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１．はじめに 

 
 東日本大震災に対する平成 23 年度（公財）国際交通安全学会の特別研究プロジェクト H2314「震

災危機管理と安全・安心な交通社会の実現に関する総合的研究」では、「交通」の問題を起点に、学際

的な視点から、東北復興の短期的、長期的な道筋を多様な観点から検討すると同時に、国際的な観点

からも問題提起を行った。その提言の一つに、物理基盤として「平常時と非常時の機能共存を目指し

た交通システムの構築」が挙げられる。そのポイントは、「①非常時対応のためのしなやかな交通管理

システム」、「②交通の困難性を考慮した発災直後の支援・避難ポリシー」および「③避難後の生活の

「交通」の視点から評価」の 3 項目となっている。 
 
 平成 24 年度の H2424 プロジェクトでは、この物理基盤に対する提案を受けて「車両」の活用にフ

ォーカスすることで「災害現場およびその周辺の情報取得」と「得られた情報に対する情報伝達網の

確保」に対して、より有効なシステムの提案を最終目的と設定とした。このシステム提案をするに際

しては、研究会での議論において、検討が必要な項目が多岐に渡るという意見が出たため、本年度の

研究活動では想定状況を絞り込み、その状況における基盤技術の確立を目的とした(図 1)。 
 その結果、H2424 プロジェクトでは、「①二輪プローブ車両を用いた情報収集」、「②多機能端末を

用いた SOS 発信・収集システム」および「③狭域通信を用いた情報網の冗長性の確保」という、この

プロジェクトが提案するシステムの各要素技術の実現の可能性を確認した。 
 

 
図 1 プロジェクトの到達目標とアクションプラン 



 

 2 

2．研究背景と目的 

 
2.1 研究背景と論点の抽出 
 東日本大震災に対する平成 23 年度（公財）国際交通安全学会の特別研究プロジェクト H2314「震

災危機管理と安全・安心な交通社会の実現に関する総合的研究」では、「交通」の問題を起点に、学際

的な視点から、東北復興の短期的、長期的な道筋を多様な観点から検討すると同時に、国際的な観点

からも問題提起を行った。 
 その検討の中では、社会が「Compact-Connected（凝集と連携）」、「Redundancy（多重の備え）」

および「Resilience（回復力）」という 3 つの資質を備えることが重要であるという認識に立ち、以下

の 5 つの提言が行われた 1)。 
 

 
図 2 H2314 プロジェクトの 5 つの提言 1) 
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 この「提言 4 物理基盤」として「平常時と非常時の機能共存を目指した交通システムの構築」が

挙げられる。そのポイントは以下の 3 項目となっている。 
 
 ①非常時対応のためのしなやかな交通管理システム 
 ②交通の困難性を考慮した発災直後の支援・避難ポリシー 
 ③避難後の生活の「交通」の視点から評価 
 
 平成 23 年度の H2314 プロジェクトでは、具体例として「①しなやかな非常時の交通維持」として

「ラウンドアバウトの導入」や「道路の頑健性アセスメント」、また「②交通の困難性を考慮した発災

直後の支援・避難ポリシー」として「ヘリを利用した孤立地域での生命・健康維持可能性の判定（地

域トリアージ）」が挙げられている。 
 
 また一方で、東日本大震災での初動における問題点として、「現地の状況把握」、「情報伝達手法の寸

断」が挙げられており、平成 24 年 9 月に修正された内閣府の防災基本計画でも、その点の強化・推進

が記載されている。以下に、防災基本計画の関連部分について記載する。 
  

「国及び地方公共団体は，機動的な情報収集活動を行うため，必要に応じ航空機，巡視

船，車両等の多様な情報収集手段を活用できる体制を整備するとともに，ヘリコプター

テレビシステム，ヘリコプター衛星通信システム（ヘリサット），固定カメラ等による画

像情報の収集・連絡システムの整備を推進するものとする。 
 
・無線通信ネットワークの整備・拡充及び相互接続等によるネットワーク間の連携 
の確保を図ること。 
・有・無線系，地上系・衛星系等による伝送路の多ルート化及び関連装置の二重化 
の推進を図ること。 
・画像等の大容量データの通信を可能とするため，国及び地方公共団体のネットワ 
ークのデジタル化を推進するとともに，全国的な大容量通信ネットワークの体系 
的な整備を図ること。 
・通信輻輳時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信を取り入れ

た実践的通信訓練を定期的に実施すること。」 
 

 非常時対策として、多様な情報収集・伝達手段の体制整備は必要であるが、列島全体が火山帯に属

し、周囲を海に囲まれている日本の地理的要件や近年に問題視されている日本各地の局地豪雨といっ

た異常気象環境を考慮すると、いつどこに発生するか予測のつかない災害に対応するために専用のシ

ステムを日本全国広範囲に整備することは、現実的には困難である。 
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 しかし一方で、日本は約 7,980 万台の自動車を保有している。表 1 は、日本国内における主要な車

両保有台数である 2)。 
 

表 1 自動車保有車両数（平成 25 年 5 月末現在）2) 

用途 保有車両数
貨物 14,856,438
乗合 225,588
乗用 59,457,304
特殊用途 1,653,947
二輪 3,569,690
総計 79,762,967  

 
 このうち用途別に公共性の高い分野の車両は、表 2 のような内訳となる。 
 

表 2 公共性の高い車両台数 
車両数

公用車（警察車両含む） 389,600 ※1

日本郵政 小型貨物自動車 1,900 ※2
日本郵政 軽貨物自動車 22,600 ※2
日本郵政 自動二輪車 89,700 ※2

バス 乗合バス 58,944 ※3
バス 貸切バス 44,617 ※3
タクシー・ハイヤー 271,327 ※4
貨物自動車運送事業 特積 13,570 ※5
貨物自動車運送事業 一般 1,301,913 ※5

※1　矢崎総研推計(2008)

※2　日本郵政(2009年資料)

※3　国土交通省　バスの車両数、輸送人員及び走行キロ（H20年度）

※4　国土交通省　タクシー・ハイヤーの車両数、輸送人員（H20年度）

※5　国土交通省　貨物自動車運送事業　車両数（H24.3末）  
 
 これらの車両は、全国の警察署 1181 署（H22 年 3 月末現在（総務庁））、地方自治体（都道府県・

市区町村）1874 自治体、郵便局 約 24,000（直営 20,149，簡易 4,059）に常時分布配備されている。 
 
 H2424 プロジェクトでは、これら「交通・物流」の構成要素である「車両」を活用する事で、前述

の H2314 プロジェクトの提言 4 を発展させることを基本コンセプトとした。車両を活用するポイント

としては「全国に常時配備」、「移動可能」および「車両自体に電源搭載」というメリットがある。 
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 また、対象とする自動車の技術分野においても、情報・通信分野の利用による「ITS(高度交通シス

テム)」技術の発展がめざましい。図 3 は、ITS 新中期計画(2011～2015 年度)の俯瞰マップであるが、

その中で「取り組み領域 C 情報共有型社会の交通システム」では、車両搭載機器から得られるプロ

ーブ情報を共通基盤に集約し活用するという取り組みが挙げられている。 
 

 
図 3 ITS 新中期計画(2011～2015 年度)取り組み事項 俯瞰マップ 3) 

 
 その具体的な例としては、東日本大震災における「通行実績マップ」の公開が挙げられる 3)（図 4）。 
これは、従来、民間の各社で個別提供されていた双方向通信のカーナビゲーションシステムによる走

行実績を ITS Japan が集約して提供したものである。通行実績のある道路を把握出来るため、避難経

路や救助物資の輸送路の検討に貢献した。 
 しかし、プローブデータは、主に自家用乗用車が各車両の走行位置座標と移動速度など旅客時間の

推定に用いるデータが主たるものであるため、災害時の「現地の状況把握」という点では、通行実績

のある道路が救援物資が物流トラックなどで輸送できる状態（道路状況・障害物などによる通過可能

幅）にあるかなどは、詳細には把握出来ない。 
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凡例：━通行実績情報（民間４社）  ×通行止情報（国土地理院） 

図 4 通行実績・通行止情報（表示例（2011.4.13 時点））3) 

 
 そこで、H2424 プロジェクトでは、ドライブレコーダや追突防止システムで普及段階にある車載映

像システムと車載加速度センサーを組み合わせたプローブ情報を利用することで、より具体的な現地

道路状況把握に着目する。 
 
 また、災害発生時の初動での状況把握として、重要な項目として被災者の安否確認および要救助者

の位置・状況把握が挙げられる。特に災害による倒壊家屋などからの人命救助の際には、72 時間が経

過すると生存率が急激に低下するという統計データから、初動での捜査・救助活動は重要である。 
 総務省における東日本大震災での東北地方の被災者への聞き取り調査データによると 4)、安否確認

には近年の携帯端末の普及状況から携帯端末を利用しようとしていたが、大規模な停電の発生により

電話・通信システムが各所で断絶していた 5)（図 5）。 
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 また、基地局が稼働している範囲でも、アクセスの集中により、音声通話は非常にかかりにくく、

携帯メールなどのデータ通信の通話状況が幾分良好である状況であった 4)(図 5)。また、データの受信

に 1 日以上のタイムラグなどが生じていたとの報告もされている 4)。 
 

 

 

 
図 5 岩手・宮城・福島県における ICT 利用状況調査結果 4) 
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図 6 停止中の無線局数・基地局数の推移（移動通信各社）5) 

 
 この通信障害は、2011 年の震災当時は、地震・津波による物理的破損とともに、基地局のバックア

ップ電源の問題により通信出来なくなることが主要因であった 5)（図 6）。その後の通信業者による基

地局の改善により 2013 年現在では、基幹基地局に対する 24 時間程度のバックアップ電源の実現がな

されており、主たる問題は、急速に普及している多機能通信端末（以下、スマートフォン）における

各携帯端末側のバッテリー持続時間になっている。 
 
 H2424 プロジェクトでの現場状況把握に関する 2 つ目の検討として、要救助者がスマートフォンを

用いて救難発信する際に、端末側のバッテリーを節電して利用可能時間を確保しつつ、かつ必要最小

限の通信量による救難信号を発信できる専用アプリと、救助隊が効率的に利用できるように救難信号

の発信座標をマッピングするアプリの開発に着目する。 
 
 前述の防災基本計画にも記載されているように、現場状況を把握した際に、迅速に対策本部などへ

情報を伝達する通信網の確保は重要である。東日本大震災では、大規模な通信障害が発生したが、そ

の後の各関係機関の検討で、衛星通信や気球無線中継基地局 6）（図 7）による通信などが提案され通

信網の多様化・多重化が進められている。 
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1）広帯域通信が可能な中継元基地局を移動体通信網へ直接接続する構成 

