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歩行者 ITS
−歩行者事故削減に向けた歩車間通信システムの実現−

大久保義行＊

菅原雅仁＊

松本英徳＊＊

上野

剛＊

歩行者・自転車事故の低減に向けて、専用端末を利用した歩車間通信システムの確立
を目指し、戦略的イノベーション創造プログラムにおける総務省からの受託研究開発を
進めている。過去の歩行者事故分析結果に基づき、優先的に対処すべきシーンに絞り、
安全支援機能の正常作動率 80％以上、不要作動率 20％以下を目標に安全支援アプリケー
ションを開発し、リュックサック型端末の試作を行った。2018 年の大規模実証実験に向
けて、東京台場地区にて事前検証を行った結果、歩行者および、運転者に対する安全支
援機能の作動率が目標値を達成することを確認し、本システムの有効性を確認した。

ITS for Pedestrians: Realization of Vehicle to Pedestrian (V2P) Communication
Technology to Reduce Traffic Accidents Involving Pedestrains
Yoshiyuki OKUBO＊

Masahito SUGAHARA＊

Hidenori MATSUMOTO＊＊

Tsuyoshi UENO＊

A direct vehicle-to-pedestrian communication system that can alert pedestrians or
drivers in appropriate situations and with suitable timing to reduce traﬃc accidents
involving pedestrians is being developed through the contract research and
development scheme of the Ministry of Internal Aﬀairs and Communications at the
Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program. Based on past pedestrian
accident analysis results, we focused on scenes that should be handled preferentially.
Development of a safety support application with a target of a normal operation rate of
safety support function of 80% or more and unnecessary support function of
unnecessary operation rate of 20% or less is conducted. We developed prototypes of
rucksack type terminals. For the large-scale demonstration experiment of 2018, we
conducted a preliminary veriﬁcation in a public road at Odaiba and was able to conﬁrm
that the safety support application operation rate for pedestrians and drivers achieves
the target rate. We examined safety support technology that can provide appropriate
support and conﬁrmed its eﬀectiveness.

1.

転車の死亡事故であり、歩行者と自転車事故への対

はじめに

処が急務である。その対策として、歩行者や自転車

2017（平成 29）年における交通事故死亡者数 １）

と近接する自動車との間で位置情報等の交換によ

は 3,694 人、そのうち歩行中の事故（36.5%）
、自転

り、衝突回避を支援する歩車間通信システムの研究

車の事故（13%）と合わせて半数近くが歩行者と自

開発が政府主導で推進されている。
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2 ‑ 2 支援範囲と目標値

