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車両運動シミュレーションソフト



ADAS ( 先進運転支援システム )/AD( 自動運転 ) 開発においては、 膨大な距離の試験走行や危険
な運転状況を含んだシナリオの網羅が必要と言われており、 車両運動シミュレーションが不可欠となってき
ました。
VehicleSim 製品は、 20 年以上にわたって様々な完成車メーカーや部品メーカーなどで使用されている、
業界標準の車両運動シミュレーションソフトウェアです。 高速で精度が高い車両運動計算 ・ 多種多様な
ツールとの接続性・並列実行対応といった様々な利点を活かしながら、 ADAS/AD 開発でもお客様のニー
ズに応えていきます。

～広がるVehicleSimの可能性～ADAS/AD車両の実現化に向けて



トラック ・ バス等（トレーラー含む）の車両運動モデル

で、 フレームの捻れ剛性やキャブサスペンションを考慮し

たシミュレーションも行うことができます。

サスペンションのキネマティクスならびにコンプライアンス

特性を解析し、 解析結果を CarSim/TruckSim/

BikeSim と連携して実行することができます。

乗用車 ・ＲＶ車から小型トラックまでのモデルを利
用し、 ３次元道路を走行させて車両運動のシミュ
レーションを行うことができます。

モーターバイクやスクーター等の自動二輪車用フルビー

クルモデルを利用し、 ライダーの体重移動を考慮した

シミュレーションを行うことができます。

VehicleSim 製品群（CarSim/TruckSim/BikeSim/SuspensionSim）は、 米国 Mechanical Simulation 社で

開発 ・ 商品化された車両運動シミュレーションソフトウェアです。 

各種車両（乗用車・トラック・バス・自動二輪車）の様々な運転条件と環境条件での動的挙動を簡単操作で評価できる、

制御設計者や評価技術者向けのツールです。 

完成車メーカー、 部品メーカーで利用され、 車両運動シミュレーションソフトの業界標準となっており、 特に車両運動制

御や ADAS、 自律走行に関連する研究 ・ 開発に有効なツールとして好評をいただいております。 

VehicleSim 製品群とは 多くのユーザー様に選ばれる理由

交差点構築に適した景観作成ツールを用意

OpenDriveデータインポートに対応

路面

表データを用いた形状・μ設定が可能
高精細なアニメーション表示

出力データのプロット表示

アニメーション

Unreal Engine との連携が可能

・S-Function

各種プログラム言語からの制御が可能

・FMI対応

拡張性
外部モデルとの連携が可能

交通流・センサー

オブジェクト描画機能による
交通流や標識などの設定が可能

センサーによるオブジェクト検知が可能

シナリオ作成機能

完成されたフルビークルモデル

高速で安定した演算処理

HEV/EVモデル対応

車両モデル

各種車両諸元・運転条件・環境条件をパラメータや特性値で設定することで、車両運動の解析・評価を簡

単に行うことが可能です。また、MATLAB/Simulink®など外部モデルとの接続インターフェースを持つほか、

FMI（Functional　Mock-up Interface）を通じて各社ツールとの連携も可能です。

そのため車両制御システムの制御ロジックや1Dモデルの検討評価をPC上で行うことができ、車両設計の効

率化・品質向上に大きく役立てることができます。
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1. テスト時間の短縮
 　同時に複数シミュレーション実行を行い、
　　トータル処理時間を大幅削減

2. コスト削減（Paralle l Solverの場合）

　1台のPCで処理を行うため、
　 複数台PCを用意する必要はなし

Fin.

Fin.
Parallel

Single

対応アプリ

クラウドサービスの利用で、さらに設備コスト削減が可能に

オプションライセンスであるParallel Solver Licenseや並列計算用HPC Solver Licenseにより、同時に複数のシミュ
レーションを並行処理し、大量のシナリオを短時間で実行することが可能になります。
Parallel Solver は高性能PC上での実装や、各種クラウドサービスと組み合わせることで設備コストを抑えながら処理
効率の向上を図ることも可能です。

Hardware In the Loop（HILS)システム上で実装可能なリアルタイム版ライセンスです。
MILSで使用したCarSimのモデルをHILS上で実行することにより、車両運動モデルの演算とECU、アクチュエータ、センサー
等の外部ハードウェアの処理を同期することが可能です。試作車やテストコース、テストドライバーを用いずハードウェアの検証
が可能となり、開発工数やコストの削減に役立てることができます。

MILS

CarSimと他ツールを連携することで様々なソリューションへの展開が近年広がっています。
ベンチシステムに車両モデルと実路面モデルを組込むことで動的負荷試験が実現し、アニメーションや交通流
ソフトと連携することで、シミュレーションテストの範囲が拡張しています。
さらに、テスト項目が増加する中でシナリオ管理ツールによるテスト項目の管理や結果の可視化なども進み、
CarSimだけでは困難な課題も連携することで解決することが可能となります。

