を含む緊急走行シナリオにおける到着時間短縮効果につ
いて検証する．
「自動走行の通信に関する研究」では，道路形状に合

わせた中継制御法の検証，多次元観測情報の観測及び統
計化技術の確立，複数中継のすみ分け方式の考案，有限
長誤り訂正符号とそれを用いた分散符号化協調技術の構
築などを行う予定である．

本技術は，SIP（戦略的イノベーション創造プログラ
ム）・自動走行システムに関わる研究開発の一部である
総務省の「ICT を活用した次世代 ITS の確立」による
委託を受けて実施した研究開発による成果です．
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1 背景
トヨタ自動車株式会社（以下トヨタ）は，究極の願い

である交通事故死傷者ゼロを目指し，三位一体の取組み
と実安全の追求というアプローチにより，より安全な車
のための技術開発と社会貢献活動を行っている．三位一
体の取組みとは，人への安全啓発，道路環境の整備，そ
して安全な車作りという，三つがそれぞれを補完しなが
ら安全な社会を作っていくこと．そして，実安全の追求
とは，事故を調査，分析し，事故を再現し，対策を織り
込んでいくこと．このサイクルを回していくことで，よ
り安全な車に近づけていくことができると考えている．

トヨタは，1966 年に最初の衝突試験場を設立して以来，
長年，安全技術開発に取り組んできた．乗員を保護する
衝突安全から始まり，ABS（Antilock Brake System），
VSC（Vehicle Stability Control）のような運動安定性
の向上を図る機能から，プリクラッシュセーフティに代
表される衝突回避支援機能へと，予防安全技術は現在の
主役になってきている．更に，協調型安全支援システム

や自動運転技術を取り込んだ高度運転支援へと技術は進
化してきている．

自動運転技術は，車の安全性を飛躍的に高めるととも
に来るべき高齢化社会への運転支援や交通渋滞の削減な
ど多くのポテンシャルを持っていると考えている．筆者
らは，安全性の向上を最大の目的と位置付け，自動運転
技術の開発を進めている．

ここでは，トヨタが取り組んでいる自動運転技術の開
発の現状について説明する．

2 自動運転システム
2.1　目的・狙い

現在トヨタは，自動車専用道を含む高速道路における
自動運転を前提に，合流，車線維持，追越し，分岐など，
高速道路走行に必要なあらゆるシーンに対応すべく，
日々研究・評価を進めている．想定するシステム動作イ
メージを図 1 に示す．

2.2　システム構成
現在，開発に用いている試験車

両について，車両外観を図 2，ハー
ドウェア構成を図 3，各ハードウェ
アの説明と役割を表 1 に示す．セ
ンサに関しては，ミリ波レーダはギ
ガヘルツ帯の電磁波を用いること
により，霧や降雨，降雪時における
検知能力に優れる．一方 LIDAR

（LIght Detection And Ranging）
はその分解能の高さが特徴である．
このように各センサを組み合わせ，
その長所短所を補い合うことで，車
両全体としての周辺認識能力向上
を目指している．なお，LIDAR に
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関しては，3.1にてその技術詳細を説明する．
外観は一般に販売されているレクサス GS と大きく変

わらないが，車の前後及び側方にセンサを搭載している．
これらは研究・先行開発を目的とした試験車両であり，
実際に製品として具現化する際には，各センサや ECU

（Electronic Control Unit）などのデバイスを必要性に
応じて最適化するとともに小形化／軽量化を図る予定で
ある．

2.3　ソフトウェア構成
図 4 にソフトウェアの全体構成を示す．
図の左に示すセンサデバイスの出力値を入力として，

右に示す周辺障害物認識・行動選択・経路生成を行い，
最後に車両の各制御アクチュエータに制御指令値を出力
することにより自動運転を実現している．

周辺障害物認識においては，実際に走行している大小
様々な他車両を，安定して各個に区別・追跡する機能が
求められる．今後はセンサの選定も含め，認識機能の精
度と安定性の向上が求められる．

行動選択・経路生成においては，複雑な道路形状や他
車両との位置関係において，合理的な行動（合流，車線
維持，追越し，分岐）を選択できる機能，そして車両の
乗員にとって滑らかで気持ちの良い走りを実現する経路
を生成するため，加速度や加加速度の変化までを考慮し
た経路を生成する機能が求められる．

車両の各アクチュエータにおいては，指令値を正確に
出力する機能や機能失陥時の安全機能が求められる．

2.4　実環境評価
テストコース走行やシミュレーション評価とともに，

様々な環境での信頼性向上を目的として，公道での評価
を実施している．図 5 にその実環境評価の様子を示す．
日米欧の各地において現地の交通事情にあったシステム

表1　ハードウェア一覧
名　称 説明 /役割

LIDAR 車両を取り囲むように複数配置
し，周辺の障害物を検出する．

GPS+IMU（Inertial 
Measurement Unit）

地図情報と照合することで，より
高精度な自己位置推定を行う．

ミリ波レーダ 遠方の先行車両などを検出する．

前方カメラ 白線を検出し，自己位置推定に
用いる．

自動運転ECU
センサの認識結果，自己位置推
定結果から，自車両が進むべき
経路を選択・生成する．

制御（アクチュエータ）
ECU

市販車の各電子制御アクチュ
エータ ECUの制御範囲を拡大，
精度向上したもの
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図3　ハードウェア構成

図4　ソフトウェア構成

レーザレーダ

ミリ波レーダ

前方カメラ

図2　試験車両概観

図5　実環境評価
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開発を行い，それらの技術をどのように社会に提供すべ
きであるか，等の検討も併せて進めている．

3 次世代要素技術
信頼性の高い一般道自動運転を実現するためには，乗

り越えなければならない課題が数多くある．特に，図 6
に示すような周囲の環境を正しく認識，理解できる技術，
及びその技術が一般に提供できる現実的なハードウェア
で構成可能なことが重要である．更に，ドライバが安心

して車に身を任せられるように，自動運転システムとド
ライバとの間で，高度なコミュニケーションがとれる技
術が必要である．

トヨタでは，世界の最先端をいく大学や研究機関と連
携しながら，これらの課題に積極的に取り組んでいる．
本章では，これら取組みの中から特に，高分解能センサ
技術，交通環境を認識する技術，ドライバの状態を推定
する技術に関する，認識研究開発の取組みを紹介する．

3.1　3D情報をセンシングするLIDAR技術
LIDAR とは，照射光が対象で反射してセンサに戻るま

での光の往復時間（TOF：Time Of Flight）に基づく距
離計測装置である．カメラで取得できるのが濃淡分布の
2D 情報であるのに対して，LIDAR は多数の点の距離を
測定することにより 3D 情報を取得できる．道路環境の
3D 情報から障害物の位置や路面勾配などを正確に認識
することができる．

スイス連邦工科大学ローザンヌ校との共同研究で開
発された SPAD（Single Photon Avalanche Diode）を
CMOS で実現する技術をコアに，小形低コストの 3D 
LIDAR を開発した．試作機の構成を図 7 に示す．放物
面 鏡 に 設 け た 孔 か ら，コ リ メ ー ト し た LD（Laser 
Diode）光が照射され，ポリゴンミラーで走査される．
対象物で反射された光は照射光と同じ光軸を逆行し，放
物面鏡により受光素子に結像される．受光素子では，
16 画素の一次元アレーで垂直方向に解像され，6 面ポ
リゴンミラー各面の俯角差による垂直走査と合わせて
96 ライン（=16× 6）を実現した．

4× 6 の SPAD アレーが一つの画素として働き，こ
れをマクロピクセルと呼ぶ．SPAD はフォトン入射に対
し電圧パルスを出力する．LD 光と外乱光のフォトンを
弁別するため，フォトン到来時間を空間的時間的に多数

