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車両性能実証装置 高精度ドライビング・シミュレーターシステム
世界で初めて※1）、本格的バーチャルリアリティ（VR）空間内での
運転・車両走行模擬を実現した大型5面立体視ドライビング・シミュレーター

キャビン

運転時の視覚環境、振動環境を高精度に再現する事により、運転車の特性や感性のモニタリングおよび数学モデル構築を目指します。
約240インチの高輝度高精細な大型ディスプレイで囲ま
れた空間で視野角315度を確保。運転者視点位置に合わ

1595 ( キャノピーＯＥＰＮ時 2340)

せた立体視で、物体と物体の重なり具合を現実と同じよう表示
し、奥行き感や距離感をリアルに再現します。まるで、運転者自身
がVR空間の中に居るかのような没入感を得られます。

ターに慣れる、という段階が必要でしたが、本シミュレー

ターは実際の車両や道路を走行している感覚で運転でき、広範
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°

従来型シミュレーターでは、運転者がまずシミュレー
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運転に必要な車両部品、センサーおよび音響装置
などの制御部品で構成され、実際の車両と同様の
運転条件が再現できるように設計されています。

2020

370

囲の被験者による精度の高い実験が可能です。人間特性の研

255

2645

究、人間-自動車系システムの研究開発に活用できます。

プロジェクター

※1）

2015年6月現在、公開されているシミュレータとして、大型5面没入型ディスプレ
イとモーション付コクピット部の組合せは世界初。

4K解像度 120Hz対応 3-chip DLP®
3Dアクティブステレオ対応プロジェクター
Christie Mirage 4K35

モーション、モーション制御（MOOG）
6軸モーションベースは、6本の電動シリンダが伸縮し、応答
性良く6自由度の動きを実現。画面映像の動きに合わせ座席
を前後・左右・上下に動揺させる。

パネル解像度

光出力（最大）

35,000 Center ルーメン
4K（4096x2160ピクセル）
(32,500 ANSIルーメン）-6.0kWランプ

車両ダイナミクスCarMaker／CRUISE
さまざまな運転条件（アクセル、ブレーキ、ハンドル、シフト
操作）と環境条件（摩擦係数や高さ変化のある道路コース、
横風など）における車両の動的な挙動を検討。
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3D・VR（UC-win/Road）

3次元リアルタイム・バーチャルリアリティソフト。各種プロジェクトの3次元
大規模空間を簡単なPC操作で作成し、多様なシミュレーションが可能。

交通流シミュレーター（Aimsun）
UC-win/Roadと連携して道路交通環境をリアルタ
イムにシミュレート。ダイナミック経路選択でITS関
連の検討が可能。
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車両性能実証装置 高精度ドライビング・シミュレーター
ドライビングシミュレーターとは

ドライビングシミュレーターは何ができるか

■運転状態に応じたイベント発生が可能（シナリオ機能）

操作の流れ

3次元VRで構築された道路や街並みに交通流などを設定し、実際の自動車と同様のコクピットに乗車してリアルタイムに運転を模擬できるシステム。車両
モデルにより現実の車の運動を再現し、視覚・聴覚・体感等によって運転状態をシミュレーションできる。目的に応じて各種シナリオを設定することで、人
の飛び出し、周辺車両の制御など多様な環境を短時間に再現可能。