本研究開発は、省庁横断型の施策である戦略的イノ
ベーション創造プログラム（SIP：Cross-ministerial

本研究開発における支援対象は、人（歩行者と運

Strategic Innovation Promotion Program）の う ち、

転手）に限定し、支援システムとして自動車両制御

次 世 代ITS（Intelligent Transport Systems）に 関 す

（AEB : Automatic Emergency Braking 等）に つ い

る研究開発の一部として、2014 年より総務省から

ては対象外とした。また、支援対象のメインターゲッ

の受託研究開発として推進中である。なお、歩行者

トは歩行者であるが、運転手の支援についても、併

向けに特化した研究開発は、当社独自の取り組み

せて検討した。対象とする安全支援シーンについて、

である。研究開発の目的は、政策目標の交通事故

その選定の経緯と概要を以降に述べる。

死者数 2,500 人以下 / 年に向けて、車載システムと

1 ）支援必要シーン

無線通信により、直接通信できる専用端末を利用

過去の歩行者事故分析結果に基づき、優先的に対

した歩車間通信システムを確立することである。

処すべきシーンに絞り、歩車間通信システムで支援

この技術を実用化することにより、行動予測が難

すべき範囲を定義した。既存の調査報告書３）を参

しく、自動車に比べて移動の自由度が高い歩行者

考として、歩行者交通事故死亡者数が多い上位 10

の情報を車に伝えることで、事故の低減につなが

件を選定し、発生場所、交錯状況が類似したパター

ることが期待できる。

ンを集約し、Fig.2 に示す支援必要 5 シーンを選定

特に車載の自律センサーでは、検知が難しいユー

した。
安全支援において、衝突までの時間（Time To

スケースにおいて、本技術を活用することを想定し、
見通しの悪い交差点等で発生する歩行者・自転車事

Collision（TTC）
）に応じて、支援対象者の判断・

故の低減に寄与する歩車間通信システムの実現に向

行動変容を促すように支援レベルを変える必要があ

けて研究開発を進めており、本稿では 2017 年度の

る。そのタイミングは歩行者と運転手において異な

研究成果

るが、過去の研究成果である歩車間通信の要求条件

について報告する。

２）

2.

に関する調査報告書４）と、ASV4 Report ５）に規定

歩車間通信システムの概要と開発計画

される歩行者、運転手へ推奨される支援タイミング

2 ‑ 1 歩車間通信システム

（警報、注意喚起、情報提供）を参照し、閾値とし

歩車間通信システムのイメージを Fig.1 に示す。

て設定した。その上で、特に前掲の報告書４）に自

歩行者や運転手に対して適切な状況、タイミングで

動緊急ブレーキ（AEB）の作動閾値として、TTC

注意喚起を行うため、歩行者端末と車載端末間で

において 2 秒が推奨されているため、本研究開発に

760MHz 帯を利用した ARIB STD-T109 に基づいた

おいても、2 秒未満は AEB の領域として支援が間

直接通信を行う。その通信では、お互いの位置情報

に合わないと判断し、2 秒以上のみを歩行者・運転

（緯度、経度）
、速度、方向情報等をブロードキャス

手に対する有効な支援とみなした。

トし、歩行者端末・車載端末それぞれで計算した移

そこで Table 1 に示すように、TTC が 2 秒未満は

動予測範囲が重なった場合に、衝突の危険があると

「警告」として、システムとしての危険を検知して

判定して注意喚起を実施するシステムである。

いるが、被験者に通知しない状態としてログに残す
のみに留め、TTC が 2 秒以上の危険状況について
のみ、それぞれ「注意喚起」と「情報提供」を被験

Fig.1 歩車間通信の概要

IATSS Review

Vol. 43, No. 3

Fig.2 支援必要5シーン

（ 35 ）

Feb., 2019

158

大久保義行、菅原雅仁、松本英徳、上野

剛

定技術が必要であり、それぞれについて、Table 2の

Table 1 支援タイミング

TTC

ように研究開発を実施した。また、最終年度（2018

歩行者支援

運転手支援

年度）には、一般ユーザーを対象に車両5 台、歩行

警報
（対象外）

2.0 秒未満

2.0 秒未満

者 20 人規模で大規模実証（本検証）を計画しており、

注意喚起

6.5 〜 2.0 秒前

3.7 〜 2.0 秒前

本システムの有効性（歩行者事故低減効果）を確認

情報提供

10.0 〜 6.5 秒前

6.0 〜 3.7 秒前

するため、760MHz 帯を利用した ARIB STD-T109
に基づく通信距離や、電池による駆動時間に配慮し

者に通知することとした。

た車載機、歩行者端末の試作を実施した。以降、3

2 ）支援不要シーン

章にて要素技術開発、4 章にて実証実験に向けた端

前項記載の危険判定アルゴリズムだけでは、支援

末開発について述べる。

が不要な場合にも通知が発生してしまう。例えば、

3.