回測定し，ヒストグラム処理により TOF
を算出する．この統計的信号処理回路と
SPAD アレーとを CMOS LSI としてワン
チップ化して，高解像度と低コストを両立
させた（1）．

実験車で取得した距離画像例を図 8 に示
す． 黒 色 服 の 歩 行 者 を 想 定 し た， 幅
30 cm，反射率 9％のターゲットを，晴天
昼間に約 80 m の距離まで検知できる．

3.2　交通環境を認識する技術
一般道自動運転を実現するためには，交

通環境に登場する様々なオブジェクトを確
実に検出，追跡し，更には将来の進路を予
測する技術が重要である．
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図7　LIDARの構成

図6　高分解能センサによる網羅的認識（例）
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図8　距離画像取得例
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スイス連邦工科大学チューリッヒ校及びルーヴァン
大学（ベルギー）との共同研究では，歩行者や車，バイ
ク，自転車等の基本的な対象と，更にそれ以外の種々の
異なる形状や動きを持つ障害物を，共通のフレームワー
クで認識可能な手法を研究している．近年の成果として，
図 9 に示す隠れに強く世界トップクラスの認識性能を
誇る超高速歩行者認識技術（2） ～ （4）や，図 10 に示す歩行
者の動きを高精度に予測する技術（5）， （6）等が実現されて
いる．また，同等のテーマで，マックスプランク研究所

（ドイツ）との共同研究も行っている（7）．
チェコ工科大学とは，図 11 に示すように物体の追跡

技術に関する共同研究を行っている（8）， （9）．車両や歩行
者は，向きや形状を刻々と変えたり，ほかの物体の陰に
隠れたりしながら，シーンの中を動いていく．一連のシー
ンを通して，同一の物体が同一のものであると判定でき
ること，すなわち物体を正しく追跡できる技術は，後段
に続く動きの予測や，経路生成に欠かせない重要な技術
である．同大学との共同研究では，物体追跡のためのモ
デルをダイナミックに更新しながら，形状変化や隠れに
強い物体追跡アルゴリズムを実現している．

車両が正しく検出，追跡できるようになると，その将

来の動きを予測することが可能となってくる．フランス
の INRIA（Institut National de Recherche en Infor-
matique et en Automatique）との共同研究では，自
車両に対する周辺車両の位置や相対速度などから，数秒
後の車両の行動を，直進，右車線変更，左車線変更の確
率として予測する手法を提案し（10）， （11），図 12 に示すよ
うに実際の高速道路で取得したデータでその有用性を確
認している．

更に，将来を見据えた取組みとして，交通シーンを包
括的に認識する技術の開発を，ケンブリッジ大学（イギ
リス）との共同研究で行っている（12）， （13）．これは，ディー
プラーニングの手法を用い，空間上のコンテキストを適
切に考慮しながら，シーンを意味のあるまとまった単位
に分割する技術である．車両と道路の相対的な位置関係
や，建物は画面の上部にある，といった種々の関係を表
す統計的なモデルを，機械学習の枠組みで導出するもの
であり，実環境シーンで図 13 のように，一定の認識性
能を確認している．

3.3　ドライバの状態を推定する技術
トヨタでは，自動運転技術を活用した高度な運転支援

においては，システムの状態をドライバに適切に伝える
ことで，より高い安心感，システムへの信頼感をもたら
すことができるようになると考えている．

それにつながる取組み事例として，マンチェスター大
学（イギリス）との共同研究を紹介する（14）．警告やシ
ステムの状態を効果的にドライバに伝えるためには，ド
ライバの注意状態等をシステムが適切に把握しているこ
とが重要である．運転は，主に視覚に頼るものであり，
また注意状態に影響をもたらす疲労，眠気等は顔によく
表れる．したがって，顔や視線の向きや瞬き，更には表
情の変化等からドライバの状態を総合的に推定すること
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図9　歩行者の検出技術

図11　物体の追跡技術

図10　歩行者の行動予測技術

図12　車両の挙動予測技術（11）

図 13　交通シーンの包括的な認識技術
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が可能であり，そのための基礎技術として，ドライバの
顔特徴点を追跡する技術の研究を行っている．既に，実
環境において，図 14 に示すように高い認識性能をリア
ルタイム処理で実現できている．

4 過去の取組み
参考として自動運転技術開発に関する過去の取組み

を示す．トヨタは，自動運転技術の開発に 1990 年代か
ら取り組んでいる（15）．表 2 に自動運転技術開発の系譜
を示す．

当時のセンシング技術及び認識技術においては，周辺の
非自動運転車両との混在交通環境や様々な気象条件下に
おいて高い信頼性のある自動運転を実現することは困難
であった．そのため以下に示すような車載装置以外のイ
ンフラ装置群等の整備を前提として実用化開発を進めた．
�・�車両位置を正確に把握するために路面に埋め込まれ
た磁気ネイル，車載磁気検出センサを用いた磁気誘
導制御
�・�隊列間追突を防止するための閉塞制御コイル，自動
運転システム全体を制御するための管制システム
�・�物理的に隔離された自動運転車両専用レーン（混在
交通時には手動運転）
�・�故障時の安全確保を目的としてレーン両側に設置さ
れたガード壁，車載逸脱防止機構
�・�歩行者などがレーン内に誤って入り込まないための
防護柵，走路の安全を確認するための隊列先頭車両
の前方監視員

上記に車両制御技術，車々間通信を用いた電子連結隊
列走行制御技術，機器故障時における安全確保・システ
ム運行維持を目的とした多重冗長系システム技術（自動
運転コンピュータ，保安ブレーキ，各制御 ECU，各種セ
ンサ）などを組み合わせ，東京お台場の MEGA WEB に
おける e-comRIDE，図 15 の淡路島ファームパーク
IMTS（Intelligent Multimode Transit System），図 16
の愛・地球博 IMTS（16）を開発し，一般向けに提供した．

これらの開発経験により，隊列走行制御技術，エック
スバイワイヤ制御技術，交通システム管制技術，多重故
障同時発生時における衝突防止多重冗長システム技術な
ど多くの技術的知見を得た．

各企業，各研究機関においても，自動運転技術開発は
様々な目的に対して進められていたが，2004～2007 年
に米国において DARPA Grand Challenge が開催され，
自動運転技術開発は大きく加速された．

5 まとめ
主にトヨタにおける自動運転技術の開発を紹介した．
社会における人々の活動を支えるものとして，自動車

はその発展に大きく寄与し，これからも社会のモビリ
ティを支えるものとして必要とされると考えられる．

その持続性の前提として，安全性向上による交通事故
の減少・撲滅，環境負荷の低減，高齢化社会の活性化等
は重要であり，それらを実現する有効な手段の一つであ
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図15　淡路島ファームパーク IMTS

図 14　ドライバの顔追跡技術（16）

表 2　自動運転技術開発の系譜

図16　愛・地球博 IMTS
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る自動運転技術に対し，今後もより一層の技術開発・製
品開発を進めていく．
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1 はじめに
ITS（Intelligent Transport Systems）の目指すとこ

ろは，移動・交通にまつわる情報通信技術を通じて住み
やすい社会を構築すること，と言ってもよいでしょう．
一般には「高度道路交通システム」と訳され，事故や渋
滞，環境対策など主に道路交通における課題解決の仕組
みとして考えられた ITS ですが，今日では道路・自動
車に限らず，人～インフラ～移動体を情報通信で結び，
安全・安心，環境・効率，快適・利便に資するシステム
の総称と捉えられています．