走行開始

A地点通過

シナリオの流れ

Start

運転車両

OP
ST

イベント[２] 発生
・モデル動作
・結果処理 など
＋メッセージ
＋音声、効果音

イベント[１] 発生
・モデル動作
・結果処理 など
＋メッセージ
＋音声、効果音

■運転者のモニタリングや運転操作の記録が容易（ログ機能）

■交通の流れを再現

B走行終了

GO

GO

OP
ST

■3D-VR モデルにより道路や街並みを再現

TRS

B地点到達通過

End

■同一環境を何度でも再現可能（リプレイ機能）

ログ出力データ（主要ログ項目抜粋）

リプレイ記録対象

基本データ シミュレーション時間、モデル名、モデルID、モデル種別

車両

座標、ロール、ピッチ、ヨー、ウィンカー、ブレーキランプなど

座標、姿勢 X座標、Y座標、Z座標、ピッチ角、ヨー角、ロール角、ベクトル

歩行者

座標、動作、ロール、ピッチ、ヨー

動力、速度 エンジン回転数、ギヤ番号、車速（km/h, m/s）、速度制限

交通信号

点灯状況

入力

ハンドル角、アクセル開度、ブレーキ量、自動運転

距離

走行距離、道路始点からの距離、道路端部からの距離

コンテキスト シナリオ実行時のコンテキスト

交通状態記録
ファイル

■本シミュレーターの活用例 奥行き感、距離感をリアルに再現する特性を生かした、人間 - 自動車系の研究開発に最適。
リアルな奥行感による追従走行時の
低燃費を誘導する車両加減速特性の研究

■車両モデルにより車の運動を再現

ロール

ピッチ

先行車

先行車１

速度差と交通流に対する、ドライバの理解メ
カニズムを把握することで、交通流に乗り易
い車両加減速特性の導出が可能になる。

ヨー

先行車２
自車

先行車３

視点の動きに着目した見通しの悪い
状況でのドライバの前方確認行動の研究
死角の安全確認のための体の移動など、ドラ
イバの前方確認行動を把握することで、ドラ
イバ視点での運転し易い車両形状や、運転支
援インフラの検討が可能になる。

■視覚（映像）、聴覚（音）、体感（加速度、振動）により運転状態を再現

振動領域

自然な運転感覚下での
ドライバ疲労・ストレスの研究
自然な運転感覚とDSのシナリオ機能・ログ
機能・リプレイ機能との融合により、ドライバ
疲労・ストレスデータの精度良い解析が可能
になる。

▲サージ、スウェイ、ヒーブ、ロール、
ピッチ、ヨーの6自由度運動が可能
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▲6DOFプラットフォーム

▲フォースフィードバック
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ʴɴൡᑤɿʧ˂ʒǿɽʽʐɹʃʒȾ۹ȢɁၥہ
ᜫްɥίސȪǾᴮوɁɹʴʍɹȺɽʽʐɹʃʒɥ
ᚐȺȠɑȬǿ

³ඒЫሳᩖ˨ȾࢥɥધȶȲ᭣ᚐʵ˂ʒᴥʛʃɰɱ
ɮᴦɥᥓᏚȪǾ۹ୣɁඬᚐᐐɁᜫްȟժᑤǿ

ᤆᢆ˵Ɂ࣋ൈɗտȠǾᣱ࣊Ǿʙʽʓʵᓓᜏኄ
ɁറȁȽষڨǾ̬ᣮํɗɷʭʳɹʉኄɁষڨɥ
ÃÓÖढࣻȺίސǿÕÄÐҋӌȾɕߦख़ȪǾʗʍʒ
ʹ˂ɹɥᣮȫȹʴɬʵʉɮʪȾʷɺɥीȬɞȦ
ȻɕȺȠɑȬǿ

ˁҋᄉ٥ཟȻᄻᄑ٥ཟࢲ٫ඬᚐᐐᦀᜫް
ˁጽᡅɁሗ᭒ᣜӏ¨ᮟˁ᪡ˁɲʃɵʶ˂ʉ˂©
ˁʴʽɹ¨ɲʶʣ˂ʉǾशն©ፖȾߦख़
ˁᛓୣඬᚐᐐʡʷʟɫɮʵǾఊᅽʛʃጪȾߦख़

