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高度衝突回避技術のフルスケール試験用 誘導式ソフトターゲット（GST） 

 

GST システム 

誘導式ソフトターゲット（GST）は、柔らかい衝

突ターゲットと薄型ロボット車両（LPRV）からなる。

このシステムは、接近時衝突回避ブレーキ（CIB）、

自立的緊急時ブレーキ（AEB）システムなどのアク

ティブ安全システムを試験するための、繰返し可能

でダメージのない手法を提供する。薄型ロボット車

両は、自己推進型の自立式ロボット車両であり、柔

らかい衝突ターゲットを高精度に搬送する。柔らか

い衝突ターゲットは、アクティブ安全システムに対

する衝突相手の車両を模擬するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュース 

 DRI は 、 Anthony Best Dynamics 社

(abd.uk.com)と共に“統合型 GST”を開発し

た。これは ADB の無人運転システムで GST

を操作するものである。 

 ABD社は、2013年 7月に“統合型 GST”の最

初の発注を得た。 

 韓国の自動車部品財団（APF）に、2012年 12

月に GSTテストシステムを納品した。 

 最近の薄型ロボット車両（LPRV）の性能向上 

 ヘビートラック用ができる 

 耐水用ができる（統合型 GSTのみ） 

 ゴム製高性能タイヤができる 

 最近の柔らかい衝突ターゲットの性能向上 

 レーダー、レーザー、カメラセンサに対し

てキャリブレーション可能 

 2種類のサイズがある：中型（現代ソナタ）

と小型（フォードフィエスタ） 

 発泡体パネルの耐久性が改善 
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背景 

世界の研究者、製造者、政府機関にとって、自動

車安全分野の次の開発目標は、高度ドライバー補助

システム（ADAS）である。これには、ドライバーへ

の警報・補助、衝突緩和の機能が含まれ、以下のよ

うな様々な分野の技術が含まれる：ドライバー警報

システム（例えば、前方の衝突警報、車線逸脱の警

報）、ドライバー補助システム（例えば、車線変更

の補助、車道離脱の補助）、車両間通信（V2V）、衝

突直前ブレーキ（CIB）等々。 

これらの技術を開発し評価するためには、衝突タ

ーゲットと相互作用する車両システムが必要であ

る。このシステムでは、テストドライバーに危険が

及ばないようにし、高価なプロトタイプテスト車に

ダメージを与えないようにする必要がある。さらに、

乗用車などの衝突ターゲットには、現実的かつ複雑

な運動を行うことによって、開発した技術がターゲ

ットを検知し、これと相互作用を行うことが要求さ

れる。 

これらの要求を現実的な方法で実現するために、

Dynamic Research 社は、NHTSA（米道路交通安

全局）及びホンダ技術研究所と共同で、誘導式ソフ

トターゲット（GST）システムを開発した。 

GST は、実際の衝突を実現する衝突ターゲットを

有し、テストドライバーに危険が及ぶことなく、高

価なテスト車両にダメージを及ぼすこともなく、高

度な技術システムの試験に用いられる。 

 

 

システムの概要 

GSTの二つのキーエレメントは以下のとおり。 

1） ソフトな衝突ターゲットは、疑似的な車両衝突

相手である。 

2） 薄型高強度の自己推進、自動操縦型ロボット車

両が高精度にソフトターゲットを搬送する。 

ソフトターゲットは乗用車を模擬しており、標準

的なアクティブ安全システムのセンサーとテスト

ドライバーに実際の車の外観を提示する。試験対象

車両は、車両やドライバーに危険を及ぼすことなく

ソフトターゲットに衝突する。ソフトターゲットは

丈夫で再利用できる。通常ソフトターゲットは、衝

突後数分以内で再組立が可能である。 

アクティブ安全システムの計画された試験では、

試験対象車両と衝突ターゲットを、同時に指定され

た位置に到達するようにダイナミックかつ正確に

搬送する必要がある。ほとんどの場合、これを指定

されたスピードで実行しなければならない。 

GSTシステムでは、ソフトターゲットはロボット

車に搭載され、ロボット車は、正確で再現性のある

方法で衝突が発生する地点に誘導される。ロボット

車は強化されており、試験対象車両は、両者ともに

壊すことなく、その上を通過することができる。衝

突時、モジュール型のソフトターゲットはロボット

車から分離する。車型のソフトターゲットは、衝突

時、複数の部品に分解するが、衝突後に、容易かつ

速やかに修復することができる。 

 

 

薄型ロボット車両（LPRV）の特性 

 差動 GPSを用いた誘導 

 小型乗用車により運搬できる強化構造 

 2台のブラシレス DCモータによる駆動 

 4 台のディスクブレーキにより 0.6G 以上の減

速が可能 

 テスト車両と同期した運動ができる 

自動車型ソフトターゲットの特性 

 110km/h 以上の速度で接近するテスト車両と

の衝突に対して、テスト車両にダメージを与え

ることなく持ちこたえる 

 衝突時には、テスト車両に加わる力を最小にす

るために、小部品に分解する 

 10 分以下の時間で再組み立てが可能 

 種々のセンサーを含めて実車両に類似 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小型乗用車型 GST 