 
2）衛星通信回線を介して移動体通信網に接続する構成 
図 7 臨時無線中継システムの実証実験システム 6） 

 
 しかし、災害時には、このような方法で確保した通信網には通信容量に大きな制限があり、狭域属

性の強い情報や容量の大きな情報を通信網に上げることは、前述したような通信網の接続制限や輻輳

の発生も懸念され望ましくない。 
 そこで、H2424 プロジェクトの検討の 3 番目として、狭域限定の情報は通信網の上流に転送せず、

この情報を必要とする近接範囲を対象に情報伝達することで、グローバル通信網全体の伝達負荷軽減

を図る。その伝達手法とし狭域通信（DSRC）機能を搭載した車両の車車間通信に着目する。 
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2.2 目 的 
 改めて前述の研究背景で挙げた「現地の状況把握」、「情報伝達手法の寸断」の問題点のイメージを

図 8 に示す。 

 
図 8 災害時の状況把握と情報伝達手法の問題点の概要図 

 
 この状況を改善するために、先に述べたアプローチを集約し、プロジェクトにおける最終目的を以

下に設定した。 
「災害時の情報取得・伝達をプローブ機能および機動性を有する車両を介して設計することにより，

柔軟性と冗長性を向上させる．また、平常時における、「より安全で安心」の実現にも活用でき、費用

便益のバランスのとれる持続可能なシステムを視野に入れる。」 
 併せて、ここで提案するシステム概要を図 9 に示す。 
 

 
図 9 H2424 プロジェクトにおけるシステム提案概要図 
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2.3 本研究のグランドデザイン 
 前述の最終目的を実現するためのグランドデザインの決定手順として、まずシチュエーションを設

定した。 
 想定シチュエーションとして、平常時にも利用でき、いざという災害時に利用できることにより、

大量導入・広域普及と対費用効果を上げることが望まれるが、ここでは予備検討として、災害時の必

要性能を第 1 要件とした。 
 災害の種類は、記憶に新しい東日本大震災のような大地震による震災、近年の局地豪雨・竜巻など

風水害、火山災害、雪害の自然災害に加えて、海上、航空、鉄道や原子力災害といった事故災害など

まで、多様なシチュエーションが災害対策基本法に基づいて中央防災会議が作成した「防災基本計画」

の対象として挙げられている。 
 検討する災害シチュエーションに関しては、研究プロジェクトを実施する上位概念として、国際交

通安全学会の目指す「理想的な交通社会の実現に寄与」に対して「学際性」、「実際性」という切り口

からのシステム全体の提案を目指すこととし、国際交通安全学会における平成 23 年度の特別調査研究

H2314「震災危機管理と安全・安心な交通社会の実現に関する総合的研究」をはじめとして、多様な

分野からデータ収集が行われている 2011 年 3 月 11 日に発生した「東日本大震災」をパイロット・シ

チュエーションとした。 
 一方で、プロジェクトの議論の中では、東日本大震災レベルの大規模災害は発生頻度から言えば、

災害の全体の中で特異な分類であり、比較的発生頻度の高い局地豪雨や崖崩れなどをメインのシチュ

エーションにするべきといった意見や、今後想定される大都市を対象とした直下型地震や東南海トラ

フ連動地震などを想定するべきといった意見もあったが、東日本大震災により政府レベルで当時の防

災・救援体制などの改訂も進んでいることもあり、これらの全体の情報集約に時間が必要とされると

いう点で、これら多様な状況の想定に関しては、次年度以降の検討事項として、ペンディングとした。 
 次に、災害時のどの段階（フェーズ）での利用を想定するかであるが、災害発生時を大別すると、

災害の発生からの「初動」、被災者の存命確率から救急救命に重要と言われている「72 時間以内」、被

災地への支援が中心となる「７～10 日」、施設復旧などに対して「1 ヶ月」というフェーズが想定され

ている。図 10 は、東日本大震災後に検討されている国土交通省のミッションの時間フェーズ例である

7)。ここで、今回の重要キーワードの一つである「車両」の利用方法には、例えば被災地への支援物資

輸送のトラックをはじめとした商用車両や施設復旧などに対して重機などの特殊車両まで、多様な場

面が想定される。支援物資輸送や救援車両に関しては、警察庁、国土交通省、自衛隊や災害時の協力

企業などにより、震災後の合同訓練などが執り行われるなどの連携強化が進んでいる。（図 11 平成

25 年度の総合防災訓練における緊急自動車通行訓練の様子） 
 したがって、本調査研究での検討対象は、図 9 中にもあるように初動段階での「被災状況等の把握」

と「被災者の救命・救助」活動にターゲットを絞る。ここでは、警察庁の「広域緊急援助隊」、国土交

通省の「TEC-FORCE」、自衛隊の「災害派遣」などが到着する前に、被災地域に存在する車両を活用

して、被災状況ならびに前述した被災地外からの救援・支援車両動線確認のための道路状況の集約を

効率的に行うこととした。 
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図 11 平成 25 年度 総合防災訓練における緊急自動車走行訓練（警視庁・埼玉県警ほか） 
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 次に、上記で決定したパイロット・シチュエーションの東日本大震災の状況を基に、研究会にて議

論を繰り返し被災地状況を想定した。 
 （議論では多岐に渡った検討がされたが、ここでは整理した代表項目を記載する。） 
 
 1) 大規模地震発生時の直接的な地震動により以下の状況が発生 
 ・道路の破損・陥没、建物の倒壊や道路に敷設されている電線柱の座屈・倒壊が発生 
 ・被災による車両故障や運転者の避難に伴う路上放置車両の発生 
 ・地震における家具横転や建物倒壊、車両破損による多数の要救助者 
 ・複数箇所における火災発生 
 ・上記に伴う物理的な電線や通信回線の切断 
 ・発電所の緊急停止による停電 
 2) 大規模停電発生に伴い以下の状況が発生 
 ・中継・無線基地局の停電およびバックアップ電源不足による通信ネットワークの不通（図 6） 
 ・利用集中による通信容量のオーバーフローによる通信不通・制限 
 ・上記２項目による被災地内における各被災者への情報提供の不足 
 ・停電時の鉄道踏切部の道路遮断が継続したことによるグリッドロック 
 3) 地震による津波発生に伴う状況 
 ・津波による大規模な冠水ならびに建物の倒壊・流出。これにともなう障害物による道路の寸断 
 ・避難に伴う特定路線への移動集中による渋滞 
 
 表 3 が H2424 プロジェクトにおける想定シチュエーションである。 
 特に「車両」の活用において「オートバイ」を選択したのは、上記の状況シチュエーションを議論

した際の以下のメリットによる。 
 
 1）走破性が四輪車よりも高い 
   状況として道路路面が破損、倒壊や津波流出の障害物、渋滞や放置車両により道路の通行幅が

制限される場合、軽量でコンパクトで走破性が通常の四輪車よりも高いオートバイを用いる事で、

情報収集が可能な範囲を拡大することが可能となる。また、同様な理由で、自転車も選択肢とし

て挙げられるが、航続距離ならびに移動速度ならびに電源確保（後述 3)）を考えた場合、活動時

間が限定される初動時に効率的に移動出来るオートバイの利用メリットが大きい。 
 2）燃費が良いため、燃料が限られる状況下での効率的な利用が可能 
   全国に保有され使用されている公用車や郵便事業などで用いられている 50cm3超～125 cm3の

オートバイは、国内メーカーの代表車種のカタログ値で 50～60km/L の燃料消費率を示しており、

本調査研究で使用した 125 cm3クラスの HONDA PCX においても 53.2km/L である。大規模災害

発生直後の被災地における燃料供給量は制限されるため、燃費が良好なオートバイを利用するこ

とは、効率的な燃料利用による状況把握・捜査が可能となる。 
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 3) 発電機・バッテリを搭載している 
 電力供給がままならい可能性のある被災地において、状況計測ならびに報告する場合に、車載

発電機・バッテリを搭載しているオートバイならば、状況計測用のセンサー・映像機器や通信機

器の電源を車体から供給することが可能となる。 
 加えて、このプロジェクトでは映像・計測機器を搭載したプローブカー仕様のオートバイを利

用することを想定し、平常使用するセンサー・カメラを利用することにより B/C を拡大すること

で全国配備などの普及時のコストを低減することができる。 
 4) 四輪車などは、輸送などの別用途に適材配置できる 

 初動の状況収集活動にオートバイを利用することで、搭乗・積載能力の高い四輪車は、救助活

動や物資輸送などに利用することが可能となり、車両の効率的な運用が可能となる。 
 5) 全国に配備されている現場の公用車等の利用を想定した場合、現場への投入時間で有利 

使用する車両を、隣接地域などから輸送して使う場合、初動において、その輸送時間ならびに

経路確保が問題となる。一方で、公用車や配送車両などは運用上全国に点在しており、災害発生

時に該当エリアに車両が存在する可能性が高い。したがって、該当エリアに存在する公用車の利

用が効率的である。また、危険が逼迫していない状況下においては、災害時協力協定などにより、

郵政や配送業者の車両などが配送状況からの避難移動を兼ねて、現地情報を収集するなどの利用

場面が想定できる。 
 
なお、洪水、暴風、豪雪などを伴う悪天候時など、オートバイの走行に適さないシチュエーション

が存在する。防災基本計画にも記載されているように、そのような場合も想定し実際のシステム構築

時には 100%をオートバイが担うシステムでは無く、他の情報収集手段の利用をするなどの冗長性を

確立しておく必要がある。 
 例えば、防災ヘリコプター、無人ヘリコプターの他にも、表中にも記載したような公用四輪車、路

線バス、定期物流トラックなどの活用・連携も視野に入れる可能性があるが、H2424 プロジェクトで

は、これらについては次年度以降の検討事項として、ここでは、主としてオートバイ利用によるメリ

ットに着眼した。
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表 3 H2424 プロジェクトにおける想定シチュエーション 