このような概念や技術は，環境問題や少子化，地域活
性化などの課題を抱える今後の都市整備においても活用
が望まれています．また一方で，ITS の研究開発におけ
る様々な実験には，行政の協力が得られる実証フィール
ドが必要とされており，ここに相互の連携が見いだされ
ています．

1.1　柏 ITSスマートシティ
都心の北東 30 km 圏に位置する千葉県柏

市は，都心を中心とした放射状・環状の幹線
道路・鉄道が交差する要衝であり，事故・渋
滞や CO2 の排出，高齢化や鉄道新線の開業
に伴う都市構造の変化など，新たな課題が生
じていました．

同市は内閣府から，2009 年 6 月に「ITS
実証実験モデル都市」，2011 年 12 月に「環
境未来都市」構想のモデル都市として選定を
受け，2010 年に設立された「柏 ITS 推進協
議会」  ＊ 1 を中心に，以下の理念に基づいて「柏
ITS スマートシティ」の街づくりを進めてい
ます（図 1）．

 ＊1  柏市，千葉県，国土交通省，経済産業省，東大，
  千葉大など産官学50以上の団体が参画．

・ カーボンフリー：低炭素で環境に優しい人・車・自
然の共生

・ ストレスフリー：便利で快適なモビリティの利用
・ モードフリー：個人に適した移動手段選択
同市に柏キャンパスを有する東京大学では，柏 ITS

推進協議会の活動を主導し，以下のような様々な研究開
発を進め，ITS 技術の社会実装による地域の交通課題解
決を目指してきました．

・ 交通情報の利活用：プローブやシミュレーションに
よる交通状況の把握・集約，仮想化空間における地
域の交通状況・CO2 排出状況の可視化・配信

・ ICT による中心市街地活性化：中心駅における鉄道・
バスのリアルタイム乗換情報提供，駐車場の利便性
向上，観光・地域情報提供

・ 公共交通の再編検討と効果検証：タクシーより高効
率・低コストなオンデマンドバス，ガソリン車・電
気自動車・電動バイク・自転車などを統合的に利用
できるマルチ交通シェアリング，省エネ型軌道交通

（エコライド）
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図1　柏 ITSスマートシティの目指す社会



・ 次世代車両の研究開発：キャパシタ蓄電とワイヤレ
ス給電を用いた電気自動車，自動走行カート，一人
乗り超小形モビリティ，自転車にも立ち乗り二輪車
にもなるパーソナルモビリティ

1.2　四次元仮想化空間
ディジタル地図などのように静的な都市空間構造を

コンピュータに再現したものは，二次元あるいは三次元
の「仮想化空間」と理解されます．筆者らの研究室でも
アンコール遺跡などの大規模文化遺産や東日本大震災の
被災状況のアーカイブ （1）， （2）を行っていますが，これら
も静的な仮想化空間の一種と言えます．Web 等を通じ
て自由な視点で参照すれば，離れた所から見えないもの
が見えるようになり，さながら千里眼や透視のような機
能が実現できることになります．

この拡張として，四次元の仮想化空間 （3）を考えるこ

とができます．すなわち，過去・将来の状況や，現在の
動的事象（都市の活動）を再現することのできる仮想化
空間です．過去に消失してしまった遺跡や三陸地方沿岸
の街並みを仮想化空間で再現すれば，タイムマシンがな
ければできなかった体験も可能になるでしょう．あるい
は，車の動きや大気の状態を都市の動的事象と捉えて再
現すれば，多くの人に直感的な理解を与えることができ
ます．図 2 に四次元仮想化空間のイメージを示します．

以降では主に筆者らが行った，仮想化空間上での交通
状況・CO2 排出状況の可視化と CO2 排出削減の実証実
験について紹介します．

2 地域民の「気づき」によるCO2の排出削減
自動車交通からの CO2 排出は全体の約 18％を占め，

官民挙げてその削減に取り組まれています．これまでの
施策は，エコカーの普及など，自動車・運転者を対象と
し，自動車利用の利便性を高めることに主眼が置かれて
きました．

これに対し，この研究では，運転者以外も含めた地域
市民全体を対象に，自動車の利用や混雑による CO2 の
排出などを実感できる情報を提供することで市民に「気
づき」を与え，環境に優しい行動（経路や出発時刻の変
更，低燃費走行，公共交通の利用など）をとるよう促し
ます．更には，情報提供を通じて地域の交通・環境問題
への意識を高めてもらうことで，節電やエコカーへの買
い換えなど，移動と直接に関わりのないところでも環境
に優しい行動を促します．

全体の概念図を図 3 に示します．近年では，路上や
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図3　地域市民を含めた情報フィードバックループ

図2　四次元仮想化空間のイメージ
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路側に設置されたセンサから交通状態を観測できるよう
になっており，これらを統合・補間して交通状況・CO2

排出状況を算出・可視化します．

3 「気づき」を与える仮想化空間
交通状況や CO2 排出に関する情報は，収集，統合，

加工・配信の 3 段階を経て地域市民に提供されます．

3.1　収集：交通観測
3.1.1　路上・路側カメラの活用

通常は監視カメラとして用いられる路上・路側カメラ
の映像から，時空間 MRF と呼ばれる技術により車両の
交通流をリアルタイムで継続的に観測します （4）， （5）．図 4
に動作例を示します．今回構築したシステムでは，車両
1 台ごとの識別・速度計測・2 車種分類，5 分当りの交
通量，1 分に 1 枚程度の静止画像を，後に述べるデータ
ベースに自動的に蓄積可能としています．また，未設置
箇所への展開も考慮して，IP カメラと WiMAX 回線を活
用した可搬形システムでも動作検証を行っています．

3.1.2　ナンバプレート調査機器の活用
道路上の主要箇所では，ナンバプレート調査用の機器

も活用して，各地点で車両を識別し・照合します．これ
により，交通量や旅行速度が，起点・終点のペア（OD）
ごとに，時間帯別に把握することができます．今回のシ
ステムにおいては，千葉県柏市内の国道 6 号・16 号上
の 4 箇所の双方向，計 8 台を設置し，起点・終点のペ
アごとの速度データを後に述べるデータベースに蓄積で
きるようにしました．

3.1.3　ライブシチュエーション型道路実況画像の収集
一般市民が交通状況を分かりやすく把握するために

は，より直接的に「見た目」の状況を実感できることが
効果的と考えられます．そこで，地域内道路の「擬似実
況画像」を配信します．今回のシステムでは，測量会社
の計測車両に 360° カメラと GPS を積載し，携帯通信
回線を通じて毎秒 1 枚程度の全周囲画像をサーバに蓄
積することができます．

地域内のあらゆる場所・時刻でそのような実況画像が
参照できれば理想ですが，これは極めて高コストで非現
実的です．そこで，あらかじめ様々な状況下（曜日・時
間帯・交通量別など）で各地の全周囲画像を低頻度なが
らも長期間にわたって収集しておき，必要に応じて，時
間帯や交通量が最も近い状況の全周囲画像を提示する仕
組みを構築しました．図 5 に概要を示します．

3.1.4　その他の入力情報
これら以外にも，車両感知器や光ビーコンから得られ

る地点交通量，プローブ情報  ＊ 2，ETC による交通量，国
土交通省の ITS スポット，バスロケーション，信号制
御データなどから，様々な条件における道路交通状況を
収集します．

また，時刻表，事故データ，気象データ，OD センサ
スデータなどの統計的情報も，後述のナウキャストシ
ミュレーションに対する補足的な入力情報として利用さ
れます．

3.2　統合：時空間融合交通情報基盤
3.2.1　ナウキャスト交通シミュレーション

ここまでで得られるデータは断片的なもので，時間的
にも空間的にも不連続・部分的ですし，データの種類に
よって密度や頻度もまちまちです．これらのデータから
補間処理により地域内の各地点・時刻における完全な交
通状況を推計します （6）， （7）．これをナウキャストシミュ
レーションと呼びます．