 表記されているツールは一例です

HILS

リアルタイム対応システム
・A&D　    AD5436/45/47
・Concurrent　   WU8020-L(SimWB)
・ナショナルインスツルメンツ  LabVIEW/Ver iStand　　PXI/CompactRIO
・Opal-RT　   RT-LAB
・ETAS　   LABCAR
・dSPACE   DS100hh6(Bus Connection) SCALEXIO
・NVIDIA   DRIVE Sim

実環境シミュレーション/シナリオ管理

Target PC

ライセンス管理

パラメータ設定

オフライン検証

実行モジュールの生成

アニメーション表示ECU-TEST

TestWeaver

PreScan

rFpro

Unreal Engine

COSMOsim

Vissim

ASM Traffic

AUTO City

SCANeR studio

Aimsun

Driving Simulator
CarSim DS/TruckSim DS は、Windows のパソコン上で簡易ドライビングシミュレータを構築することができるソフトウェ
アです。 CarSim/TruckSim の車両運動モデルを使ってヒューマンインターフェース（ハンドル・シフト・アクセル・ブレーキ）を
接続し、アニメーションを描画できます。MATLAB/Simulink®上で実装するため、各コンポーネント制御ブロックと結合する
ことができます。



対応OS

Windows 8   (32bit / 64bit)

Windows 10  (32bit / 64bit)

Red Hat Enterprise Linux 7.2    (64bit)

CentOS 7      (64bit)

SUSE Linux Enterprise Server 12  (64bit)

openSUSE 42.3 Leap     (64bit) 

Ubuntu 16.04.1, 18.04.0 LTS   (64bit）

（リアルタイムシステムの OS は、各リアルタイムシステムに従います。）

Windows Linux  (CarSim / TruckSim のみ) 

◆無償でのソフトウェアバージョンアップ
マイナーバージョンを含め年間１～２回新バージョンがリリースされます。

◆USB ドングルキーの紛失 ・ 故障時の無償対応

◆定期セミナー無料受講
1 ライセンスにつき年間 3 回まで無料にて受講いただけます。
開講情報はサポート専用サイトの 【セミナー情報】 をご覧ください。

Vehic leSim製品の年間保守サポートは、製品のバージョンアップ、技術サポート、ライセンスのアップグレードやオプショ

ン製品追加等のサービスを提供します。ライセンス価格に基づく年間保守料金をお支払い頂くことで継続更新が可能

です。（新規ライセンス購入時の初年度保守サポートは無償となります。）

◆ソフトウェアのダウンロード

《 》

《 大学・教育機関 》

サプライヤ・
エンジニアリング

《 完成車メーカー 》

納入実績
トヨタ自動車株式会社

独立行政法人交通安全研究所  財団法人日本自動車研究所  東京大学  京都大学

名古屋大学 横浜国立大学 東京理科大学 立命館大学 日本大学  名城大学

その他、多くのユーザー様にVehicleSim製品をご利用頂いております

本田技研工業株式会社 日産自動車株式会社 株式会社SUBARU

マツダ株式会社 三菱自動車工業株式会社 ダイハツ工業株式会社 スズキ株式会社

いすゞ自動車株式会社日野自動車株式会社 ヤマハ発動機株式会社 川崎重工業株式会社

株式会社アドヴィックス ボッシュ株式会社 ジヤトコ株式会社

ウーブン・プラネット・ホールディングス株式会社

株式会社デンソー 株式会社ジェイテクト 株式会社ブリヂストン

日立Astemo株式会社 株式会社日立製作所

株式会社アイシン

日本精工株式会社

ソフトウェア保守サービス

保守サービス内容

技術専門スタッフによるサポートサービス
ソフトウェアの操作方法や機能説明、 その他技術的なご質問にお答え致します。

専用サイトでのサポートサービス
FAQ による利用テクニックの閲覧や事例データセットのダウンロードが可能です。

◆技術サポート（回数無制限）

・買い取り・・・初年度の保守サービスが無料で付きます
　　　　　　   買い取り時点の最新バージョンは永続的にご使用頂けます
　　　　　　  教育機関向けのアカデミック版ライセンスもございます

・リース・・・最短1ヶ月～月単位の契約が可能で、保守サービスも含まれます

オプション(製品によって異なります)

センサーオプション
エンジンマウントオプション
トレーラーオプション
Paralle l Solverオプション
マルチプルビークルオプション

センサーオプション
Paralle l Solverオプション
マルチプルビークルオプション

センサーオプション
フレームツイストオプション
Paralle l Solverオプション
マルチプルビークルオプション

＋

＋

SuspensionSim 標準版

＋

ライセンス形式

ドングルキーライセンス（USB）

ネットワークライセンス（ネットワーク）
 *リモートデスクトップにも対応

Server

◆日本語ヘルプマニュアル
英語版ドキュメント・ヘルプの日本語版や、弊社オリジナルの日本語ドキュメントの提供を致します。

製品内容

CarSim 標準版

CarSim RT(リアルタイム版)

CarSim DS（ドライビングシミュレータ）

BikeSim 標準版

BikeSim RT(リアルタイム版)

TruckSim 標準版

TruckSim RT(リアルタイム版)

TruckSim DS（ドライビングシミュレータ）

ベースライセンス