検討項目 想定状況 想定理由 ペンディング事項 

想定状況 大規模災害での初動段階 

建物倒壊や路面破損、放置

車両などが多数点在。 

・東日本大震災の経験から、状況把握

が難しく、動線安全確保のための情報

が必要な状況 

・多様な災害状況や日本以外の交

通・社会環境への適合 

・平常時の利用検証 

通信インフラ状

況 

大規模停電 

通信環境は、一部通信基地

局が自家発電で稼働 

・通信容量限定状況で、必要な情報を

いかに送信するかに着目 

・オートバイを移動基地局とした

リレー通信 

使用車両 オートバイ 

（専用設計でなく平常利用

できる車両にアドイン） 

・走破性が四輪車よりも高い 

・燃費が良いため、燃料が限られる状

況下での効率的な利用が可能 

・発電機・バッテリを搭載している 

・四輪車などは、輸送などの別用途に

適材配置できる 

・全国に配備されている現場の公用車

等の利用を想定した場合、現場への投

入時間で有利 

・公用四輪車、路線バス、定期物

流トラックなどとの役割連携 

・一般車両のプローブ情報（ビッ

クデータ）との連携・棲み分け 

情報取得項目 ○被災者状況確認 

○現地道路被災状況確認

（路面破損や障害物の確

認） 

初動の優先順位において、被災者の点

在位置ならびに、救助・支援に必要な

動線確保に必要な状況把握 

・夜間や道路冠水時など特定状況

については、計測手法の改善も含

めて今後の課題 

 
 本プロジェクトでは、上記に記載した運用方法を実現するための基盤技術の開発と検証を行ったの

で、次章以降に記載する。 
 主たる基盤技術は、前述の「現地の状況把握」ならびに「情報伝達手法の寸断」に対して、以下の

ように設定した。 
「現地の状況把握」 
 ・搭載容量が制限されるオートバイにあわせた情報収集機器ならびに収集項目の検討 
 ・オートバイ特有の車両挙動に対する計測データ補正方法の検討 
 ・情報伝達のためのデータ抽出条件の検証 
「情報伝達手法の寸断」 
 ・多機能端末を利用した要救助者からの SOS 発信・収集システム「命綱」システムの開発 
 ・オートバイ搭載の狭域通信（DSRC）を利用した車車間通信の検討
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3．オートバイを利用した情報収集 

 

3.1 オートバイにあわせた情報収集機器ならびに収集項目の検討 
 第２章のグランドデザインで述べたように、災害現場付近に配備・稼働しているオートバイにより

情報収集することができれば、この集約データを基にして現地の道路状況の詳細把握が可能となり、

救助隊のアクセス路や不通道路の復旧作業のリソース投入の効率化が期待される。 
 また、表４8)に示すように途上国ではオートバイの普及台数も多く、道路交通手段の分担比率が高い。

そのため、オートバイの周辺状況を収集把握することができれば、これらの国における災害時利用展

開や平常時における道路交通の安全向上にも利用できる可能性がある。 
 

表４ 世界各国/地域のオートバイ保有台数 8) 
年 国/地域 台数 

2011 イタリア 8,610,000 

2011 スペイン 4,070,032 

2011 フランス 3,439,417 

2011 イギリス 1,468,800 

2011 オランダ 1,269,433 

2011 スイス 833,891 

2011 オーストリア 712,635 

2011 ポーランド 2,102,175 

2011 チェコ 944,171 

2009 ロシア 4,710,000 

2011 トルコ 2,527,190 

2009 アメリカ 7,929,724 

2009 メキシコ 1,201,046 

2009 コロンビア 2,630,391 

2011 中国 102,602,397 

2009 インドネシア 52,433,132 

2011 日本 12,205,926 

2011 タイ 18,152,469 

2011 台湾 15,173,602 

2011 マレーシア 9,986,919 

2009 ベトナム 25,414,689 

2009 韓国 1,820,729 

2009 パキスタン 5,607,334 

2011 フィリピン 3,760,893 

 小計 289,606,995 資料：国土交通省、総務省、ACEM、FAMI 等 
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 これらの普及背景から、平常時にもドライブレコーダや実際の区間走行時間を計測するなどのプロ

ーブ車両として利用可能で、災害発生のいざという時に状況計測が可能であることが望ましい。 
 そのためには、搭載コストを抑え、コンパクトなシステム構成にすることが重要となる。 

 
図 12 排気量 125cm3サイズスクータ車両のサイズ例(HONDA PCX)9) 

 
 オートバイは四輪車と異なりキャビンや荷室スペースが無いため、機器搭載箇所は限定されるとと

もに、容量も限られる。 
 図 12 は、本プロジェクトで使用した排気量 125 cm3サイズのスクータの車両サイズであるが、この

ような座席下にヘルメット収納スペースを有する場合は、約 25L の収納スペースとなる。また、業務

用の場合には、図 13 に示すようなトップボックス(35L)などの装着が想定されるが、通常業務に関す

る収納物が伴うため、計測機材に対する専有スペースを大きく採ることが難しい。 
 また、オートバイには、発電機が搭載されているため、搭載機材に対して電力供給が可能となる。

車両側の通常走行に使用するエンジン点火ならびに灯火系の必要電力容量を勘案すると、供給電力の

容量は限定される。しかし、ここで想定対象としている小型オートバイサイズにも近年では ACG ス

ターターなどが搭載されるようになっているためエンジン始動時の必要電力は節約されており、オプ

ションに設定されているグリップヒーターや二輪用ナビゲーションシステムの駆動電力程度の供給は

可能である。 
 したがって、提案システムの最終形態は、車体にアドオンでき、かつ上記のオプション装備程度の

消費電力を想定することが望ましい。 
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図 13 参考：オートバイ用トップボックス(35L) 
 
 次に、計測項目については平常時と非常時に利用できることが普及をさせる上での B/C を向上させ

る上でも望ましい。 
 平常時の主たる利用方法としては、ドライブレコーダのように普段の走行状況を記録し、ヒヤリハ

ット場面の解析に利用するデータ収集が考えられる。その際に必要な計測項目としては、一般的なド

ライブレコーダに搭載されている自車両の走行状況を把握するための前方ビデオ映像、ならびに車両

運動を把握するための車両走行速度（GPS データからの算出を含む）、加速度、角速度などが挙げら

れる。また、近年普及しつつあるアクションカムと言われる小型ビデオ記録装置は映像記録に GPS デ

ータを付加して記録されるため、オートバイに装着されツーリングログを記録し、後日インターネッ

ト上にアップロード公開されるなどの利用方法も広がっており、このような機能を付加することで一

般車両への普及促進も狙うことが可能である。 
 事故発生時には、上記の計測データから事故発生を識別判定し、サポートセンターに連絡したり、

状況把握できるデータを転送することで、スムーズな救急指示や事故処理を進めることが想定できる。 
 加えて、個々の計測機搭載車両から走行速度や GPS 座標データがサーバに転送され、蓄積されるこ

とで、通行実績マップを構成するプローブ車両としての利用も可能となる。現在でも、四輪車両のナ

ビゲーションシステムの有料オプションを中心としたサービスが稼働しているが、オートバイ用には

ナビゲーションシステムの普及率の低い現状から、ここで提案するシステムとのハードならびにデー

タ形式の共通化を図ることで、付加価値を高めることが期待できる。 
 一方で、災害など非常時には、第 2 章のグランドデザインで挙げたように、初動時の主要道路の啓

開作業に必要な道路被害状況や放置車両や障害物などに車両通行不能箇所の把握に必要な情報が計測
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できることが望ましい。これらを検討するための具体的項目は、図 14 に示したような障害物間のクリ

アランスや路面破損に伴う段差高さの計測が挙げられる。 
 

 

図 14 障害物間のクリアランスのイメージ図 
 
 特に、車両進入可能かを判断する障害物間のクリアランスについては、対策・支援車両の動線確保

上で重要情報であり、図 15 に示すような各関係機関の車両スペックとの比較照合することにより、迅

速な配備計画が実現される。 
 

 
図 15 災害対策車両の一例 10) 

 
 

放置車両や 
障害物 

障害物間のクリアランス 
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 また、図 16 に示すような路面破損・崩壊状況についても現場状況を迅速に把握することで、応急処

置に必要な機材・人員などの手配計画や啓開の優先順位の検討などが実施出来る。特に、オートバイ

は普通四輪車に比較しても、前後 1 列に車輪配置されているために、タイヤが通過するのに必要な道

路幅が細くて済む（参考値:二輪免許取得の実技検定の直線狭路コース(一本橋)の幅 300mm）。また、

一輪あたりの接地荷重が乗用車の 1／4 と軽く、オーバーハングならびにホイールベースが短い車両形

状のため、ある程度の段差・破損がある道路に対する走破性も優れる。 

 

図 16 東日本大震災における道路崩壊例 10) 
 
 以上の走行状況場面と計測項目を整理すると、以下のようになる。 
 

表 5 計測項目 
走行状況 計測目的 計測項目 備考 
非常(災害) 周辺状況把握 前方映像 障害物状況、道路被害状況把握 

車両運動 段差等道路被害状況把握 
非常(事故) 周辺状況把握 前方映像 事故発生状況・発生地点把握 

自車状況把握 車両運動 事故発生状況把握 
平常 周辺状況把握 前方映像 追突防止情報提供、走行記録利用 

自車状況把握 車両運動 ヒヤリハット場面把握 
共通 走行地点把握 GPS データ  
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 H2424 プロジェクトでは、表 5 に示した項目計測に関して計測トライアルが目的のため、表 6 に示

すシステム構成とした。 
 

表 6 搭載機器 (仕様詳細は、付録参照) 

名称 製造元 型番 

ステレオカメラ×3 台 (有)ワイケー無線 WM-N041DＮR 

ジャイロセンサ クロスボー(株) NAV440 

A/D 変換器 クロスボー(株) NAV-DAC440B 

データロガー×2 台 (株)共和電業 EDS-400A 

映像四分割器 － SA-48347 

映像記録装置 ソニー(株) GV-HD700 

バッテリー×2 台 (株)ベイサン LAM-BAT-0002 

F/V 変換器 (株)ココリサーチ KAZ-740P 

 