一般道の交差点以外の区間（単路部）では，区間前後
の交通データ，信号制御データ，プローブデータから，
区間内の全車両の軌跡を補間モデルにより推定します．
図 6 に補間のイメージを示します．

より広い区域に関しては，基本となる再現ケース
（ベースシミュレーション）を構築しておき，交通量や
旅行速度が実測値と整合するようにシミュレーションの
パラメータを校正し，推計します．

今回構築したシステムでは，柏市及び周辺 7 市を対
象範囲とし，15 分周期で算出します．

 ＊2  ある区間を実際に走行した車両から得られる速度や旅
行時間などのデータ．
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図5　ライブシチュエーション型道路実況画像

図4　既設カメラを活用した交通観測
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3.2.2　CO2 排出量の推定
CO2 の排出量は，ナウキャストシミュレーションに

より推定した道路区間ごとの交通量に，CO2 排出係数
原単位（EF）及び区間距離を掛けることで求めます．
排出係数原単位とは，1 台の自動車が走行距離 1 km 当
り（大型車の場合は走行距離 1 km ・ 車重 1 t 当り）に排
出する CO2 の重量（g/km, g/ （km ・ t））を表す値で，以
下の式（1） （8）で算出します．

EF = a/v + bv + cv 2 + d （1）　

v はその道路区間の平均旅行速度で，ナウキャストシ

ミュレーションで推定されます．a，b，c，d は，
文献 （8）に示される回帰係数で，それぞれ車
種（小型・大型）により異なる値をとります．

3.3　�加工・配信：市民向け生活活動情報シ
ステム

加工・配信段階では，一般市民が地域の交
通状況・CO2 排出状況などを分かりやすく可
視化した情報（生活活動情報）を生成し，
Web やスマートフォン等を通じて広く情報配
信します．

3.3.1　生活活動情報の生成と配信
図 7 に，今回構築したシステムにおいて提

供されるコンテンツの一覧を示します．メッ
シュ別・道路別・地域全体の CO2 排出状況（図
7 ②～④），排出量の履歴と目標値の差（同⑥），
更に，3.1.3のライブシチュエーション型道
路実況とコンピュータグラフィックスによる
CO2 排出状況を組み合わせて可視化した仮想
イメージ（同⑤）などが，広く地域市民全体
を対象として Web 上で提供されます （9）．

また，個人の移動に直接関係するコンテン
ツとして，エコルート（CO2 排出の少ない経
路）等の検索や，ある時間内に到達できる範
囲（同⑦，⑧），運転中のエコドライブ診断，
ほかの経路や交通手段を選択した場合の削減
効果（同⑨～⑪）が，スマートフォンアプリ
を通じて提供されます．

更に，後述の社会実験への参加者向けには，
CO2 排出抑制への貢献度とランキング，ポイ
ントの獲得情報も提供されます（同⑫～⑭）．

3.3.2　�複合現実感技術による現場型提示シ
ステム

図 7 ⑤の仮想イメージを更に発展させたシステムと
して，実風景に CO2 の排出状況を提示する仕組みも提
供されます．これは，現場において大形モニタやタブレッ
ト等の表示装置を適当な方向に向けるとその方向の
CO2 の排出状況を複合現実感（MR：Mixed Reality）
技術により重畳表示するものです（図 8）．

今回は地域市民への常時サービス提供は行いません
でしたが，2013 年 10 月の東京大学柏キャンパス公開
に合わせて，柏の葉地区の国道 16 号においてサービス
提供を行いました．
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図6　�ナウキャストシミュレーションによる車両軌跡の補間推計結果の例

図7　生活活動情報のコンテンツ一覧
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4 千葉県柏市における社会実験
このような生活活動情報の提供により，交通行動がど

れだけ変容し，CO2 の排出が削減されるのか，評価す
る社会実験を行いました．実験計画の詳細は文献（10）
に示します．

4.1　実験手法
千葉県柏市と周辺 7 市を対象地域として以下の実験

を行いました．評価の対象とする交通行動変容の種別は，
X：公共交通利用への転換  ＊ 3，Y：エコルートの選択，Z：
エコドライブの実施，の 3 種類としました．
〔調査1：パーソンプローブ調査〕
対象地域に居住し，車を運転する機会のある被験者

131 名を募り，2013 年 9 月 1 日～12 月 6 日の移動履
歴を調査しました．実験用のスマートフォンアプリによ
り移動時の目的地・移動方法・目的等と，GPS 機能で
計測した移動経路を送信してもらいました．

期間中，9 月はシステムによる生活活動情報の提供は
なし（すなわち普段の移動履歴を調査するのみ），10 月
以降は情報提供あり，更に 11 月以降は実験への参加  ＊ 4

と自身の CO2 削減量に応じて，奨励金に相当するポイ
ント（インセンティブ）が得られる仕組みとしました．
レートは，被験者を 2 群に分け，高・低 2 種類（0.1
円 /g，0.05 円 /g）を設定しました．なお，実験への参
加そのものに対する基本謝礼ポイントは，これとは別に

 ＊3  事前調査により，普段から公共交通を利用する移動は
除外．

 ＊4  データ送信，マイページへのログイン，エコルートの
選択．

全員に付与しました．
この移動履歴から，行動変容の実行頻度 f が以下のと

おりに変容種別 X，Y，Z ごとに求められます．

f = 行動変容の実行回数／全移動回数

〔調査1'：交通行動変容の意向と受容性の調査〕
調査 1 の被験者に対し，実験期間前に交通行動変容 X，

Y，Z の意向があるか，期間後に実際に変容があったか
を尋ねました．

更に，このような取組みの受け入れやすさを考慮する
ため，基本謝礼ポイントがない場合や，情報提供サービ
スが改善された場合に実験参加の意向があるか，期間終
了後でも生活活動情報の提供があれば行動変容を続ける
か，を尋ねました．
〔調査2：交通行動変容の意向調査（大規模）〕
これとは別に，対象地域に居住し，運転機会のある

1,193 人を対象に Web アンケートを行い，生活活動情
報の提供を受ければ交通行動変容 X，Y，Z の意向があ
るかを種別ごとに尋ねました．

4.1.1　交通行動変容割合とCO2排出削減率の算出
変容割合は，意向の有無，実際の変容の有無，実行頻

度を考慮して以下のように算出します．

R(X) = r (X) r (x'|x) f x'|x + r (X) r (x'|x) f x'|x （2）　

ここで r (X) は調査 2 で X の意向ありと答えた人の割合，
r (x'|x) は調査 1' で X の意向ありと答えた人のうち実際
に変容したと答えた人の割合，f x'|x はそれに対応する被
験者らの実行頻度です．X，x，x' は否定（変容意向なし，
実際の変容なし）の回答を表します．ちょうど，条件付
確率と似た形式になっています．Y，Z についても同様
に変容割合 R(Y)，R(Z) が求められます．

CO2 排出削減率は，R(X)，R(Y)，R(Z) の割合で交通行
動変容が生じたと仮定した条件下で交通シミュレーショ
ンを行い，式（1）から求めました．

このほか，生活活動情報の提供により環境意識が高ま
り，節電など交通以外の個別対策にも波及する効果が考
えられます．これについても同様の方法により調査 1'・
2 を行う際に実施状況や関心の有無を尋ねて変容割合を
求め，排出原単位から CO2 排出削減率に換算して加算
しました．