ඬᚐᐐɁᤧوᚐӦ
ᤆᢆ˵

ÔÒÓ

̬ᣮৰᜤ᧸
ʟɫɮʵ

ʛʃɰɱɮɁᜫް

ᬩᬭʁʃʐʪ
ÏðåîÁÌɥΈႊȪ۹റȽၥہᬩǾͅ˵ᬩǾᒲ
ᬩᴥɲʽʂʽᬩǾʉɮʮᬩǾ᭛ҒɝᬩǾʒʽʗ
ʵՕߪᬩᴦȾߦख़ȪȹȗɑȬǿ

ᔯe٠

ɬʃʟɫʵʒ

ʁʔʴɴʡʳɺɮʽ
ȈᠣαհȾ۰ɢɞȉ
ȈɁ᭣ɆҋȪȉȽȼറȁȽ
ӦȠɥʬʑʵȾᤛႊȪȹǾʴɬʵȽʓʳɮʝʽɺ
ʁʩʯʶ˂ʁʱʽɥးǿ
ˁͅȾߦȪȹᣱ࣊Ǿ፷Ǿ፷ɷ˂ʡɴʟʅʍ
ʒɥӦᄑȾ۰ǿᒲɁکնɂÁÃÃൡᑤɁʛ
ʳʫ˂ʉȟ۰ժᑤǿ
ˁҤॅస͔Ⱥаᚐ˵ɥᤣǿаᚐ˵ɁɈɜ
͇Ƞɗ࿁߆ȮɁ᚜းȟժᑤǿ

ʴʡʶɮɴʡʁʱʽ
ҩȁȻӦȢ˵ɗඬᚐᐐȽȼɥǾᴮᇽᩖȾୣԚ
 وǾʴɬʵ ʉɮʪ Ⱦ ᜤ ᧸ Ȫ ѓ ႆ Ȭɞ ൡ ᑤ ǿ
ʁʔʴɴʡʳɺɮʽȻɁᣵଆᴷɮʣʽʒᄉႆɁʉ
ɮʩʽɺȺᜤ᧸ɁᩒܿˁѓႆȟժᑤȾ
ᣱ࣊ᒲӦҤॅ

ᩒᄉЫᴷಊࣻ͢ᇋʟɳ˂ʳʪɲɮʒǽèôôðº¯¯÷÷÷®æïòõí¸®êð¯
ÔÅÌᴷ°³¶¸¹´±¸¸¸ ÆÁØº°³¶¸¹´³¸¸¸
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サブシステム詳細
²®ǽ˵ʊɮʔʩɹʃÃáòÍáëåòᴬÃÒÕÉÓÅ
ÃáòÍáëåòɂǾि఼Ɂ˵ʊɮʔʩɹʃɁʁʩʯʶ˂ʁʱʽȾӏțȹÍÉÌ¯ÓÉÌ¯ÈÉÌȾߦख़ȪȲࢿኰٍȾɢȲɞʁ˂ʪʶʃȽʚ˂ʋʭʵʐʃʒၥہɥ૬ΖȪ
ɑȬǿÉÔÓ¯̬ᣮၥہɥᐎਁȪȲ˵Ɂɬɹʐɭʠʅ˂ʟʐɭǾफ़ᤛॴǾʓʳɮʚʝʴʐɭǾྖ៵ኄȾߦȬɞᝥᭉɁᜓขɥୈȪɑȬǿ

ǪÃáòÍáëåò
ˁ˵ɁɽʽʅʡʒǾʬʑʵǾҤॅʁʃʐʪɥᝁ᮷Ȭɞʁʩʯʶ˂ʁʱ
ʽʡʳʍʒʟɳ˂ʪȺǾʛʹʟʵȽᤆᢆͽȻɮʣʽʒʣ˂ʃɁ͑
ᝁ᮷ȟ߁Ⱦժᑤ
ˁᒲࢄޙൡᑤɥધȷǾɮʽʐʴʂɱʽʒȽʓʳɮʚ˂ʬʑʵ
ˁʒʳʍɹኄɁ۾ൌʬʑʵȺɕʴɬʵʉɮʪ͏˨Ɂᜓᣱ࣊
ˁҤॅʁʃʐʪɥጸɒᣅɦȳ˵ʊɮʔʩɹʃɁʴɬʵʉɮʪʁʩʯʶ
˂ʁʱʽ  Íáôìáâ¯ÓéíõìéîëʬʑʵɁጸᣅɒҤॅ

ᩒᄉЫᴷÉÐÇ Áõôïíïôéöåಊࣻ͢ᇋǽÕÒÌᴷèôôðº¯¯÷÷÷®éðçáõôïíïôéöå®ãï®êð¯
ÔÅÌᴷ°³µ¸²¶´³°± ǽÆÁØᴷ°³µ¸²¶´³°²