歩道を歩いている場合には、支援必要シーンでの「車

要素技術開発

道歩行」とみなされ、車道から離れた歩道上では安

3 ‑ 1 歩行者高精度測位

全であるにも関わらず、方位誤差を含めた車両の移

支援必要シーンの正常作動率 80％以上を達成する

動予測範囲内に入るため、支援されてしまう。この

ため、歩行者測位誤差の目標値は、標準的な道路幅

ような課題に対応するため、代表的な支援不要シー

を想定し、3ｍとした。また、ビル街でも安定した

ンとして「歩道」
、
「歩道橋上」
、
「高架上下」の 3 シー

測位を可能にするため、GNSS（Global Navigation

ンを選定した。また、歩行者が明らかに安全な場所

Satellite Systems）とセンサーによる統合測位と高

にいる場合は、支援が不要なため、国民生活時間調

精度な 3 次元地図を使った 3D Map 測位に関する検

査報告書６）に基づき、一日の時間の使い方の中で、

討を行った。GNSS とは、GPS、GLONASS、QZSS、

多くを占めるシーンとして、建物内と車両内の 2

GALILEO 等の衛星測位システムの総称を表す。

シーンを加え、Fig.3 に示すような合計 5 シーンを

1 ）統合測位

支援不要シーンとして選定した。

GNSSによる衛星測位に加え、衛星測位を補完す

3 ）目標値

る技術として、ドップラー周波数偏差を利用した方

以上の支援必要 5 シーンと支援不要 5 シーンを前

位、速度検出と加速度センサー等のモーションセン

提に、歩車間通信システムの目標値を設定した。目

サーを利用したPDR（Pedestrian Dead Reckoning：

標値は、SIP の有識者会議であるシステム実用化Ｗ

歩行者自律航法）を採用した統合測位方式の開発を

Ｇから目安として示された支援必要シーンの正常作

実施した。統合測位の処理フローをFig.4 に示す。

動率を 80％以上、支援不要シーンの不要作動率を
20％以下に設定し、大規模実証に向けた研究開発を

本方式を用い、大規模実証実験が実施される東京
台場地区にて評価した結果を Fig.5 に示す。

実施した。

天空視界が広い場所では、累積 68% 誤差は 3.3m

2 ‑ 3 研究開発計画

であったのに対し、天空視界が狭い場所では、累

歩車間通信システムの実現のために必要な要素技

積 68% 誤差は 5.9m であった。ゆりかもめ等、周囲

術として、正確な歩行者の位置測位と、歩行者の位

に障害物が多く、天空視界が狭い場所では、精度

置測位誤差があっても、適切な支援が可能な危険判

の高い位置測位ができていないことが分かる。よ

Table 2 研究開発計画

Fig.3 支援不要5シーン
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Fig.4 統合測位処理フロー

Fig.5 統合測位の結果

り条件の厳しい高層ビル街では、さらに劣化する

る 状 況（NLOS : Non-Line of sight）な の か を 判 断

ことが想定されるため、次項に示す方式による改

することで、測位精度を改善する手法が提案されて

善検討を行った。

いる。LOS/NLOS は、レイトレーシングによって
判定する。誤差は、LOS 信号と NLOS 信号の干渉

2 ）3D Map 測位
東京大学生産技術研究所（上條研究室）で研究さ

による場合と、LOS 信号が十分小さく、NLOS 信号

れている 3 次元地図情報を活用した改善手法（3D

が支配的なシャドウィングによる場合に分けるこ

Map 測位）を使った測位精度実験を行い、その有

と が で き る が、影 響 の 大 き い 後 者 に つ い て、3D

効性を検証した（Fig.6）
。

Map 測位によって測位精度の改善を図る。

測位の誤差要因には、大きく分けて衛星起因（軌

条件の厳しい高層ビル街として、お台場に加え、

道情報、時計）と伝送路起因（電離層遅延、対流

新宿、一ツ橋、品川で評価を実施した。その評価結

圏遅延、マルチパス）があるが、特にマルチパス

果を Fig.7 に示す。

によるものは、測位誤差に与える影響が最も大き

Fig.7 から 3 次元地図による補正により、全般的

い。衛星起因の誤差や電離層、対流圏での遅延に

に精度改善を達成し、特に一ツ橋では目標の 3m 台

ついては、複数周波数や DGPS 等を使って補正する

を達成していることがわかる。従来手法で測位誤差

ことができるが、マルチパスによる誤差について

の主要因であった反射波を適切に利用することが可

は、それらで修正することは難しく、別の手段に

能となったため、大きな測位誤差が抑圧された結果

よって対策を行う必要がある。そこで、ビル等の

であると推定される。

構造物の高さ情報を含んだ 3 次元地図情報を活用す

今後は、残りの 3 箇所においても水平誤差 3m 台

ることで、各衛星からの到来電波が、見通し（LOS :