4.2　実験結果
4.2.1　交通行動の変容割合

交通行動の変容割合を表 1 上段に示します．種別は
高い順にエコドライブ実施＞エコルート選択＞公共交通
転換であり，インセンティブによらず同順位でした．ま
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図8　複合現実感技術による現場型コンテンツ
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た高いインセンティブの場合は変容割合が約 2 倍に増
加しましたが，公共交通転換については 1.6 倍にとどま
りました．

4.2.2　基本ケースにおけるCO2排出削減率の推定結果
ここまでの手法による基本的な推定（ケース①）の結

果を図 9 の①に示します．謝礼の有無にかかわらず，
10％以上の削減効果が見込まれ，削減目標の 8％に到達
していることが分かります．

4.2.3　謝礼バイアスと継続性を考慮した推定結果
調査 1' の受容性に関する調査の結果を表 2 及び表 1

下段に示します．表 2 から，a2 = 30％は，基本謝礼ポ
イントがない場合でも参加意向があることが分かりま
す．これを予測ケース②とします．また，回答 7. は全
てスマートフォンアプリの操作性が向上すれば参加する
との意見でした．したがって a3 = 45％は，基本謝礼が
なくても今後のサービス向上がある場合に参加意向があ
ることが分かります．これを予測ケース③とします．

これらに更に，表 1 下段に示す継続意向割合 b を掛
けた R2 = a2bR，R3 = a3bR を，予測ケース②，③におけ
る行動変容割合とし，改めて交通シミュレーションによ
り CO2 排出削減率を推定しました．

その結果を図 9 の②，③に示します．インセンティ
ブを与えることにより，おおむね 8％の削減目標を達成
できる可能性があることが分かります．

4.2.4　費用対効果の評価
本システムにより直接的に得られる便益としては，

CO2 削減そのもの，渋滞緩和による走行時間の短縮，
走行燃料の節約が挙げられます．これらはそれぞれ，

CO2 排出削減 1 t 当りの便益，時間の評価原単位，CO2

排出 1 g 当りのガソリン（普通車）または軽油（大形車）
価格により貨幣換算が可能です．

一方，生活活動情報を提供するための費用としては，
システム開発費，維持費，インセンティブ費，更に予測
ケース③では追加開発費が挙げられます．

これらの比から算出した費用対効果（B/C）を合わせ
て図9に示します．インセンティブを付与せず，提供サー
ビスのレベルを据え置く場合でも，削減目標には達しな
いながら，非常に大きな費用対効果（約 47）が得られ
ました．また，追加投資により削減目標を達成させる場
合は，高いインセンティブを与えるよりも，サービスレ
ベルの向上に投資した方が，社会的な価値が高くなるこ
とも分かります．

5 おわりに
本稿では，千葉県柏市における「ITS スマートシティ」

の取組みの一環として，仮想化空間を通じて地域の交通
状況を可視化し，交通行動変容を促すことで道路交通か
らの CO2 排出削減を目指す仕組みについて紹介し，そ
の効果を確認しました．

表2　今後の実験参加に関する意向調査結果

1. 今回と同様のポイントがもらえるなら参加
する

52％

2. 今回以上のポイントがもらえるなら参加す
る

3％

3. 今回よりも役に立つ情報提供があるなら参
加する

6％

4. 今回と同様の情報提供があるなら参加する 18％

5. ポイントや情報提供がなくても社会貢献な
どの趣旨に賛同できれば参加する

12％

6. 参加したくない 0％

7. その他 9％

a2

a3
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図9　推定されたCO2 排出削減率と費用対効果（B/C）

表1　交通行動の変容割合（上段）と継続意向（下段）
情報提供のみ
（インセン
ティブなし）

情報提供＋
インセンティ
ブ（低）

情報提供＋
インセンティ
ブ（高）

X： 公共交通への 
転換　R(X)

3.10％   5.10％   5.00％

Y： エコルートの 
選択　R(Y)

3.50％   5.40％   7.40％

Z： エコドライブ
の実施　R(Z)

9.20％ 11.10％ 20.60％

情報提供のみ
（インセン
ティブなし）

　　↑ 交通行動の 
変容割合

X： 公共交通への 
転換　bX

83.00％

　　←  実験終了後の 
継続意向割合

Y： エコルートの 
選択　bY

91.00％

Z： エコドライブ
の実施　bZ

95.00％
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交通シミュレーションと情報収集・配信の連携によ
り，一般市民を対象とした交通施策の定量的・合理的な
効果予測が可能となります．今後は，災害時の交通状況
把握や効率的な避難指示，2 国間排出権取引制度におけ
る戦略策定などへの活用も考えられます．また，システ
ムの基幹部分が全てクラウド上で実現されるため，他地
域への水平展開も推進しやすく，今後も交通量の増加が
続くアジア諸国を含む海外へも国際的な展開が期待でき
ます．
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1 はじめに
ITS（Intelligent Transport System：高度交通システ

ム）はインフラストラクチャと移動体を情報通信技術に
よって連携させ，人々や物の移動を支援するシステムで
あり，交通工学はもとより土木，建築，環境，機械，電力，
通信など多岐にわたる研究分野が関与する．このような
複合領域に位置付けられる ITS の構成技術を実証実験に
より評価する場合，実験のための場所や設備の確保，ま
た実験結果の分析に要する時間，労力，費用がしばしば
多大になってしまう．そのため，計算機上でシステムを
再現性のある形で模擬するシミュレーション技術が ITS
技術の評価になくてはならない存在である．

しかし，複合システムとして様々な側面を持つ ITS
において，特定の評価要素に対し信頼性の高いシミュ
レーションを実施することは容易ではない．信頼性の高
いシミュレーションを実施するためには対象システムの
的確なモデル化が肝要であるが，的確なモデルを構築す
る基本は“KISS：Keep It Simple, Stupid”と言われる．
KISS は，評価に影響を与えないシステム構成要素をモ
デルから排除することにより，シミュレーションに要す
る計算量を削減すると同時に，シミュレーション結果か
ら無意味な数値的揺らぎを除去して，比較的短時間で有
用かつ信頼性の高い結果を得る工夫を指す．

例えば，合流により交通容量が減少する道路システム
で発生する渋滞をシミュレートする場合，ITS の情報伝
搬を担う通信システムは渋滞に直接的に影響を与えない
ため，通常はシミュレーションの対象システムには含め
ない．しかし，VICS（Vehicle Information and Com-
munication System） （1）やプローブ交通情報 （2） ～ （4）など
によって渋滞を検知・配信し，それに応じて合流地点に
流入する交通量自体が変化する場合，渋滞情報の収集と
配信に用いられている通信システムをモデル化し，更に
う回路を含めたより広域の道路システムをシミュレー

ションの対象にする必要がある．
また，車々間通信を利用して高度なクルーズコント

ロ ー ル を 実 現 す る CACC（Cooperative Advanced 
Cruise Control） （5）によってスムーズな合流を評価する
場合，広域の道路システムをシミュレーションの対象に
する必要はない．一方で，周辺車両の状態を把握するた
めのセンサや DSRC（Dedicated Short Range Com-
munications） （6）， （7）と呼ばれる車々間通信システム，ま
たそれらに基づく車両の動力制御（モビリティ）を非常
に細かい時間粒度でモデル化する必要が生じてくる．

このように，対象システムが同一であっても，何を評
価するかによってモデル化の対象になるシステム範囲や
モデル化の精細度が変化するため（図 1），一概にどの
ようなシミュレーションを実施すればよいか判断するこ
とは難しい．これは同時に既存のシミュレータやシミュ
レーションモデルに優劣をつけるのではなく，それぞれ
の特徴を理解して適切なものを選定することが重要であ
ることを意味する．