ǪÁÖÌ ÃÒÕÉÓÅ
ӦӌॴᑤǾʬ˂ʓྖ៵Ǿɲʩʍʁʱʽɥ̙ລȬɞȲɔɁʁʩʯʶ˂ʁʱ
ʽʇʟʒɰɱɬǿ˵ʛʳʫ˂ʉʃʉʑɭɗ˵Ɂɲʗʵɸ˂ʨʗ˂ʂ
ʫʽʒአɁʡʳʍʒʟɳ˂ʪȻȪȹɕΈႊժᑤǿ

ᩒᄉЫᴷɲɮʾɭɲʵʂʭʛʽಊࣻ͢ᇋǽÕÒÌᴷ÷÷÷®áöì®ãï®êð
ÔÅÌᴷ°´´´µµ¹²°° ǽÆÁØᴷ°´´´µµ¹²°µ

³®ǽʴɬʵʉɮʪ̬ᣮํʁʩʯʶ˂ʉ˂ Áéíóõî
Áéíóõîɂႊʩɹʷʃɽʞʍɹ̬ᣮํʁʩʯʶ˂ʉ˂ȺȬǿÏÄ᚜ɑȲɂґࠢလɁоӌɁ˵Ⱦߦख़ȪȹȝɝǾÏÄʬʑʵɁکնɂҰ૬స͔ȽȪȺɕǾʚ
ɮʛʃɗ̬ᣮҤȽȼɁጽᡅᤣȟ॒ᛵȽʁʩʯʶ˂ʁʱʽȟժᑤȺȬǿʊɮʔʩʍɹጽᡅᤣȺÉÔÓᩜᣵɁ೫ȟժᑤȻȽȶȹȗɑȬǿÁÐÉȾɛɝʰ˂ʀ
˂ȟᒲȾൡᑤછएɥᚐșȦȻɕȺȠɑȬǿటʁʃʐʪȺɂǾÕÃ÷éî¯Òïáä ȻԦᝩȪᤍᡅ̬ᣮၥہɥʴɬʵʉɮʪȾʁʩʯʶ˂ʒȪɑȬǿ

㻔㻯㻕㻝㻥㻥㻣㻙㻞㻜㻝㻝 㼀㻿㻿㻙㼀㼞㼍㼚㼟㼜㼛㼞㼠 㻿㼕㼙㼡㼘㼍㼠㼕㼛㼚 㻿㼥㼟㼠㼑㼙㼟

■ÏÄ ʬʑʵɑȲɂґࠢလʬʑʵɁȗȭɟȾɕߦख़
ǪඬᚐᐐˁᒲᢆɁ᚜းȟժᑤ
ǪȨɑȩɑȽ̬ᣮȟ̬᧷Ȭɞࢍᚔ٥Ɂ೫ȟժᑤ
ᩒᄉЫᴷᵑᵐᵐᇋᴥʃʤɮʽᴦᴬஓట፱͍ျࣆᴷʰ˂ʑʍɹಊࣻ͢ᇋǽèôôðº¯¯÷÷÷®õäåã®ãï®êð
ÔÅÌᴷ°³µ²±·µ°µ± ÆÁØº°³µ²±·µ°µ´
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設置場所
Ȉࢲ²´ࢳ࣊٥ڒໃኄɥ๊ႊȪȲႇޮޙᣵଆȾɛɞّ᪨ᇼޙɮʘʣ˂ʁʱʽચཟ϶̜ഈȉ
ǽʔʁʱʔʵˁɮʘʣ˂ʁʱʽˁɽʽʡʶʍɹʃᴥÎÉÃᴦ
ႇޙᣵଆɗцպᩒᄉȾɛɞÃÏÉᆅሱɥᄻᄑȻȪȹǾջաࠎޙ۾ూࠞɷʭʽʛʃюȾ϶ȨɟȲஃᜫȺȬǿటɵʉʷɺȾૡᢐɁÖÒʓʳɮʝʽɺʁʩʯʶ
˂ʉ˂ɂǾʁʃʐʪɂǾ˵ॴᑤᜳᚽᏚȻȪȹǾஃᜫюȾᜫᏚˁᤆႊȨɟȹȗɑȬǿ

