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概要：  本研究は，自動運転研究を効率化させることを目指し，オープンソースのドライビングシミュ

レータを開発したものである．近年，その認識能力の高さから Deep Learningを用いた自動運転に関する

研究が注目されている．しかし学習に用いる運転データを実環境において集める場合，様々な天候や時間

帯を再現するのに時間とコストが必要である．シミュレータ環境を用いることで様々な状況を再現し，か

つ大量のデータを容易に収集することができる．そこで本研究では１）オープンソースであること，２）

街や道路の作成の自由度が高いこと，３）複数の OSに対応していることの 3点を要求仕様としてシミュ

レータの開発を行った．具体的にはゲームエンジンである Unityのゲーム空間内でロボットミドルウェア

である RT-Middlewareのコンポーネントによって操作可能な自動車走行システムを構築した．また，実際

に開発したシミュレータを用いた学習実験を行い，本シミュレータが自動運転の技術研究に用いることが

できることを示した． 
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1. はじめに 

 近年，歩行者検出や運転行動生成といった

自動運転技術に関する研究が行われている．

例えば，実車の運転データを 72 時間分収集

して運転行動を生成した End to End 

Learning for Self-Driving Cars[1]という

研究がある．しかし，運転データを実環境に

おいて集める場合，様々な天候や時間帯を再

現するのに時間とコストが必要である．そこ

で今回，本シミュレータを開発することで

様々な状況を再現し，かつ大量のデータを容

易に収集することが出来ると考えた．これに

より自動運転技術研究の効率化を目指した． 

 

2. 提案手法 

2.1  本研究の要求仕様 

 本研究では，以下の 3 点を要求仕様として

シミュレータの開発を行った． 

１）オープンソースであること 

２）街や道路の作成の自由度が高い 

３）複数の OS に対応していること 

オープンソースにすることで，多数のユー

ザーが利用でき，様々な状況を各ユーザーが

作成し共有することが出来る．これにより，

再利用性のあるシミュレータ環境が作成する

ことが出来る．街や道路の作成の自由度が高

いことで，雨や雪といった天候条件，早朝や

夜といった時間帯，車線のない道路やトンネ

ルといった道路状況を自由に再現し実験する

ことが出来る．そして，複数の OS に対応し

ていることにより，シミュレータの再利用性

を高めることが出来る． 

 

2.2  既存のツールの比較 

 先ほど述べた要求仕様をもとに，既存の自

動運転研究に用いられているツールについて

比較検討を行った．その結果が表 1 のように

なる． 

表 1.  既存のツールの比較 

 
 

3. 実装手法 

 本研究ではシミュレータ環境を開発するた

めのオープンソースのゲームエンジンとして

Unity[6]を用いた．選択した理由は以下の 2

つである． 

(i) アセットが豊富 

(ii) ユーザー数が多い 

 アセットとは，ユーザーが作成した 3D モ

デルやテクスチャのことで，アセットストア

からダウンロードすることにより利用でき

る．これにより，自由に街や道路，天候状況



を作成することが出来る．また，2016 年第 1

四半期における上位 1000 の無料オンライン

ゲームの中の 34%が Unity で作成(UE4 は

2.2%)されており，ユーザー数が多く日本語

のドキュメントが豊富である[6]. 

また近年，Chainer[7]や Tensorflow[8]と

いった Deep Learning に関するフレームワー

クが普及しており，それらとゲームエンジン

との接続において再利用性の高さが求められ

る．そこで今回，ロボットミドルウェアを用

いた．今回，ゲームエンジンとして Unity

を，ロボットミドルウェアとして産業技術総

合研究所が開発した RT-Middleware を実装し

た OpenRTM-aist[9]を選択した．また，

OpenRTM-aist を選択した理由は以下の 2 つ

である． 

(i) Windows 対応 

(ii) GUI ツールが豊富 

 今回，シミュレータ環境を構築するために

Windows を用いたので，ロボットミドルウェ

ア自身も Windows 対応が望ましい．また，

GUI ツールが豊富なことにより，エラーが目

視しやすく開発が容易となる． 

 今回，RT-Component を用いてハンドルコ

ントローラと Unity(収集時)Python と

Unity(生成時)の接続を行った． 

 

図 1. 運転行動収集 

 

図 2. 運転行動生成 

 

4. 走行実験と結果 

 今回，本シミュレータが自動運転の技術開

発に用いることが出来ることを示すために評

価実験を行った． 

具体的には，カメラ画像，ヨー角速度

[rad/s],車速度[km/h]からステアリング角

[rad],アクセルの踏み込み量[mm]を生成する

End-to-End モデルを構築した．そして，オ

ーバルコースを走行する運転データを 30 分

間収集し，時系列を考慮した Convolutional 

Neural Network[10]で学習を行った．そのモ

デルをもとに，アクセルの踏み込み量とステ

アリング角の生成を行った．その結果，元の

車線に復帰しながら定速走行することが確認

され，本シミュレータが自動運転研究に用い

ることができることを示した． 

 

図 3. 本シミュレータの操作画面 
 

5. 結論 

 本研究では，自動運転の技術開発用のオー

プンソースシミュレータを開発した．また，

走行実験を行い，本シミュレータが自動運転

の技術開発に用いることができることを示し

た． 

 今後の展望としては，本シミュレータをオ

ープンソースとして公開して技術的な改良を

加えていくこと，本シミュレータを用いて車

線変更や追い抜きといった加減速が必要な他

車とのインタラクションに関する研究をする

ことが挙げられる． 
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