 搭載機器は、車両前方映像計測用に CCDカメラ 2台を用いてステレオカメラを構成した(付録参照)。

また、参考までに、ライダーのハンドル操舵状況を同期把握できるようにステアリングトップブリッ

ジの映像も CCDカメラにより同時計測している。各映像を映像四分割器で 1画面に同期合成し、振動

に強い DVテープを使用した映像記録装置を用いた。 

 車両運動に関しては、車両運動特性試験に用いる高性能ジャイロを搭載することで、データ計測イ

ンターバル時間の検討や画像処理から行う車体ロール角の簡易算出方法の検証の比較規範データとし

て利用した。 

 車速に関しては、実用時には GPS座標データからの算出も選択肢にあるが、本トライアルでは、車

両の車速センサから車速パルス信号を取得し、FVコンバータにおいてパルス信号をデジタル信号に変

換して他の車両計測項目と同期記録した。 

 車両側バッテリーは、エンジン回転数の上昇に伴うバッテリー電圧の変化があり、電圧値で計測さ

れるデータに影響を与える可能性がある。そのため、ジャイロセンサと A/D変換器の電源として独立

したバッテリーを搭載した。また、その他計測機器に関しても機器相互の電圧変化の影響を排除する

ため専用バッテリーから給電する形態とした。 

 使用車両は、世界的にも普及し日本国内においても増加傾向を示す排気量 125cm3クラスのスクータ

型を用いた(付録参照)。 

 計器搭載箇所としては、シート下部のヘルメット収納スペース内に 3軸ジャイロ（加速度・角速度・

角度計測）、A/D 変換器、FV 変換器、データレコーダを搭載し、また、リアトップボックス内に、計測

機器用バッテリー、映像四分割器、映像記録装置を搭載する。車体への搭載図を図 17、データ記録の

システムフローを図 18に示す。 
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図 17 測定機器搭載図 

 

 

図 18 搭載システムフロー 
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3.2 オートバイ特有の車両挙動に対する計測データ補正方法の検討 
 H2424プロジェクトで取りあげているオートバイは、小型で取り回しの効くメリットがある一方で、

四輪車と異なるオートバイ特有の車両運動特性を有する。 
 オートバイは前後一列の車輪配置のため、コーナリング時には車体を内側にロールさせることによ

りバランスをとりながら旋回する必要がある（図 19）。 

 
図 19 オートバイの旋回速度による車体ロール角の違い 

 
 この時、垂直面から車体を傾けた角度である車体ロール角φは、式(1)で表される。（ただし、タイ

ヤ接地面の移動、ステアリング変位、サスペンション変位、ライダー乗車姿勢などを無視） 
 

   







= −

R

v 2
1tanφ       (1) 

 
 この車体ロール角は、車両質量などに関係無く、旋回速度 v(m/s)と旋回半径 R(m)により力学的に決

定される。例えば図 20 に示すように求心加速度比 1G で旋回する場合には、45°の車体ロール角が必

要となる。 
 また、オートバイは軸距が短いため、加減速時のサスペンションによる車両姿勢変化も四輪車に対

して大きい傾向がある。そのため、車載計測機器は重力加速度や車体姿勢角の影響を受ける。 

 したがって、この二輪姿勢角が車体装着機器の計測値に影響するため、プローブデータとして用い

る際には、姿勢角補正を実施することが望ましい。しかし、姿勢角を実用精度で計測可能な高機能 3

軸ジャイロセンサは非常に高価なため、本プロジェクトの目的であるプローブ機能を多数の車両に装

着利用することを想定すると、コスト面でも実用性が乏しい。 
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図 20 オートバイの求心加速度比と車体ロール角の関係 
 
 そこで、車両前端に装着した CCD カメラ映像(単一カメラ画像)から、車両のロール角を簡易推定す

ることを試みた。 
ロール角推定は、まず、実路走行でのカメラ映像に周辺道路上の設置物（電柱・標識柱等）を垂直

基準、先行車両が存在する場合は先行車両のトランク部等を水平基準する。そして、車体に固定され

ているビデオ画面の座標に対するなす角度を算出することで、車体ロール角の算出を行う。 

ビデオから切り出された画像は、走行終了後にパソコンに読み込まれ、光学系補正、二値化を実施

した上で Hough変換する。 

Hough 変換で算出された基準直線上において任意の点を２点とり、その画像座標を(X1 Y1)(X2 Y2)と

すると、その直線の傾斜角は式(2)で求まり、この角度が画像から求めたロール角θとなる。 

 









−
−

= −

12

121tan
YY

XXθ
 

(deg)                (2) 

 

フレーム毎に式(2)で車体ロール角を求め、複数フレームから求めたロール角θの時系列変動を前後

フレームの移動平均を取ることで平滑化し、カメラ自体の振動の影響を排除する。画像による車体ロ

ール角θの算出フローを図 21に示す。 
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図 21 画像によるロール角算出フロー 

 

 

図 22 ロール角算出対象線分の読み取り 
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画像からロール角度θを算出する際、図 22のように Hough 変換画像から検出された基準線のうち、

最も長く線分区間を取れる 2点を座標(X1、Y1)(X2、Y2)とした。なお、角度算出の 2点の採り方に関し

ては、トライアルの現時点では全自動化せずに、オペレータによる最終チェックで決定している。 
 検証は、東京都内の一般公道における混合交通下走行データにより車両走行状態を算出し実施した。 

 
図 23 停車車両を回避した際のオートバイの車体ロール角算出結果比較 

 
 図 23 は、公道走行時における停車車両を回避した際の CCD カメラ画像から算出したロール角θと

ジャイロにより計測したロール角φの比較であり、切り返しの部分で乖離する部分があるがロール角

を算出することができている。検証実験の結果、昼間時の基準対象物の検出率は全体を通して約 98%
であり、十分利用できる結果を得た（H2424 プロジェクトでは、災害時の利用方法に主眼を置いてい

るため、公道走行実験結果の詳細は付録 2 参照）。このようにビデオ映像から利用可能な精度でロール

角（θ≒φ）を算出すれば、高価な高性能ジャイロを搭載せずに、車両姿勢変化による計測加速度へ

の重力成分の影響を補正することが可能となる(式(3))。 
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 ここでφはロール角、添字 y.z は車体に固定した座標軸、Y.Z は路面と垂直、水平な軸方向を表す。 

 
 また、走行速度とともにロール角は、オートバイがどのような状態で旋回していたかを推定する上

で重要な項目である。比較的安価な加速度計の搭載と画像によるロール角算出を組み合わせることに

より、平常時のオートバイ用プローブ車両としてのデータ計測とともにオートバイ用のドライブレコ

ーダとしての利用の可能性も確認できた。 
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3.3 情報伝達のためのデータ抽出条件の検証 
 災害時において前述した図 14 のように、放置車両や障害物などにより道路の車両通過可能幅が不足

したり、図 16 のように道路破損により救援車両が通行できない箇所が発生する。その現場状況を先に

提案したプローブ機能搭載オートバイで把握し、対策本部へ伝達することで迅速な道路啓開を実現す

ることを狙いとする。 
 
(1)車両通過可能幅の取得 
 車両通過可能幅に関しては、すでに四輪車において実用市販化されている衝突防止装置やレーンキ

ープアシストシステムなどに用いられているステレオカメラによる画像解析手法が転用できる。 
 まず、車両前端に装着したステレオカメラ映像により得られる視差画像から、車両に対する障害物

（対象物）の前後距離を把握する。 
 解析は、4 分割内の 2 ブロックに記録されたステレオ映像を PC に読み込み、フレーム毎(30 フレー

ム/sec）に画像変換し、その画像から改めてステレオ 2 画面の分割切り出しを実施する。各分割画面

画像は、事前のカメラ校正実験から得た光学系補正、平行化を実施した上で、ステレオ画像解析を行

う。ステレオ画像解析は、二値化した画像からハフ変換を用いて基準となる対象物ならびにピクセル

座標を検出する。左右画像に対して、基準対象物のピクセル座標を読み取り、その差分から視差 D を

算出する（図 24）。 

 

 

図 24 視差の読み取り 

 
 視差 D ならびにステレオカメラ諸元を用いて、目標物までの前後距離 Z は式(4)で求まる。 

  
D

BF
Z =             (4) 

  Z:対象物までの距離(m)  B:スレテオカメラ間の基準長(m) 

  D:視差(m)  F:カメラ焦点距離(m) 
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 ここで用いた車両搭載のステレオカメラシステムでは、付録の付図 6 に示したように 4 分割器に同

期記録する関係上、画面縮小に伴う画素数低減により 5m 以上の前後距離における視差分解能が低く

なっている。しかし、図 25 に示すように視差を得られる 4m 程度に接近した場合には、一般公道走行

時においても、対象となる先行車両との前後位置を連続的に算出できている。 

 

図 25 停車車両車間距離計測結果例 
 
 この前後位置に加えて、予め校正した画角内のピクセル座標を利用することにより障害物に対する

横方向位置を算出することで、カメラを原点とした障害物の相対位置を把握する事が可能となる。 

H2424 では、基礎技術確認のトライアルであるため、別途横方向距離の算出トライアルを実施した。 
 プローブ車両に装備したステレオカメラから対象物（ここでは、白線）との横方向距離を算出する

手法の検証のため、事前に計測した対象物からの横方向距離に車体を停止設置し実距離と算出値の照

合を実施した。図 26 に示すように横方向距離αは 0.2～2mで 0.2m間隔で測定を実施した。 

 なお、この計測検証は、平常走行時に四輪車に比べて車線内の走行位置を自由にとれる二輪車の走

行位置特定にも利用することを前提として白線を対象物としている。 
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図 26 横方向距離測定実験模式図 

 

図 27 横方向距離を設定して車両を設置する実験場面 

 

 光学補正した車載ステレオカメラの撮影画像について、白線から 0.2mオフセットして設置した際の

画像の白線を基準線として、基準線から白線までの横方向ピクセルを読み取った（図 28）。 

画面内全体の校正を実施する場合は、各ピクセル高さで校正する必要があるが、ここではトライア

ルとして画面下端から 64ピクセル時の読み取り結果についてグラフ化した（図 29）。図より白線を対

象物として計測した横方向位置は線形特性を確認できる。 

 前述した対象物の前後距離検出とこの横方向距離検出を組み合わせることにより、対象物の位置を

把握でき、複数の対象物間の通過可能幅を算出することができる可能性を見いだした。例えば通過可

能幅が 4m 以下の地点を把握した場合、図 15 に示した支援車両が通行できないことが想定される。そ

の際、基地局サーバに地点・状況画像を送信することにより、災害対策本部の迅速な道路啓開計画立

案に利用できることとなる。 

 なお、前述したように実際の走行時には車載映像は車体ロール角により影響を受けるため角度補正

が必要となる。H2424 プロジェクトでは要素技術の検証範囲にターゲットを絞り、実走行に対応する

複合的な補正アルゴリズム検証までは実施しなかった。 
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図 28 横方向位置の検出に用いたフロー 