小型乗用車型 GSTとして、モジュール型ソフトカ

ーボディーが用いられる。図 1,2に示したソフトカ

ーボディーの例は、それぞれ、現代自動車のソナタ

とフォード自動車のフィエスタをモデルとしてお

り、幾つかの実物を表現したビニールシートパネル

で覆われ、それらは Velcro のファスナーで結合さ

れている。その他の MMY 車のソフトボディーは、

様々の色を使って組み立てることができる。モジュ

ール部品から 5～10 分で自動車を組み立てられる。

ソフトカーボディーは、衝突時にロボット車から離

れ、接続部から構成部品に分解する。このため、試

験対象車両に及ぼす衝撃力は小さく、ソフトカーボ

ディー自身へのダメージも小さい。 

ソフトカーのターゲットは、強化型薄型ロボット

車両（LPRV）上に設置され、完全プログラム方式、

自己推進の誘導方式で衝突地点に搬送される。図 3

の LPRVは、最高時速 80km/hで直線状・曲線状経路

を走行し、GSTシステムは、衝突前に被衝突パート

ナーの動きを模擬することができる。衝突が生じる

と、試験対象車両は、LPRV の上部を両者にダメー

ジを与えることなく走行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GST の誘導と制御 

GSTシステムは二つの“ノード”から成り立つ：

LPRV 上と試験対象車両（SV）上にそれぞれ一つず

つある。GPS位置情報やその他の情報が、ノードコ

ンピュータ間で双方向通信される。SV のコンピュ

ータは、システムセットアップとモニタリングに用

いられ、GPS 位置情報を LPRV 上のコンピュータに

通信する。LPRVは、GSTの閉ループ軌跡制御を実行

するようにプログラムされている。 

システムは、SV と GST 用にあらかじめ決められ

た、時間＝空間軌跡のペアの上で動作する。衝突回

避技術を評価するための典型的な軌跡のペアでは、

SVと GSTを衝突コースに誘導する。 

動作には、二つのモードが存在する。“位置制御

モード”では、GST は SVの位置に追従し、SVと同

時に、かつ SV の速度の指定された割合の速度で、

あらかじめ決められた衝突地点に到達する。 

“位置＝速度モード”では、SV のドライバーま

たは自動衝突回避システムが衝突を回避しようと

していると認識した時、GSTは自動的に、軌跡ファ

イルで指定された速度プロファイルに従って、衝突

が生じる地点を通過する。このようにして、現実的

または仮想的衝突までの条件が、再現性のある方法

図 1. ソナタ型ソフトカー 

 

図 2. フィエスタ型ソフトカー 

 

図 3. 薄型ロボット車両（LPRV） 



で実現できる。そして、ドライバー＝車両アクティ

ブ安全システムの有効性を、例えば、車両間の最小 

 

 

接近距離や最小接近距離における接近速度などの

項目によって評価することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特性 DRI社 GST DRI社-ABD社統合 GST 

乗り越え運転 ○ ○ 

差動 GPSによる誘導 ○ ○ 

4輪ディスクブレーキ ○ ○ 

ヘビートラック バージョン ○ ○ 

統合型慣性計測ユニット（IMU） ○ ○ 

ドライバー運転車両との同期運動 ○ ○（オプション） 

DRI-ABD統合 GSTへのアップグレード ○ N/A 

基本のグラフィカル ユーザ インターフェース ○  

先端のグラフィカル ユーザ インターフェース  ○ 

無人車両との連動運転  ○ 

ABD社の無人テストシステムへの統合  ○ 

先端の診断機能とフェイルセーフモード  ○ 

基地局領域の拡大  ○ 

耐水性バージョン  ○ 

全世界でのローカルサポート体制  ○ 

 

 

 

 

図 4. 試験対象車両とソフトカーボディー間の衝突の例 

表 1. 車両誘導型ソフトターゲットの特性 



 

重量、大きさ 

重量 
LPRV ペイーロード（積載重量） ソフトカー重量 

260kg 90kg 75kg 

LPRV 
長さ 幅 全体高さ エッジ高さ 地面のｸﾘｱﾗﾝｽ 

2,800mm 1,520mm 125mm 30mm 30mm 

性能 

速度 
ソフトカーボディー搭載時最大速度 衝突時最大終速度 最小速度 

80km/h ＞110km/h 0km/h 

加速度 
縦方向 横方向 

+0.2、-0.6g ±0.5g 

パス追従精度 
縦横 5cm（定常運転時） 

縦横 15cm（ダイナミック運転時） 

充電間隔 4㎞（40km/h走行時） 

遠隔操作距離 1.0km 

衝突タイプ 
Rear-end, Head-on, Intersecting path, Crossing Path 

Pedestrian, Side Swipe, etc. 

位置分解能 
LPRV：2cm（現状の DGPS） 

試験対象車両：2cm（DGPS） 

回転半径 ＜3m 

ﾊﾞｯﾃﾘｰ充電時間 30～40分（使い切ったバッテリーをフル充電する時間） 

衝突後の再組み立て時間 5～10分 

環境条件 
動作温度：0～40℃ 

乾燥状態（結露なし） 

 

ＵＳパテント：8,428,863；8,428,864；8,447,509；8,457,877；8,583,358、8,589,062 

 

文責；小林光男（ジー・エス・イー㈱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2. 車両誘導型ソフトターゲットシステムの特性と性能 