DesignFestival 2014 ドライビングシムセッション

特別講演レポート

ᵘ ᩒϸఙஓᴬᩒϸکᴷ²°±´ࢳ±±ఌ±¹ஓǽֿࡺɮʽʉ˂ʁʐɭʥ˂ʵ ᵚ

「グリーンモビリティ社会実現に向けた
最新研究、VRシミュレータの活用」
名古屋大学 特任教授

原口 哲之理 氏

ᒲᡵɁʒʲʉᒲӦ٣͍Ȟɜպ۾ሉऻɁɝጸɒǾ୫ᇼޙᅁɁᬆᄑɮʘʣ
˂ʁʱʽӁҋʡʷɺʳʪȈÃÏÉʃʒʴ˂ʪȉɥՙȤȹᜫᏚȨɟȲȈջաࠎÃÏÉચཟȉȝɛ
ɆȈᇋ͢ɮʘʣ˂ʁʱʽʑʀɮʽޙʅʽʉ˂ᴥÓÉÄÃᴦȉɁɽʽʅʡʒɗ๊Ӧɥകᝢǿʨʵ
ʋʓʳɮʚ˂ൡᑤɥɂȫɔछᇋÄÓɁժᑤॴȾาᄻȪǾӱә˰͍ȟᯚᳮϫɋʁʟʒȬɞ
᪨Ɂʬʝʴʐɭ૬ΖȻȗșᜊཟȞɜᠯߴټʛ˂ʇʔʵʬʝʴʐɭȾߦȬɞᇋ͢ᄑՙ߁ॴ
ɗʰ˂ʀ˂ᒲᡵɁ̋ɝ॑٥ɁᆅሱǾȕɞȗɂ٥္ຣԇੱҤɁᜊཟȞɜྖ៵Ɂɒȟ
ȴȽᣜिᠨᚐȟႊྖ៵ɁױȾȷȽȟɞɛșȽɁ࿑ॴ೫ȽȼɋɁҟႊɥᅔȪ
ȲጽᎁȾՒǿȰɁ˨ȺǾԡࢳҰȾᒲᡵɜȟɺʴ˂ʽʬʝʴʐɭᆅሱտȤȾ߳оȪȲÄÓ
ɁകᛵǾȦɟɑȺɁ̷ᩖࡾޙᄑȽҟႊʁ˂ʽȻȰɟɜɥᣮȫȹ๙ȞɆ˨ȟȶȲᝥᭉȾȷ
ȗȹᝢǿջ۾Ⱦ఼யࡾ̙ްɁÎÉÃᴥÎáôéïîáì Éîîïöáôéïî ÃïíðìåøᴦȺɂछᇋ
ÄÓȽȼɥҟႊȪǾᣜिᠨᚐɗʶ˂ʽʋɱʽʂ̿оୈǾᣡбɁʓʳɮʚ˂ɁમӦȾ
ᩜȬɞᆅሱǾ̬ᣮํɗ˵ᤆӦɁʁʩʯʶ˂ʉȻᣵଆȪȲᆅሱɥɔȹȗȢᐎțȻȗȗ
ɑȬǿఊऻȾǾÄÓɥ๊ႊȪȲᆅሱɁаȾᒲɜްȬɞఝ఼̙ɥ૫ȠɑȪȲǿ