解説　ITSのためのシミュレーション技術 167ⓒ電子情報通信学会 2015

ITS のための
シミュレーション技術
髙井峰生　Mineo Takai　　　　　University of California, Los Angeles，Space-Time Engineering, LLC
山口弘純　Hirozumi Yamaguchi　大阪大学　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金田　茂　Shigeru Kaneda　　　Space-Time Engineering, LLC　 　　　　　　　　　　　　　　

解 説

図1　�合流による渋滞シミュレーションにおけるモデルの
精細度と評価範囲
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そこで本稿では，ITS を構成するシステムのモデル化
やシミュレーション技術について，既存のシミュレータ
やそれらに含まれる代表的なモデルを紹介しながら解説
を行う．冒頭で述べたように ITS は様々な分野の技術
を取込む複合システムであるが，筆者らはこれまで主に
情報通信技術の側面から ITS の研究開発に従事し，シ
ミュレーションによる評価を実施してきた．そこで，本
稿では主に ITS の情報通信技術を評価する視点から，
2.でモビリティ，3.でモバイル通信システムのモデル
について解説をし，4.でそれらの統合，5.でシミュレー
ションと関連するエミュレーション技術を紹介する．

2 モビリティモデル
車両の移動モデルを用いた挙動解析は 20 世紀半ば頃

からオペレーションズリサーチの事例などで研究されて
きたため，比較的その歴史は古い．例えば後述する前車
追随モデルである Gazis-Herman-Rothery（GHR）は
1958 年に発表されている （8）．一方で，多くの論文が発
表されている Vehicular Ad-hoc Network（VANET）
の分野では，個々の車両の詳細な移動は抽象化した上で，
車両の起点と終点及び道路選択方針だけを指定する
RWP（Random Waypoint Mobility）モデルのような
シンプルなモデルが近年まで多く用いられていた．これ
は，VANET の研究ではマルチホップ情報伝搬や通信経
路維持などの振舞い解析に焦点が当てられていたこと
などによる．しかし右左折時衝突防止や追突防止，隊
列走行など V2I（Vehicle-to-Infrastructure）や V2V

（Vehicle-to-Vehicle）の具体的なシナリオが策定され，
車載器や路側機が普及段階にある現在では，最も通信性
能に影響を与える車両挙動を正確に再現することが重要
であると認識されてきている．また計算性能の向上に伴
い，車両挙動モデルに周辺状況やドライバの心理を反映
させて大規模シミュレーションを行うことも十分可能と
なってきている．本章ではそういった背景を踏まえ，車
両モビリティモデルの分類と事例紹介を行う．なお，モ
ビリティの分類に関しては文献（9）などが詳しい．

車両のモビリティモデルはそのモデル化の粒度によ
り大きく二つに分類される．「マイクロスコピックモデ
ル」は，個々の車両とドライバの挙動をモデル化するも
のであり，道路や建物，標識や信号，周辺歩行者，制限
速度などに加え，車両速度や加速度，車間距離や相対速
度等を用いて各車両の加減速を含む挙動を決定する．こ
れに対し，「マクロスコピックモデル」は，車両密度や
車両流量を用いて個々の車両ではなく車両全体の挙動を
モデル化する．流体力学などに基づき，等式を用いて全
体の挙動を表現することが多い．また二つの中間を表す

「メゾスコピックモデル」もあり，個々の挙動だけでなく，
隊列走行などある単位のグループ挙動をモデル化する場
合などがこれに分類される．また，粒度の異なるモデル
を併用する場合はハイブリッドモデルとも呼ばれる．例
えば高速道路の合流地点（IC）ではマイクロスコピッ
クモデルを，IC 間の広域移動はマクロスコピックモデ
ルを使うといったように，必要なシミュレーション粒度
に応じたモデル利用が考えられる．

車両通信を伴う ITS アプリケーションでは個々の車
両が通信エンティティとなるため，マイクロスコピック
モデルによるシミュレーションが主流である．シミュ
レータ内ではモビリティモデルを実行することで車両軌
跡を生成するが．そのためのモデルとして，数理モデル
で移動をシミュレートする合成（synthetic）モデル，
車両挙動等の観測情報から移動を再現するサーベイベー
ス（survey-based）モデル，実車両の位置から移動を
再現するトレースベース（traced-based）モデルなど
がある．ここで，特定の地域や状況の再現を目的としな
ければ合成モデルに適切なモデルパラメータを設定して
シミュレーションする方法が一般的である．合成モデル
では前車追随（car following）モデルが基本であり，
複数レーン道路における車線変更（lane-changing）モ
デルや追越し（overtaking）モデル，交差点での挙動モ
デル（停止標識と信号の認識，右左折），車線合流（ramp 
merging）モデルといった複雑な挙動のモデル化の研究
や実装も進んでいる．

前車追随モデルは，文字どおり前方車両に合わせた加
減速等をモデル化する．前方車両にぶつからないための
様々な規則やしきい値を設定して車両挙動をシミュレー
トする．中でも GHR モデルはよく知られている．
General Motors による文献（8）が同モデルのオリジ
ナルであり，これをベースに現在までに多くの拡張がな
されている．GHR モデルは前車との距離や相対速度な
どに対して加速度が決まる刺激反応関数の形式で定義さ
れる．また Gipps モデル （10）や Krauss モデル （11）は前
車とぶつからない距離（安全距離）の維持に基づいたモ
デルである．Psycho-Physical モデル （12）はドライバの
心理状態に着目したモデルを提供している．前車との相
対速度や車間距離に応じ，自由走行，接近，加速，追随，
ブレーキなどの行動状態を切り換えるアルゴリズムを提
供している．Intelligent Driver モデル（IDM） （13）は衝
突しないためのブレーキと滑らかな加減速のためのアル
ゴリズムを実装しながらもモデルパラメータを 6 程度
に抑えており，現実性と簡易性のトレードオフを目指し
ている（図 2）．近年ではクルーズコントロール（ACC）
装備車両を含むモビリティなど様々な拡張モデルも考え
られている （14）．Nagel and Schreckenberg モデル （15）
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はフリーウェイ用のモデルであり，セルオートマトンを
用いた理論モデルである．密度に応じた速度低下による
交通渋滞を再現でき，その発生のメカニズムをマイクロ
スコピックの観点からモデル化しているとも言える．前
車追随モデルについては幾つかのサーベイも出版され，
性能比較もなされている．詳細は文献（16），（17）な
ども参照されたい．

車線変更モデルや追越しモデルは前車追随モデルと比
べるとやや複雑である．前車追随モデルに加え，車線変
更を行うドライバの意思（なぜ車線変更をするのか），車
線変更の可否判断，車線変更時の軌跡などをモデル化し
なければならない．これに対し，多くのモデルは許容で
きる車間距離に基づいた判断のしきい値や規則を設定す
ることで対応している．例えば前述の Gibbs は，他車両
との安全距離を基本とした自身の前車追随モデルである
Gibbs モデル （10）と協調する車線変更モデルを提案して
いる （18）．Wiedemann も，自身が文献（12）で提案した
Psycho-Physical モデルに対し，複数車線への拡張を施
している （19）．また文献（20）では IDM の著者らによる
車線変更アルゴリズムである MOBIL が設計されている．
これらのほかに，セルオートマトンによるモデルも提案
されている （21）．なお，これらはいずれも車線の移動方針
だけであり，スムーズな軌跡の実現を狙ったものではな
い．そこで車線経路をグラフで表現するシミュレータで
は車線変更用の「中間車線」を設定し，その車線に切り
換えることで車線間移動を表現する方法も採られている．

車線合流は渋滞の原因ともなるため，V2V による協
調合流シナリオも多く検討されてきており，重要なモビ
リティの一つである．基本的には車線変更と同様に，割
込み先の車線における許容車間距離（gap acceptance）
に応じたアルゴリズムが多い．初期のシンプルなアルゴ
リズムでは，合流車両の合流可能条件だけを考慮してい
たが，その後はドライバの反応時間や合流車両の位置（車