を実現するため、3D Map 測位の改善として利用衛

Line of sight）によるものか、障害物等に隠れてい

星 に Galileo を 追 加 し、基 準 局 デ ー タ に よ る 補 正

Fig.6 3D Map測位
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実施する。

剛

として「交差点通知」を追加、改善を行った。具体
的には、地図情報 ( 交差点情報 ) を用いて歩行者・車

3 ‑ 2 危険判定技術の高度化

両ともに交差点内に存在する場合、車両側の予測移

危険判定技術を使った支援必要シーンと支援不要

動範囲を右左折時に移動する可能性のある範囲まで

シーンへの対応について、以降に詳細を記載する。

拡大するため、車両の進行方位角を広げて衝突予測

1 ）支援必要シーンの対応

を行う（Fig.8）ことで、適切な支援が行われるよ

「単路横断」と「見通し外出会い頭」、
「車道歩行」
のシーンについては、衝突予測に基づく支援とし

うにした。
2 ）支援不要シーンの対応

た。具体的には、歩車間通信により、歩行者と車

安全な場所では支援せず、歩行者や運転手への不

両の端末の位置情報、速度、方位を相互に伝送し、

要な支援を抑制する手法を実現した。実現にあたり、

お互いの予測位置を予報円として表現し、お互い

歩行者の行動を端末に搭載された各種センサーおよ

の予報円の重なりから衝突の可能性があるかどう

び、測位関連情報等の限られた情報を用いて精度よ

かを、それぞれ事前に予測し（Fig.8）
、歩行者や運

く推定を行うことが重要であり、Fig.9 にそれぞれ

転手に Table 1 の支援タイミングに応じて、「警報、

の判定方法を記載した。それぞれの判定について以

注意喚起、情報提供」といった危険情報を骨伝導

降に述べる。

イヤフォンによる振動、端末の音、画面表示を使っ

車両内判定は、車両が一定速度以上で移動してい

て通知する。予測位置の算出に際しては、測位時

て、歩行者が車両に乗車し止まっている場合や、車

に発生する「測位誤差、方位誤差、速度誤差」等

両が止まっている場合は、歩行者端末で高仰角衛星

のパラメータ化を行い、ある程度の誤差が発生し

の信号強度（CN：Carrier to Noise Ratio）の劣化

ても、パラメータの最適化によって適切な支援が

を検出し、歩行者が車両に乗車し、止まっている場

できるように工夫した。

合に車両内と判定した。

また、パラメータの最適化について、現地でパラ

建物内判定は、高仰角衛星の CN 値がすべて閾

メータを変更しながら、設定値を追い込むのではな

値よりも小さい状態が一定時間以上継続した場合、

く、シミュレーターを開発することで、実際の試験

建物内と判定した。

ログを一度取得すれば、その後はシミュレーターで

歩道橋上の判定と高架上下の判定は、地図情報 ( 歩

試験当時の衛星配置・測位受信値・各種センサー値・

道および車道ネットワークとその属性情報：歩道橋 )

760MHz 帯直接通信の受信値の環境を再現し、リア

と、気圧センサーの気圧情報を用いて歩道橋上 / 高

ルタイムに検証を行えるようにした。シミュレー

架上か歩道橋下 / 高架下を判定した。

ターを活用することで、パラメータの最適化に費や
す工数を大幅に削減することができた。

歩道判定は、
「歩道」の存在有無と「車道」を向
いているかの判定に地図情報 ( 歩道ネットワーク・

「交差点右折」
「交差点左折」については、前記の

車道ネットワークとその属性情報 ) を使い、歩道上

衝突予測に基づく支援が線形予測のため、右左折時

にいる場合は、不要な支援が行われないようにした。

に予測位置の算出誤差が大きくなり、支援が遅れる

ただし、歩行者の進行方向と速度により、道路方向

問題がある。そのため、交差点右左折時の存在通知

を向いて移動していると推定された場合は、道路に

Fig.8 危険判定
（支援必要シーン）

Fig.9 危険判定
（支援不要シーン）
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飛び出す可能性があるため、支援対象とした。飛び
出す可能性がある歩行者の進行方向と速度は、デー
タを収集し、統計的に閾値を設定する必要があり、
今後の検討課題である。
4.