 

 

図 29 横方向位置の検出結果(64ピクセル高さでの読み取り値) 
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（2）プローブデータを用いた路面状況把握 

 初動の現地状況把握では、動線確保の観点から前述の車両通過可能幅把握に加えて道路の路面状況

把握が重要となる。そこでオートバイに搭載したプローブ機器から路面状況の検出を試みた。 
 まず完全な通行不可能な状況では、初動の調査車両も引き返す際に現場画像を記録送信することで、

走行実績マップの U ターン軌跡と画像で状況把握することが可能である。一方で、ここで初動調査に

用いるオートバイ車両はなんとか通行可能であっても、軸荷重が重い車両の走行には予め道路補修な

どが必要な路面の段差や破損状況がある。その際、各箇所で車両停止し画像撮影・送信すると、初動

調査の効率が阻害される。したがって、比較的軽微な段差や破損状況は走行時に自動検知し地点情報

を送信できるシステムが望ましい。 
 そこで、検知手法として段差乗り上げ時の車体挙動に着目した。車両が段差を乗り越える際、図 30
に示すように段差の突き上げに伴う上下方向運動と車両のピッチ回転運動が発生する。オートバイは

前後一列の車輪配置のため、走行時にはほぼ同一走行軌跡を通過するため前輪が段差通過時に路面入

力が発生した後、後輪が段差を通過する際に後輪へ同様の路面入力が加わることとなる。 
 

 
図 30 段差乗り越え時に車両に作用する運動 

 
 
 

前輪乗り越え時の上下運動 

前輪乗り越え時のピッチ運動 
後輪乗り越え時のピッチ運動 

後輪乗り越え時の上下運動 
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図 31 実験時の段差配置（段差諸元は付録 3.参照） 

 
 図 31 に示すような 3 つ（単独 1 箇所、近接 1 箇所）の模擬段差を設置して車両挙動を計測した。

実験は、予め指示した一定速度（メータ読み）で段差区間に進入し段差乗り越えを行う。その際に車

両装着した高性能ジャイロ(クロスボーNAV400)により計測した上下方向（Z 方向）加速度ならびにピ

ッチ角の時系列波形例を図 32 に示す。（なお、Z 方向は段差にあわせて上方向を＋表記） 
  

 
図 32 段差乗り越え時の上下方向（Z 方向）加速度ならびにピッチ角（走行速度 20km/h） 

段差 A 単独配置 

段差 A 近接配置 

段差 B 近接配置 
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 図 32 に示すように、各車輪が段差乗り越えの際に、段差突起から車体に入力され加速度波形が立ち

上がっているのが分かる。また、前輪の段差乗り上げ時には車体が頭上げする回転方向にピッチ角が

発生し、後輪の段差乗り上げ時には逆に尻上げする回転方向にピッチ角が発生しているのが分かる。 
 走行速度の差異による出力波形の違いは付録 3 に示した通りである。速度増加によって前輪入力か

ら後輪入力までの時間が短くなるため、前輪からの入力による振動が十分に減衰する前に後輪入力が

入り、振動波形が複雑な振幅になっている。加えて段差が連続している部分では、高速走行になると

2 箇所の段差入力による振動が連続的にばね上車体を加振していることが確認できる。 
 車両は、前輪と後輪がそれぞれサスペンション（ばね-ダンパー）を介してばね上の車体に結合され

て振動系を構成しているため、ばね上の車体は前後輪の入力に対して練成振動する。図 33 は 2 自由度

系の振動モデルであるが、実際にはばね下振動系や突起乗り越え時のタイヤ部分のエンベローブ特性

なども影響し、複雑な振動波形になる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 33 二輪車の振動モデル例 
 

表 7 段差乗り越え速度に対する前後輪通過時間ならびに入力周波数 
（実験車両のホイールベース 1.315m） 

速度

km/h 

前後輪通過時間

sec 

前後輪入力周波数

Hz 

20 0.237  4.22  

25 0.189  5.28  

30 0.158  6.34  

35 0.135  7.39  

40 0.118  8.45  

45 0.105  9.51  

50 0.095  10.56  

55 0.086  11.62  

60 0.079  12.67  
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 また実験車両のホイールベースから算出した前輪が段差を通過してから後輪が段差を通過するまで

の時間ならびにその逆数の前後輪の入力周波数は表 7 に示すようになる。表 7 より通常の一般道走行

の速度域での入力周波数範囲は 4.2～12.7Hz となり、この周波数範囲はオートバイのばね上質量の振

動を増長させる範囲が含まれる 13）。そのため付録の付図 20 に示したように速度変化に対してばね上

の車体に固定されたジャイロで計測した加速度振動波形の振幅も単純変化傾向を示していない。 
 H2424 プロジェクトの目的は、走行中の車体計測器により計測可能な車両挙動データから道路破損

をリアルタイム検出する事であり、閾値を決定する項目としては,複雑な加速度振動波形は取り扱いに

くい。 
 加速度に比較して、ピッチ角は段差乗り越えにおける車体の頭上げ下げの回転運動を示すため振動

ピークの正負と車両姿勢の関係が明示的に表れるとともに、速度が上昇してもピーク形状が明示的に

なっている。 
 しかし、通常でのピッチ角の計測はレートジャイロで計測したピッチ角速度からの算出となり、ま

た、長時間に渡る計測ではドリフトしてしまうため、安定して計測するためには高機能なジャイロの

搭載が必要となる。そのためここで検討しているコンパクトで普及を考慮したシステムにおける路面

段差判定項目としては不適合と考えられる。 
 そこで、下記の力学的な条件を考慮した。 
 
 ・表 7 に示すように前輪が通過した地点を後輪が通過するまでの時間差 tw(sec)は、車速 V(m/s)とホ

イールベース L(m)により決定される。 
 ・段差により発生した上下振動は、サスペンションのオイルダンパーの働きにより 3，4 周期で減衰

する。 
 ・前後輪荷重ならびにばね下質量の差により前後輪の入力波形は厳密には異なるが、二輪車の諸元

からそれぞれの 1 周期目の最大振幅の差は顕著では無い。 
 
 これらの特徴から、計測された上下加速度比（A) と A 波形データから時間 twだけシフトした加速

度比 (B)を用いて上下加速度の自己相関の形で内積 A・B を計算した(式(5))。 
 

  )()()()()( wtttttt AABABA −⋅=⋅=⋅     (5) 

   ここで、
)(

)(
t

tw V

L
t =  

 
 図 34 に走行速度 50km/h での算出例を示す。 
前後輪の加速度の内積は、後輪入力時に前後輪の入力振幅ピークが重なるため後輪入力付近で極大値

となる（図中 緑線）。他の地点の振動波形は、前後輪いずれかの振幅が小さくなるため内積は先の極

大値よりも小さい値となる。（実際には 3 点移動平均による平滑化も併用している。）



 

 36 

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 0.5 1 1.5 2

時間 (sec)

Z
方

向
加

速
度

比
 (

G
)

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

自
己

相
関

 前
輪

入
力

・
後

輪
入

力
　

A
・
B50km/h

Z方向加速度比（A)

前後輪段差

通過時間差 (tw)

自己相関による内積　A・B

時間シフトした
Z方向加速度比（B)

 

図 34 乗り越え時間による自己相関による段差検出 (50km/h) 
 
 したがって、後輪乗り越え時を基点にピーク値を算出することが可能となり、近接している２つの

段差についても分離してピークを表現している。段差高さについても算出した波形のピーク値の差異

として現れている。また、本論では 50km/h についてのデータを記載したが、実用走行速度の 20～
60km/h の範囲における算出結果を付録 3.3 に記載する。いずれもピークの検出がされていることが分

かる。ここでは一定速度を中心に検証をしたが、タイムシフトは離散デジタルデータに対して適時で

きるため速度変動を伴う実路走行時でも実施可能である。 
 この手法では、前輪および後輪からの同等の入力波形がある部分を抽出できるので、加減速時に発

生するピッチングや加速度と段差乗り越えの分離が可能である。今後、道路段差や破損形態の多様な

状況について検証する必要があるが、閾値としての利用をし易い波形を算出できることを基礎実験に

より確認した。 
 実用面の点からは、比較的安価に搭載できる上下加速度計のデータを利用して、短時間分のデータ

をタイムシフトさせる演算させるためバッファサイズや計算量も少量で済む。また、車両固有の設定

データとしては、ホイールベース程度のデータで済むため汎用性が高いメリットがある。 
 このような抽出アルゴリズムを搭載したプローブ車両を導入することで、路面異常箇所をほぼリア

ルタイムに抽出可能となり、必要なデータのみを送信することで道路補修作業の効率化を実現するこ

とが可能となる。 
 なお、実際の利用方法としては、この検出項目の閾値により段差を検出した際、ドライブレコーダ

と同じように走行速度に応じて車載ビデオ映像を遡り、段差が写っている画像を切り出して GPS デー

タと共に基地局に転送することで、数十 KB 程度の送信容量スムーズな状況報告が可能になる。 
（ビデオを遡る時間は、カメラの画角による。） 
 以上に記載したように、オートバイを用いた情報収集システムを構築する上での要素技術として、

情報伝達のためのデータ抽出条件の確認ができ、災害時のプローブ機能活用の有効性について想定す

ることができた。
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4．多機能端末を利用した SOS 発信・収集システム「命綱(LIFELINE)」システムの開発 

 
4.1 「命綱(LIFELINE)」システムの構成と開発要件 
 研究背景で述べたように、東日本大震災の経験から 2013 年の災害時の通信環境は図 35 のイメージ

のように最低限の通信チャンネルは確保される試みが進んでいる。その上での問題としては、基地局

の電源問題では無く、利用者側のスマートフォンにおける携帯端末のバッテリー持続時間と、通信が

集中することによる通信情報量になっている。 

 
図 35 災害時の通信チャンネルの確保のイメージ 

 
 H2424 プロジェクトの目的である災害初動時の効率的な状況把握では、要救助者がスマートフォン

を用いて救難発信し、それを手がかりに救助隊が車両で急行するシチュエーションが考えられる。 
 ここでは、上記のシチュエーションに即したシステム構築をするために、以下の 3 点から構成され

る「命綱(LIFELINE)」システムを開発した。 
 
 1) 要救助者用 SOS アプリ HELP ME (HM) 