線減少）に伴う合流の緊急度，被合流車線車両の距離確
保挙動など複数の要因を含むモデルも出ている （22）．な
お，文献（22）では，オランダとフランスでの実デー
タに基づき，許容車間距離に関する検証を行っており，
非常に興味深い．

前述のモデルのうち幾つかは ITS シミュレータに実
装されており，都市交通設計などに活用されている．商
用シミュレータの多くは道路（車線数や形状），道路の
出入り口，信号などを高精度にモデル化している．更に，
様々な車両，二輪車，歩行者をサポートしているものも
ある．ほとんどは二次元あるいは三次元の GUI を備え
ており，シナリオ設計と結果の可視化を行うことができ
る．モビリティモデルは前車追随モデルが一般的であり，
車線変更や追越しモデルなども実装している．

日本で入手可能でかつサポートがある商用交通シミュ
レータとして PARAMICS （23），VISSIM （24），AIMSUN （25），
UC-win/Road （26）などがあり，オープンソースシミュレー
タとして TRANSIMS （27），SUMO （28），VanetMobiSim （29）

などがある．これらは後述するネットワークシミュレータ
に対し，車両軌跡を生成し，それをトレースモビリティと
して取り込んで利用するケース（オフライン連携）が多い
が，オンライン連携を行うためのソフトウェアやフレーム
ワークも開発されている．それらについては4.で紹介する．

3 通信システムモデルと
ネットワークシミュレータ

ITS で用いられる通信システムとしては，普段 ITS 以
外の用途でも用いられている携帯網や Wi-Fi に加え，現
在国内の ETC（Electronic Toll Collection）で使われ
ている ARIB STD-T75 （30）や，米国主導で標準化が進め
ら れ た WAVE（Wireless Access in Vehicular 
Environments） （31） ～ （33），また近年新たに標準化された
ARIB STD-T109 （34）などが挙げられる．これら通信シ
ステムのシミュレーション評価には通信ネットワークシ
ミュレータが用いられることが多い．表 1 に ITS シミュ
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図2　�Intelligent�Driver モデル（IDM）の速度計算式�
（パラメータは文献�（13）�から引用）

表1　代表的なネットワークシミュレータ

シミュレータ名 ライセンス形態 ITS 関連モデル
ns-2 無償（GPL） IEEE802.11
ns-3 無償（GPL） IEEE802.11p，

BSM，WAVE
OMNeT++/
OMNEST

無償（GPL 相当）
／商用

IEEE802.11p，
WAVE

QualNet 商用 IEEE802.11
Scenargie 商用 IEEE802.11p，

WAVE，
GeoNET，
ARIB-T109
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レーションに用いられている代表的なネットワークシ
ミュレータを示すとともに各シミュレータの概要，ITS
関連の通信システムモデル，ITS のシミュレーションを
行う上での注意点などについて述べる．

ns-2 （35）は，1989 年に開発が始まり，1995 年以降は
DARPA の支援の下 USC/ISI（University of Southern 
California/Information Sicences Institute），Xerox 
PARC，LBLN（Lawrence Berkeley National 
Laboratory），UCB（University of California, 
Berkeley）による VINT プロジェクトによってサポー
トされている．TCP/IP プロトコルを中心としたイン
ターネット関連プロトコルを多くサポートしており，主
に有線ネットワークシステムの研究において多数の研究
者に利用されてきた．近年になって，無線伝搬モデルの
サポートや IEEE802.11MAC プロトコルモデルのサ
ポートが行われ，IEEE802.11p のパラメータセットも
提供されているが，多数のノードのシミュレーションを
行うには実行速度が十分ではなくモデルの精細度も十分
ではない （36）．よって，そのままでは無線システムを多
用する ITS のシミュレーションに実行性能や機能面で
適しているとは言えず，研究者自身による多くの機能追
加や性能改善が必要になる．最新版は 2011 年にリリー
スされた ns-2.35 であるが，近年は後述するほかのシ
ミュレータの利用へ移行している研究者が増えていると
推測される．

ns-3 （37）は，ns-2 の後継という位置付けで 2006 年か
ら開発が進められ，2008 年に初版がリリースされた
ネットワークシミュレータである．2015 年 6 月現在の
最新版は ns-3.23 である．ns-2 とは異なり当初から無
線通信システムのシミュレーションにも注力しており，
IEEE802.11，LTE といった各無線通信システムモデル
のほかに WAVE 向けのプロトコルが提供されている．
具体的には IEEE802.11p 規格，IEEE1609.4 チャネル
コーディネーション，BSM（Basic Safety Message）
の各モデルの提供が行われている．無償のライセンスで
ありコミュニティベースのサポートしか受けられない
が，標準パッケージに ITS 関連のモデルが含まれてい
ることから ITS のシミュレーションツールの候補とな
り得る．

OMNeT++ （38）は，それ自体はシミュレーションフ
レームワークであり特定のシステムモデルは提供されて
いないが，様々なプロジェクトやグループにより幾つか
の シ ス テ ム モ デ ル が 提 供 さ れ て い る．INET 
Framework （39）では，TCP/IP などのインターネット関
連のプロトコル，イーサネットや IEEE802.11 などの
有線及び無線ネットワークモデルが提供されている．
MiXiM （40）では，物理層や電波伝搬モデルなど無線ネッ

トワークのシミュレーションに必要なモデルを提供して
いる．また，Veins （41）， （42）は，OMNeT++ と車両トラヒッ
クシミュレータである SUMO （28）とを連携させる車両
ネットワークシミュレーションフレームワークである．
IEEE802.11p 及び IEEE1609.4 を用いた WAVE プロト
コルのシミュレーションを行うことができる．車両通信
ネットワークを目的としており無償ライセンスのシミュ
レータの中では ITS のシミュレーションにより適して
いると考えられる．最新版は，2014 年にリリースされ
た OMNeT++ 4.6 である．なお，OMNeT++ の商用版
ライセンスは，OMNEST （43）という名称で提供されて
いる．

QualNet （39）は，移動通信システム用シミュレーショ
ンライブラリ GloMoSim を基に無線アドホックネット
ワークを対象に開発された有償のネットワークシミュ
レータである．アドホックネットワーク向けのプロトコ
ル群は充実しているが，ITS 向けのプロトコルは特に提
供されていない．ITS のシミュレーションを行うには研
究者自身がモデルのカスタマイズ等を行う必要がある．

Scenargie （44）は，2008 年に初版がリリースされた比
較的新しいシステムシミュレータである．リリース当初
から IEEE802.11p など ITS での利用を想定しており，
ITS Extension Module と呼ばれる ITS に特化した拡張
モジュールも提供されている．これらには，米国 IEEE
によって策定された WAVE のほかにも，欧州電気通信
標準化機構（ETSI）により策定された GeoNetworking
の一部機能や，電波産業会（ARIB）にによって策定さ
れた日本国内規格である ARIB STD-T109 にも対応し
ている．近年 ITS シミュレーション分野での利用が増
加 し て い る．最 新 版 は 2015 年 に リ リ ー ス さ れ た
Scenargie2.0 である．

また，ITS では無線通信が多用されることから，無線
の電波伝搬をモビリティと周辺環境に即した形でシミュ
レートすることが，シミュレーション結果の信頼性の向
上につながる．ITU-R（International Telecommuni-
cation Union–Radio Communication Sector） で は，
主に DSRC の通信環境を模擬するのに適した，計測に
基づいたモデル ITU-R P1411 （45）を勧告している．図 3
は，ITU-R P.1411 を用いた ITS シミュレーションの例
を示している．また，日本国内での計測に基づいたモデ
ルとして，多賀モデル （46）， （47）や岩井モデル （48）が提案さ
れている．更に計算量が非常に多くはなるが，都市環境
を模擬する目的でレイトレース法が用いられることもあ
る （49）， （50）．
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4 統合シミュレーション
これまで，主に情報通信システムやその上で展開され