䕦ཎཱྀ㻌ဴஅ⌮㻌Ặ

ƆᜤᢐȨɟȲʁʃʐʪɁഫɗֿኄɂǾ᪨ȻɂႱȽɞکնȟȕɝɑȬǿ
ƆૡᢐȨɟȹȗɞյᇋջǾյᇋᛏֿջȽȼɂǾˢᓐȾյᇋɁᄊ᧸ףൈɑȲɂףൈȺȬǿ

国立大学法人 名古屋大学
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
ʁʃʐʪഫˁᜫᏚ

TEL：052-789-5111

http://www.nagoya-u.ac.jp/

株式会社 フォーラムエイト
〒108-6021 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟21F TEL：03-6894-1888 http://www.forum8.co.jp/
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ಊࣻ͢ᇋʟɳ˂ʳʪɲɮʒ
TEL
03-6894-1888
TEL
0985-58-1888
TEL
06-7711-3888
TEL
011-806-1888
TEL
022-208-5588
TEL
076-254-1888
TEL
052-222-1887
TEL
092-289-1880
TEL
078-304-4885
TEL
078-306-2088
ߋకࢇᢅ͔ᇼ੫ᴥ˨ᴦ᪅уձ ˨ࢍ๕ూԖ๕ూԧᡅ¸µµհ˰ႜࢿک²³Å
TEL +86-21-6859-9898
ࡀߋకࢇᢅ͔੫ᚓ᪅уձ ࡀࢍәࠞԖైᡅ±¶¹հّ᪨ӁٛÂ࣋±±࠙Â³ᴪ²
TEL+86-532-66729637
-66729638
իຽߋకࢇᢅᯙᇼ੫᪅уձ իԈࢍԧຨԖٛԖᚔ³հ´᪡
TEL +886-2-2655-8375
Ìïîäïî
Ôèå Ìåáäåîèáìì Âõéìäéîç Ìåöåì ³° ±²² Ìåáäåîèáìì Óôòååô Ìïîäïî ÅÃ³Ö ´ÁÂ ÕË TEL +44-203-753-5391
Öéåôîáí
µôè æìïïò¬ ÔÉÄ Âõéìäéîç¬ Îï ´ Ìéåõ Çéáé óôòååô¬ Âá Äéîè äéóôòéãô¬ Èá Îïé Ãéôù
TEL +84-43-244-4058
ూ ̱ ట ᇋ
 ࡆ ୈ ᇋ
 ۾᩸ ୈ ᇋ
ఠ ࢧ ̜ ө 
͈ ի ̜ ө 
ᦂ ด ̜ ө 
ջ ա ࠎ ̜ ө 
ᇩ ࠥ ؆ ഈ 
ʃʛɽʽɹʳɰʓᇘੑᆅሱ
ᇘੑʟɫɹʒʴ

ూ̱᥆ຨԖຨԧ²±µ±ǽֿࡺɮʽʉ˂ʁʐɭÁ ²±Æ
ࡆࢍޙٛజᓹիᛴ²±±
۾᩸ࢍᛴԖੑښ±¹±ǽᑇऻ൞ʅʽʉ˂ʝʵ²Æǽ
ఠࢧࢍ˹܄ԖԈµసᛴ²µǽÊÒʉʹ˂ɴʟɭʃʡʳʀȨȶɐɠ±¸Æ
͈իࢍᕹԖˢႭ႔±¹± ǽ͈իʒʳʃʒʉʹ˂¶Æ
ᦂดࢍట႔±µ²ǽʴʟɫ˂ʶ±°Æ
ջաࠎࢍ˹Ԗ᧲²´³ǽ᧲ʛ˂ɹʝʵ¶Æ
ᇩࠥࢍԩ۹Ԗԩ۹ᮟԧ±±°´ǽቼ̝ԩ۹ϣʝʵ¶Æ
ᇘੑࢍ˹܄Ԗຨࡀԧ႔·±²¸ǽአᇼޙʅʽʉ˂ʝʵ²Æǽᆅሱ±
ᇘੑࢍ˹܄Ԗຨࡀԧ႔±µ²ǽᇘੑɷʫʍɹʅʽʉ˂ʝʵᴥËÉÍÅÃᴦ±Æ

FAX
03-6894-3888
FAX
0985-55-3027
FAX
06-7711-3888
FAX
011-806-1889
FAX
022-208-5590
FAX
076-255-3888
FAX
052-222-1883
FAX
092-289-1885
FAX
078-304-4884
FAX
078-306-2088
FAX +86-21-6859-9897
FAX +86-532-66729639
FAX +886-2-2655-8325
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