要救助者がスマートフォンから救難信号を発信する際、端末側のバッテリーを節電して利用可能

時間を確保しつつ、かつ必要最小限の通信量による救難信号を発信できる専用アプリ 
 2) 救助隊用情報提供アプリ INFORMATION PROVISION （IP） 
  救助隊が効率的に利用できるように救難信号の発信座標をマッピングするアプリ 
 3) 対策本部用サーバシステム LIFELINE サーバ 
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  対策本部が情報を一元管理できるデータベースサーバ 
 
 このシステム設計をする上では、以下の項目をポイントとした。 
 
• 初動で救命率の高い７２時間を想定 
• 使える手段は全て使い、命を救うことを最上位概念とする 
• 災害時の公衆回線対応（短期策と中長期策）状況を把握 
• 24 時間は細くもつながる状態（ベストエフォート） 
• スマートフォンのバッテリ駆動時間が重要な要因 
• 通信網を流す情報量は極力小さく抑える 
• 構成は、SOS アプリ（要救助者用）、情報提供アプリ（救助隊用）、サーバ系システム（本部用） 
• SOS アプリでは、GPS を入れて位置情報を取り、サーバに情報を打ち上げ後、他のアプリや通信、

GPS、センサ等は抑制しパワーセーブ、命綱となる公衆回線のみ残し、待ち受け（公衆網がない場

合は Wi-Fi） 
 
 スマートフォンのアプリケーションの開発は、iPhone と Android のプラットフォームがあるが、

H2424 プロジェクトではシステムのトライアルという位置づけから Android アプリでの開発し、クロ

スプラットフォームについてはペンディングとした。 

  

図 36 命綱(LIFELINE)システム構成図 
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 図 36 は、システム構成図および試作した Android アプリケーションの画面構成である。 
 HM アプリおよび IP アプリとも非常時での操作を想定し、1 画面 1 階層で操作が完了できるように

なっている。 
 HM アプリは、「Send SOS」ボタンを押すことで、現在の緯度経度情報、端末特定するためのユ

ニーク ID としてメールアドレスならび携帯端末の電話番号、送信日時が送信される。また、必要に応

じて、自由文の入力をすることも可能である(図 37)。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

図 37 HM アプリ送信内容例(約 160byte：自由文含まず) 
 
 サーバに送信されるデータは約 160byte であり、非常時の通信が制限されている場合にもネットワ

ーク負荷が少なく済む構成になっている。 
 電話ならびにメールアドレスの付記は、対策本部や現場捜索隊からの連絡を可能にする目的も持っ

ており、マルチパスなどにより GPS 情報が正確に把握できない場合、現場付近に到着した捜索隊から

SOS 発信端末へコールすることにより早期発見を実現できる可能性が高まる。 
 なおSOS発信端末は、端末のバッテリをセーブする目的からSOS発信後は他のアプリや通信、GPS、
センサ等は抑制し、命綱となる公衆回線のみ残し待ち受け（公衆網が検知できない場合は Wi-Fi）状

態となっているため、捜索隊からコールすることが可能である。 
 IP アプリは現場捜索隊が情報端末として利用するもので、各捜索隊員が現場情報を共有出来るよう

に、ワンプッシュでカメラ起動し、現場画像を撮影したものを登録サーバに Upload できるようにな

っている。災害時で通信ネットワーク状況が芳しくない状況を想定し、撮影時も小容量：標準(320×
240)から高精細(1024×768)まで解像度が選択できるようになっている。 
 命綱サーバは、上記の 2 種類のアプリから送信されたデータを受信し、リレーショナルデータベー

スへ逐次登録・更新・情報提供する。なお、情報提供するインターフェースとしては機種依存性を排

除する観点から Web ブラウザ上で Google Map 上に表示できるようにしている。 
 この H2424 プロジェクトでは、情報発信、情報収集、情報提供といったシステムの開発・接続トラ

イアルにとどめ、具体的な運用組織の想定や大規模災害における SOS 同時配信時のスケーラビリティ

の検証などについては、図 1 のアクションプランに示したように次年度以降の課題とした。 

number: xxx 
timestamp: yyyy/mm/dd hh:mm:ss 
lat: 35.xxxxxxxxxxxx 
lon: 139.xxxxxxxxxxx 
tel: 09012345678 
mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
msg: 
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4.2 「命綱(LIFELINE)」システムの実動シナリオに基づくトライアル 
  前項で構築したシステムについて、実動シナリオを想定して一連の情報発信、情報収集、情報提供

の動作確認を実施した。 
 以下に、動作確認の手順を記載する。 
 

 
 ①まず、要救助者が発生し、要救助者のスマートフォンに予めインストールされている HM アプリ

を要救助者が立ち上げる。 

 
 ②要救助者からの発信とともに、図 37 に示した情報内容が、LIFELINE サーバに転送され、対策

本部のサーバ情報に基づく地図画面に SOS アイコンが表示される。 
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③対策本部からの捜索救助指示により、捜索救助隊が該当地点に急行する。 
 

 
 ④-1 瓦礫などにより要救助者の救助に重機等が必要な場合や要救助者を発見できない場合には、該

当地点にて、捜索救助隊が所有するスマートフォンの IP アプリを起動し、映像送信することにより、

本部に現場状況を把握し、改めて指示を出す。 
 

 
 
 ④-2 要救助者からの SOS 情報には、電話番号ならびにメールアドレスが付加され、サーバ地図上

のアイコンをクリックすることで表示されるので、捜索救助隊の端末から電話することで捜索するこ

とも可能である。 
 
以上のように、 
 ・要救助者の HM アプリからの SOS 発信 
 ・SOS サーバでの SOS 受信、捜索救助隊への出動要請 
 ・現場付近における要救助者捜索時の現場状況の送信・情報共用 
という実動シナリオに沿って情報をやり取りし、LIFELINE システムの動作確認を行った。 
 
 実用を前提とした場合には、特定の地域内で複数の捜索救助隊が活動することが想定され、個々の

捜索隊の現在位置と要救助者の位置情報が同時表示されることで、効率的な捜索救助が進められるな

どの意見が挙げられ、今後の改善検討項目となった。
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5．狭域通信（DSRC）を利用した災害時の車車間通信の可能性のサーベイ 

 
 第 1 章にも記載したように、大規模災害時における通信基地局のバックアップ体制は、整備されつ

つあるが、基地局の物理的被害などによって通信不能エリアが発生する可能性はゼロではない。従っ

て、通信不能エリアにおける情報伝達手法のバックアップの 1 つとして車車間通信を介したマルチポ

ップ通信が挙げられる。これは情報を取得した車両が、その場では通信不能であるが、自走して移動

することにより、通信可能エリアに達した際に改めて通信したり、周辺の車車間通信機能搭載車両に

情報を伝達することを繰り返すことでリレー的に情報を伝達していく方法である。この場合、複数の

伝達経路による情報の輻輳などもあり、各所で効率的な手法も検討されている。 
 一方で、災害時に局所的に有用な情報をサーバに Upload し、他の近隣車両が、その情報をサーバ

から Download し利用することは、限定された情報通信容量を圧迫することになる。その場合には、

狭域通信（DSRC）による車車間通信により、情報を限定範囲でやり取りすることで、基幹ネットワ

ークへの負担を軽減することも考えられる。 
 H2424 プロジェクトでも、第 3 のポイントとして多様な利用シチュエーションや他の通信方法との

比較を議論したり、実際に試作システムをオートバイに搭載し、すれ違い走行時の車車間通信の情報

通信量の検証実験も実施した。しかし、社会動向として規格化が検討されている段階のため、H2424
プロジェクト報告書における明記は避け、次年度以降に動向が明確化した時点で改めて検討すること

とした。 
 
6．おわりに 

 H2424 プロジェクトでは、第 1 章で述べた「災害時の情報取得・伝達をプローブ機能および機動性

を有する車両を介して設計することにより，柔軟性と冗長性を向上させる。また、平常時における、

「より安全で安心」の実現にも活用でき、費用便益のバランスのとれる持続可能なシステムを視野に

入れる。」を最終目的として、「①二輪プローブ車両を用いた情報収集」、「②多機能端末を用いた SOS
発信・収集システム」および「③狭域通信を用いた情報網の冗長性の確保」という、このプロジェク

トが提案するシステムの各要素技術を確認した。 
 その結果、オートバイに車載するプローブ機能に関する効率的なデータ補正方法やデータ抽出方法

を提案することができた。また、LIFELINE システムとして、スマートフォンを活用した SOS 発信・

収集システムの試作・検証を実施できた。 
 ２年目のプロジェクトでは、図 1 に示した通りここで検討した各要素技術を基に全体システムのラ

ピッドプロトを構成し、システム全体の実証実験に移行することで、より実現的な検討をしていく。 
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付 録 
 
 
1．実験車両および計測装置詳細 
1.1 実験車両 

 世界的に普及し、日本国内においても公用車や集配達業務などにも利用されている排気量 125cm3ク

ラスをターゲットとし、H2424 プロジェクトでは、付表 1ならびに付図 1に示すスクータ型を用いた。 

 

付表 1 車両諸元 

車名形式 ホンダ EBJ-JF28 
全長（m） 1.915 
全幅（m） 0.74 
全高（m） 1.09 
軸距（m） 1.305 

最低地上高（m) 0.13 
シート高（m） 0.76 
車両重量（kg) 126 
乗車定員（人) 2 

燃料消費率（km/ℓ） 53 
最小回転半径（m） 2 

エンジン種類 水冷 4ストローク OHC単気筒 
総排気量（cm3) 124 
内径×行程（mm) 52.4×57.9 

圧縮比 11 
最高出力（kW[PS]/rpm） 8.5[11.5]/8,500 

最大トルク（N・m[kgf・m]/rpm） 12[1.2]/6,000 
燃料タンク容量（ℓ） 6.1 

変速機形式 無段変速式（V マチック） 
タイヤ（前) 90/90-14M/C 46P 
タイヤ（後) 100/90-14M/C 51P 
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付図 1 実験車両外観 

 
1.2 計測装置詳細 
(1) ジャイロセンサ(クロスボー社製 NAV400) 

 付図 2に示すようにシート下のヘルメット収納部に設置した。また、付表 2に性能仕様、付図 3に

ジャイロの座標軸設定を示す。なおジャイロの搭載位置は、車両前後重心位置に近接するように配慮

した。 

 