るサービス・アプリケーションがモビリティへ与える影
響を評価するため，2.及び 3.で紹介したシミュレータ
やモデルを連携させて評価を行う，統合シミュレーショ
ンが試みられてきた．代表的な統合シミュレーション環
境 と し て は， 欧 州 の FP7（7 th Framework Pro-
gramme for Research and Technological Develop-
ment）の下で開発された iTETRIS （51）， （52）があり，シミュ
レータ間の互換性を重視し，iCS と呼ばれる IP ソケッ
ト通信を入出力とするミドルウェアを介してシミュレー
タ間通信を実現している．また，モビリティとネットワー
クシミュレータに加えて電波伝搬シミュレータも統合
し，通信システムがアプリケーションの要件に合致して
いるかの評価が行える環境も提案されている （53）．図 4
にトヨタ IT 開発センターによって開発された統合シ
ミュレータを示す．

更に，統合シミュレーション環境としてではなく，各
システムモデルを単一シミュレータ内で実行可能にした
もの （44）や，特定のシミュレータに他のシミュレータか
らの入力を受け付ける API を実装する試み （41）， （54）など
もある．

統合・連携シミュレーションは，各分野での評価で用
いられてきたシミュレータを組み合わせることによっ
て，使い慣れたシミュレータからほかのシミュレータへ
乗り換えたり，新たにシステムモデルを構築したりする
必要なく，評価内容に即したシミュレーションを行うこ
とができる可能性を秘める．しかし，利用にあたり注意
を要する点として表 2 に示す項目が挙げられる．

まず，統合される各シミュレータやシステムモデル
が，統合シミュレーションの目的である評価を前提に構

築されていないため，統合がそもそも不可能であったり，
モデル構築時の前提から外れた利用により誤った結果を
得てしまう場合がある．例えば，OD（Origin-Destina-
tion）固定が前提の交通流モデルでは，通信システムか
ら得られた情報により途中で目的地を変更することが不
可能であるため，統合シミュレーションに適さない．ま
た，モデルとしてはそのような変化に対応していても，
変更を伝える API が存在しない場合は統合シミュレー
ションに用いることができない．なお，無償，商用にか
かわらずソースコードが開示されるのが一般的なネット
ワークシミュレータに対し，モビリティシミュレータは
オープンソースのものは少なく，ソースコードが提供さ
れることはまれである．

同様に，それぞれのシミュレータやシステムモデルが
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表2　統合シミュレーション実施上の注意事項

各シミュレータ（モデル）が統合シミュレーションの評
価内容に合致しているか？  

統合シミュレーションのための API があるか？  または
そのようなAPI が実装可能か？  

各シミュレータを統合シミュレーションの評価内容に適
した時間粒度に設定可能か？  

実用的な実行時間と計算資源で統合シミュレーションが
実施可能か？  

図3　�Scenargie を用いた ITS シミュレーションの例
（ITU-R�P.1411を使用）

（a）シミュレーション要素の連携イメージ

（b）ビューア画面

図4　トヨタ IT開発センターによる統合シミュレータ
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前提とするシミュレーション時間の粒度が異なるため，
適切な連携をさせるために時間粒度を確認する必要があ
る．例えば，ネットワークシミュレータは対象システム
内のパケット送受信による情報伝搬をシミュレートする
ため，パケットの送受信時間を高精度にシミュレート可
能な離散事象システムとしてモデル化するのが一般的で
あり，シミュレーションの内容によって時間の粒度が数
ns から数 s まで適応的に変化する．これに対し，モビ
リティシミュレータはシステムの状態変化をある時間間
隔（Δt）ごとに更新していく離散時間システムとしてモ
デル化するのが一般的であり，Δt はあらかじめ設定し
ておく必要がある．通常は Δt が 1 s に設定されている
場合でも，1.で述べた CACC の評価のような場合は
100 ms かそれ以下に設定しないと誤ったシミュレー
ション結果をもたらすことになる．

また，統合シミュレーションの結果自体に影響は与え
ないが，各シミュレータの実行性能にも注意を払う必要
がある．例えば，時間粒度が細かい統合シミュレーショ
ンを実施する場合，IPソケット通信を行う環境だとシミュ
レータ間同期や通信オーバヘッドが大きく，スケーラビ
リティは限定されてしまう．更に，ネットワークノード
数が動的に変更できないネットワークシミュレータを用
いる場合，評価対象エリアに流入する人や車両に対応す
るノードをシミュレーション実行前に生成しておき，流
入前の状態では通信ができない場所に置いておくのが一
般的である．しかし，このような方法を取ると不必要な
メモリを消費するだけでなく，評価対象エリアへの流入
前にも他ノードの通信レンジ内かどうか不必要に確認す
る手間が生じ，実行時間にも大きな影響を与えてしまう．

このような事項に留意することで，統合シミュレー
ションは非常に効率的かつ効果的な手段となる．安全運
転支援システムの評価のための統合シミュレーションに
ついては，それを検討する委員会 （55）も過去に組織され
ていたため，参考にされたい．

5 エミュレーション
冒頭で述べたように，シミュレーションはシステムの

モデル化というプロセスが伴うが，人間の行動や複雑な
アプリケーションの挙動など，モデルを構築すること自
体が困難なサブシステムが含まれる場合もある．そのよ
うな場合は部分的にモデル化をせず，実物・実コードを
シミュレーションモデルと連携させるエミュレーション
技術がある．

ITS エミュレーションの代表例としては，シミュレー
ションによって仮想空間及び仮想空間の一地点からの視
野を作り出し，それに基づいて運転操作を行うドライブ

シミュレータが挙げられる．これは，人間が評価システ
ムの一部としてシミュレートされている仮想空間に入り
込むため，Human-in-the-loop シミュレーションとも
呼ばれる．ドライブシミュレータは，自動車教習所に導
入されているような単体で機能する比較的簡潔なものか
ら，複数のシミュレータが連動し，仮想空間内の他のド
ライバが視野に登場するもの （56）や，更にはドライバの
位置を物理的に移動させ，より現実的な傾斜や加速度感
を与える複雑なもの （57）まで様々である．図 5 は，神奈
川工科大学におけるドライビングシミュレータを示して
いる．

ドライブシミュレータ以外にも，主に車両の一部分や
一機能を取り出し，それをシミュレーションによる評価
システムに取込むことによって評価をする Hardware-
in-the-loop シミュレーションがある．また，近年の仮
想化技術を用いてハードウェア上で稼動しているソフト
ウェアやアルゴリズムのみをシミュレーションに組み込
むエミュレーション（Software-in-the-loop とも呼ばれ
る）も大変利便性が高い技術である．

6 おわりに
本稿では，主に ITS の情報通信技術を評価する視点

から，ITS を構成するシステムの代表的なシミュレータ
やモデルを紹介し，シミュレーション派生技術である統
合シミュレーション及びエミュレーション技術について
紹介した．今後ITSがより高度になるに従い，シミュレー
ション技術は新しい ITS 技術やサービスをタイムリー
に展開していくために更に重要になるものと思われる．
筆者らは今まで ITS 通信システムの評価シナリオの標
準化 （58）など，ITS におけるシミュレーションの普及に
努力してきたが，今後も様々な形で ITS シミュレーショ
ンの研究コミュニティ内での普及に貢献していきたい．

謝辞　本記事を執筆するにあたっては，神奈川工科大
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