付図 2 3軸ジャイロ・加速度センサ 
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付表 2 ジャイロ(NAV400)仕様 

製造メーカー クロスボー 
製品型番 NAV-440 

更新レート(Hz) 100 

姿勢角 
検出範囲(°) ±180 
精度(°) <1。0 
分析能(°) <0。02 

角速度 
検出範囲(°/sec) ±200 
分析能(°/sec) <0。02 
帯域(Hz) 25 

加速度 
検出範囲:X/Y/Z(g) ±4 
分析能(mg) <0。5 
帯域(Hz) 25 

形状 
外径(mm) 76。2×95。3×64。3 
重量(kg) 0。62 
コネクター 小型 15 ピン D 型オス 

 

 

付図 3 ジャイロ座標軸設定 
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(2)AD変換器(NAV-DAC440B) 

 他の計測器と同期してデータ計測するためジャイロセンサのデジタル信号出力を成分ごとにアナロ

グ直流電圧に変換する。付図 4にシート下ヘルメット収納部への搭載状態、付表 3に性能仕様を示す。 

 

付図 4 ジャイロ出力変換用専用 AD変換器 

付表 3 A/D変換器 (NAV-DAC440B) 仕様 

D/A 出力 
出力 3 軸方向の角度・角速度及び加速度 
分解能(Bit/CH) 16 
コネクタ形状 BNC コネクタ(9CH) 

角度 

計測範囲(deg) ±180 
感度(mV/deg) 12.5 
ゼロ点(V) 2.5 
誤差(%) ±1.5 

角速度 

計測範囲(deg/sec) ±400 
感度(mV/deg/sec) 6.25 
ゼロ点(V) 2.5 
誤差(%) <1.0 

加速度 

計測範囲(G) ±4 
感度(mV/G) 250 
ゼロ点(V) 2.5 
誤差(%) <1.0 

動作環境 
電源(VDC) 9～42 
消費電流(mA) <50 
動作温度(℃) 0～55 

形状 サイズ(mm) 90×132×45 
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(3)データロガー(共和電業 EDS-400A) 

 A/D変換器から出力された信号を記録するため、共和電業 EDS-400Aを 2台搭載する。2台は同期ケ

ーブルにて接続し、同時に 8チャンネル記録することが可能である。記録項目は、必要に応じて変更

可能である。H2424プロジェクトでの計測データは以下の通りである。 

 

付表 4 計測項目 

ロガーNO チャンネル 計測項目 

101 

1 ピッチレート 
2 ロールレート 
3 ピッチ角 
4 ロール角 

102 

5 車速 
6 X 加速度 
7 Y 加速度 
8 Z 加速度 

 

 付表 5にデータロガー仕様を示す。 

 

付表 5 EDS400A仕様 

使用電源(DCV) 10～16 
外径寸法(mm) 100×50×110 

質量(g) 500 
測定チャンネル数 4 
ブリッジ電圧(DCV) 2 

測定レンジ(V) 1、2、5、10、20 
精度(%FS) ±0.5 

サンプリング周波数(Hz) 
1、2、5、10、20、50、100 

(実験時 100 Hz) 
データ記録装置 CF カード(128MB～1GB) 
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(4)CCD カメラ(WM-N041DＮR) 

 ステレオ画像処理により、車両前方の対象物までの距離推定を行うために、CCD カメラを 2 台車両

前端に固定配置した。カメラ選定は、高解像度な映像で広範囲を撮影することが可能な広角レンズを

搭載し、夜間の撮影も考慮に入れた暗視能力の高い CCD カメラの選定を行った。付図 5 に CCD カメラ

搭載状態、付表 6に CCDカメラ仕様を示す。 

 

付図 5 CCDカメラ車載状態 
 なお、トライアルでのステレオカメラとしての基準長(CCDカメラの設置間隔)は 70mmと設定したが、

後述の映像 4 分割器に同期記録する際の画像縮小により、画像のピクセル数が低減し、距離測定精度

が確保できるのは付図 6 に示す近接範囲に限定された。今後は、ピクセル数を保持した段階でのステ

レオ画像処理フローに改善が必要な結果となった。 

 

付図 6 ステレオカメラによる視差計測キャリブレーション結果 



 

51 

付表 6 CCD カメラ (WM-N041DＮR) 仕様 

イメージセンサー 1/3 インチ Sony 製 Super HAD CCD 

総画素数 41 万画素 811(H)×508(V) 

有効画素数 38 万画素 768(H)x494(V) 

走査方式 2:1 インターレース 

同期方式 内部同期 

逆光補整 OFF / HSBLC / BLC エリア選択、調整可 

水平解像度 カラーモード：550TV 本 モノクロモード：600TV 本 

レンズ ボードレンズ 固定焦点：f3.6mm 

最低被写体照度 0.00001Lux(感度アップ：×258 設定時) 

ホワイトバランス 自動調整 / 自動追尾 / ワンプッシュ設定 / 詳細設定 

電子シャッター 
AUTO(自動) / 1/60 秒 /フリッカーレス 

1/250 秒～1/100,000 秒 選択可 

感度調整 OFF / ×2 倍～258 倍 選択可 

3DNR(3 次元ノイズリ

ダクション) 
OFF / ON レベル調整可 

映像反転機能 OFF / 上下反転、左右反転、上下・左右反転 

画像調整 シャープネス / 赤色 / 青色 調整可 

デイ&ナイト機能 
カラー固定撮影 / モノクロ(白黒)固定撮影 

カラー/モノクロ(白黒)自動切換(デイ・ナイト)撮影 

デジタルズーム機能 OFF / ×1.1 倍～×32 倍 選択可 

映像出力 CVBS 1vp-p 75Ω BNC 端子 

電源/電流 DC12V/120ｍA 

動作温度 -10℃～＋50℃ RH95% 最大 

外寸 34(W)x34(H)x30(D)mm 

重さ 約 60g 

 



 

52 

(5)映像四分割器(SA-48347) 

 フロントステレオカメラ映像を 1画面に集約し同期映像表示させることができる映像四分割器

(SA-48347)を使用した。 

 なお、本報告では使用していないが、ドライブレコーダとしての利用検証を実施する前提として、

ハンドル操舵状態ならびに後方映像を含めて四画面同時記録が可能である。 

 付図 7に映像四分割器を、仕様を付表 7に示す。 

 

付図 7 映像四分割器 

 

付表 7 映像四分割器(SA-48347)仕様 

カメラ入力  1Vp－P／75Ω・BNC(RCAJ)コネクター 

ビデオ出力 
 1Vp－BNC コネクタ 

 (BNCP-RCAJ 変換付き） NTSC 
解像度(pixel)  フル 720x480  4 分割時 1 画面あたり 360x240 
フレーム数  30fps/フル画面 4 画面時 

画像切り替え時間  1 秒－9 秒 
アラーム無電圧 

リレー接点出力 
 NO/NC (AC100V-1AMax,DC24V-2AMax) 
 8 秒～120 秒可変可 

使用温度範囲  -10℃～+50℃ 
電  源  DC12V,専用 AC アダプター付（50／60Hz） 
消費電力  6W 
外観 寸法  204DX2180WX44H mm 
重   量  1.3 kg 
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(6)映像記録器(SONY GV-HD700) 

 四分割器から出力された映像を、振動に強い DVテープに記録する映像記録装置(SONY GV-HD700)。

搭載はリアトップボックス内に搭載し、ベルト固定した。搭載バッテリーは画面液晶を OFF状態で 150

分使用可能である(付図 8)。 

 

付図 8 映像記録装置 

 

付表 8 映像記録器(SONY GV-HD700)仕様（抜粋） 

録画方式 回転 2 ヘッドヘリカルスキャン 

録音方式(DV) 
回転ヘッド 
12 ビット Fs32kHz（ステレオ 1、ステレオ 2） 
16 ビット Fs48kHz（ステレオ） 

映像信号 NTSC カラー、EIA 標準方式、1080/60 方式 
使用可能カセット ミニ DV カセット 

録画／再生時間 
DV SP：60 分（DVM60 使用時） 
DV LP：90 分（DVM60 使用時、DV 方式のみ） 
HDV：60 分（DVM60 使用時） 

電源電圧 
8.4V（DC IN 端子） 
7.2V（バッテリー端子入力） 

消費電力 
録画時 5.7W（HDV・画面使用時） 
再生時 6.1W（HDV・画面使用時） 

最大外形寸法 201×64×162mm（幅×高さ×奥行） 
本体質量 約 1.2kg（テープ含まず） 
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(7)電源バッテリー(LAM－BAT-0002) 

 ジャイロセンサ用電源、及びカメラ・FV変換器・四分割器の電源として、薄型バッテリー(LAM－

BAT-0002)2個をリアボックスに搭載した(付図 9)。 

 

付図 9 車載用バッテリー 

付表 9 バッテリ(LAM－BAT-0002)仕様 

出力容量 60Wh 

入力電圧（電流値） DC19V（3.15A）  

出力電圧（電流値） DC19V（3.15A）、DC16V（3.75A）、DC12V（4.0A） 

電池種類 リチウムポリマー  

充電時間 約 3 時間 

残量表示機能 5 段階残量表示ランプ 

保護機能 過充電保護機能、過放電保護機能、過電流保護機能、異常温度保護機能  

サイズ W221×D171×H11mm  

重量 約 520g（本体のみ）  

使用温度範囲 
動作時/0℃～40℃  

保管時/-10℃～40℃  

使用湿度範囲 0～99％RH（結露なきこと） 
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 連続駆動時間は、ジャイロセンサ・AD 変換器の電源に用いるバッテリーは約 5時間、FV変換器・四

分割器、CCD カメラ 3 台(ステレオカメラ 2 台、操舵角カメラ 1 台)の電源に用いるバッテリーは、約

2.5 時間の連続使用が可能である。 

 

2．ビデオ画像によるオートバイの車体ロール角の算出 

2.1 車体傾斜による校正実験 

 車両停止状態から車体をゆっくりと左右方向にロールさせ、その際の車体に搭載したジャイロによ

りロール角を計測すると共に CCD カメラ映像を撮影した。この際、報告書本編の図 21に示したような

ターゲット板を用いて基準対象物とした。ジャイロによるロール角と映像処理から算出したロール角

を比較した。オートバイとターゲット板との距離をパラメータとして実施した結果が付図 10(1)～付

図 10(5)である。（図中の黒実線が線形近似線である。） 

 図に示すように線形近似値から見ても十分な線形性を持ち、ロール角の算出がカメラ映像からの画

像解析によって可能であることが確認された。 

  

付図 10(1) ジャイロによるロール角と映像算出したロール角の比較(ターゲット距離 1.0m) 
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付図 10(2) ジャイロによるロール角と映像算出したロール角の比較(ターゲット距離 1.5m) 

 

 

付図 10(3) ジャイロによるロール角と映像算出したロール角の比較(ターゲット距離 2.0m) 
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付図 10(4) ジャイロによるロール角と映像算出したロール角の比較(ターゲット距離 2.5m) 

 

 

付図 10(5) ジャイロによるロール角と映像算出したロール角の比較(ターゲット距離 3.0m) 
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2.2 実走行による画像によるロール角検出の検証 

一般混合交通下走行における車両ロール角の検出率から画像によるロール角算出手法の実用性を検

証し、前面カメラ、加速度計および車体車速信号によるコンパクトな二輪プローブシステム構成を提

案する。 

検証に用いる走行ルートは東京都千代田区を拠点とし、以下の項目を考慮して設定した。 
 
・ドライブレコーダやヒヤリハット地図作成としての利用法を想定し、オートバイ事故多発交差点地

図（付図 11）から死亡事故件数が 2 件以上発生している箇所を含む。 
・実混合交通内走行における車両姿勢の検出可能範囲を調べるため、多様な交通状況が組み込まれる。 

 
付図 11 都内におけるオートバイ事故多発交差点 11) 

 
その上で、全長 6.6km 中に特徴的な交通状況となる解析区間(主要幹線道路・幹線道路・生活道路(一

方通行)、図中丸数字の 4 区間、全長約 4.4 キロ)を組み入れた(付図 12)。第①・②区間においては、同

一の主要幹線道路であるが、交通量の変化や②区間においてはほぼ全域において左端車線は停車車両

が存在しているといった違いがある。また第③区間においては、車線が 2 車線となった上で路駐車両

が点在しつつ交通量も比較的多いといった特徴が見られる。第④区間は一方通行であり、かつ歩行者

との混合交通となる特徴を持つ。付図 13 には、各解析区間での車載ビデオからの画像例を示す。 
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付図 12  試験コース及び解析区間 

 

付図 13 各解析区間周辺状況 
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 実験参加者(オートバイ運転歴 1 年未満、男性 1 名)には、普段の運転スタイルでの運転を教示し、

付図 12 のコースを初めて走行させた。走行は複数回実施したが、本報告では 1 回の走行で計測したデ

ータでの解析区間における車両走行状態検出可能率を算出した。なお、解析は交通事故やヒヤリハッ

ト発生を前提として車両が走行状態のデータのみを対象とした。 
 解析ルート区間における車両姿勢角検出率を付表 10に示す。 

 
付表 10 実路走行時におけるロール角算出の為の基準物検出割合 

解析区間 ① ② ③ ④ 

解析区間フレーム数 2350 1110 946 3160 

検出不可フレーム数 55 20 28 51 

検出率(%) 97. 7  98. 2  97. 0  98. 4  

主な対象物 
ビル側面 

先行車両 
ビル側面 

ビル側面 

路面設置物 

ビル側面 

先行車両 

交通渋滞 無し 無し 無し 無し 

 
 カメラ映像による車両ロール角把握の為の対象物検出は、解析区間を通じて約 98％で検出可能であ

り、各区間で周辺状況が変わり姿勢角算出の基準対象物が変化しても、同等の検出率であった。 

 また、旋回時、左右折時や車両回避時などの特徴的な運転行動時のビデオ画像から算出したロール

角とジャイロセンサによる値を比較照合した結果を付図 14に示す。この際、画像から算出したロール

角に関しては、J-EDRの技術要件 12)における車体ロール角のサンプルレートを基準に 0.1sec毎に解析

した値を青プロットで、また予備実験により予め把握していたカメラ振動を除去するために前後 2 フ

レームにおける移動平均により平滑化処理を行った値を水色の実線で表示している。各シチュエーシ

ョンにおいて、車両姿勢変化の特徴を得るための時系列波形が得られている。 

 

付図 14(1) ①区間ロール角測定結果(停車車両の回避) 
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付図 14(2) ①区間ロール角測定結果(右カーブ旋回時) 

 

付図 14(3) ①区間ロール角測定結果(停車車両回避) 

 

付図 14(4) ①区間ロール角測定結果(レーンチェンジ時) 



 

62 

 

付図 14(5) ①区間ロール角測定結果(右カーブ旋回時) 

 

付図 14(6) ②区間ロール角測定結果(交差点左折時) 

 

付図 14(7) ②区間ロール角測定結果(左旋回時) 
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付図 14(8) ②区間ロール角測定結果(右旋回時) 

 

付図 14(9) ②区間ロール角測定結果(車両追い越し時) 

 

付図 14(10) ③区間ロール角測定結果(停車車両回避時) 
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付図 14(11) ③区間ロール角測定結果(レーンチェンジ時) 

 

付図 14(12) ④区間ロール角測定結果(車両回避時) 

 

付図 14(13) ④区間ロール角測定結果(道路横断時) 
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付図 14(14) ④区間ロール角測定結果(停車車両回避時) 

 

付図 14(15) ④区間ロール角測定結果(道路左折時) 

 

付図 14(16) ④区間ロール角測定結果(道路左折時) 
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 しかし、付図 14に示した一部においてジャイロによる計測値と乖離が発生している。この乖離傾向

を示すデータに対してジャイロにより計測したロールレートを追加表示した結果を付図 15に示す。 

 

付図 15(1) 図 14(1)の時系列データに対するロールレート 

 

 

付図 15(2) 図 14(14)の時系列データに対すロールレート 

 

 付図 15（1）と（2）より、ロールレートが大きく変動している箇所において、カメラから算出した

ロール角とジャイロの値とで乖離傾向が読み取れる。ロールレイトが大きな値、すなわち車両のロー

ル角の時間変化が大きくなる際、車体に固定したビデオ画像中にある基準対象物の写り方が大きく変

動することで、画面内の検出位置によっては光学系補正の影響を受ける可能性がある。例えば、付図

16に示すように、光学補正により歪曲補正をしたあとに Hough変換を行う場合、画角端に近いほど補

正の影響を受ける。したがって、今後実用化に向けより精度を向上させるためには、レンズの画角の

最適値検討と共に、Hough 変換による基準対象物の選択エリアを限定するなどの工夫が必要となる。 
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付図 16 光学系補正によるロール角への影響 

 

 また一方で、ビデオ画像によるロール角測定ができなかった箇所としては、付図 17に示すような橋

下などが挙げられる。橋下などでは垂直方向に対する基準対象物が限定されるため、今後、ロール角

の少ない四輪車の同地点プローブデータを教師画像にしてパターンマッチングするなどで認識率を改

善させる検討などが引き続き必要である。 

 他にも夜間や悪天候時にも対応できるカメラ選択の検討も必要になるが、平常時における走行状態

での簡易ロール角算出手法として利用できることで、オートバイのプローブシステム構成を簡素化で

きる可能性も見いだした。 

 

 

 

付図 17 ハフ変換不検出例 
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3．車両挙動による路面状況検出 

3.1 段差乗り越え実験コース 

 被災時の路面破損を、付図 18 に示す障害物を設置することにより模擬した。 

 
付図 18 実験時の段差配置（本論 図 31 再録） 

 

 

付図 19 模擬段差諸元 

段差 A 単独配置 

段差 A 近接配置 

段差 B 近接配置 

伸縮式減速帯・幅 3.0m 
●サイズ：8 連結 3000mm×幅 250mm×

高さ 25mm●重量：10kg 

段差 A 

体 感 マ ッ ト ・

150mm×3300mm 
● サ イ ズ ： 幅

150mm × 長 さ

3300mm×突起物

高さ約 20mm●重

量：7kg 

段差 B 
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3.2 段差乗り越え時の上下加速度ならびにピッチ角波形（走行速度パラメータ） 

 走行速度の違いによる段差乗り越え時の上下加速度ならびにピッチ角の時系列波形を付図 20 に示

す。なお上下方向（Z 軸方向）加速度線図に関しては、付図 3 で定義した座標系では下方向を＋に設

定しているが、グラフでは段差形状とあわせて上方向を＋で表記している。 

 

 

付図 20（1）段差乗り越え時の上下方向（Z 方向）加速度ならびにピッチ角（走行速度 20km/h） 

 
付図 20（2）段差乗り越え時の上下方向（Z 方向）加速度ならびにピッチ角（走行速度 30km/h） 
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付図 20（3）段差乗り越え時の上下方向（Z 方向）加速度ならびにピッチ角（走行速度 35km/h 参考） 

 

付図 20（4）段差乗り越え時の上下方向（Z 方向）加速度ならびにピッチ角（走行速度 40km/h） 

 

付図 20（5）段差乗り越え時の上下方向（Z 方向）加速度ならびにピッチ角（走行速度 45km/h 参考） 
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付図 20（6）段差乗り越え時の上下方向（Z 方向）加速度ならびにピッチ角（走行速度 50km/h） 

 
付図 20（7）段差乗り越え時の上下方向（Z 方向）加速度ならびにピッチ角（走行速度 55km/h 参考） 

 

付図 20（8）段差乗り越え時の上下方向（Z 方向）加速度ならびにピッチ角（走行速度 60km/h 参考） 
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3.3 乗り越え時間による自己相関による段差検出（走行速度パラメータ） 

 以下のグラフの凡例 

  青：Z方向加速度比（計測値）(A) 

  赤：Z方向加速度比（前輪-後輪乗り越え時間タイムシフト）(B) 

   緑：自己相関 A・B 
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付図 21(1) 乗り越え時間による自己相関による段差検出 (20km/h) 
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付図 21(2) 乗り越え時間による自己相関による段差検出 (30km/h) 



 

73 

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

730 730.5 731 731.5 732 732.5 733

時間(sec)

Z
方

向
加

速
度

比
（
G
)

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

自
己

相
関

　
前

輪
入

力
・
後

輪
入

力
　
A
・
B

40km/h

 

付図 21(3) 乗り越え時間による自己相関による段差検出 (40km/h) 
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付図 21(4) 乗り越え時間による自己相関による段差検出 (50km/h) 
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付図 21(5) 乗り越え時間による自己相関による段差検出 (60km/h) 
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