大規模実証実験に向けた端末開発と事前検証

4 ‑ 1 端末システム概要
歩行者端末と車載器端末は、Fig.10に示すような
ハードウェア構成で共通化を図り、同一アプリケー
ション上において、歩行者モードか車載機モードの

Fig.11 システム外観図

切り替えが可能なように設計した。Fig. 11にシステム
の外観を示す。図中の略語について、V2X（Vehicle
to Everything）は、
車と他の物
（X=Pedestrian、Vehicle、
Infrastructure等）間 の 通 信 を 表 す。RC-013 は ARIB
STD-T109 上でやり取りされるデータフォーマット
形式を表す。OTG は USB On-The-Go接続を表す。
大規模実証実験の実施にあたり、取り扱いを容易
にすると共に、スムーズな試験を行えるように利便
性、電池による駆動時間に配慮した試作機を開発し
た。試作機は、全ての機材を収納可能なリュックサッ
クを選定の上、そのリュックサック上にアンテナを

Fig.12 歩行者端末用アンテナ構成

設置し、車載機は車載専用アンテナを選定し、シガー
ソケット経由で電源供給することとした。

がら、受信ダイバーシチによる性能補償を期待すべ

4 ‑ 2 歩行者端末のアンテナ設計

く、金属板の端にメインアンテナとサブアンテナを

歩行者端末においては、リュックサックを背負っ

配置した。GNSS アンテナは、V2X 用アンテナ間に

た際の人体影響を加味した上で、アンテナ性能を確

配置すると共に、リュックサック設置時に天頂方向

保することが必要である。

を向くように角度を付けた金属板上に配置した。

歩行者端末用に選定したアンテナは、いずれも

Fig.13 に示すように、V2X アンテナ利得から算

グランドを要するため、グランド板上にアンテナ

出される人体装着時の V2P 通信距離は、頭とアン

を設置し、リュックサックのカバーポケット部に

テナが重なる角度で劣化を確認できるものの、目標

配置した。
Fig.12 に示すように、V2X 用アンテナは、リュッ
クサック設置時においても前方向の利得を確保しな

Fig.10 ハードウェア構成
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Fig.13 V2P通信距離
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大久保義行、菅原雅仁、松本英徳、上野

剛

値として定めた 150m 以上の通信距離を実現した
（受信ダイバーシチ時：400m 以上）
。
また、Fig.14 は GNSS アンテナの人体の遮蔽によ
るアンテナ利得劣化を示している。カバンに設置し
た GNSS アンテナと頭の関係が垂直面①
（Vertical
Plane①）になるような場合、GNSS アンテナ性能
の劣化は、どの方向においてもほとんどみられない。
一方で、垂直面②
（Vertical Plane②）の条件下では、
頭がアンテナに重なる範囲で利得劣化がみられるも
のの、目標と定めた 30 〜＋30度（0 度が天頂）の
範囲で 6dBi 以上を確保した。
4 ‑ 3 大規模実証に向けた事前検証
大規模実証実験の実施について、4-1 節記載の歩

Fig.15 通知タイミング

行者端末と車載機を用いて、お台場エリアで大規模
実証実験向け事前検証を実施した。事前検証では、
歩行者 18 人、車両 5 台を利用し、歩行者と車両の運
転手に支援、不要支援のシナリオを説明し、そのシ
ナリオ通りに移動してもらい、システムの機能動作
の確認を実施した。その検証は、Fig.15 に示す条件
の通知タイミングで実施し、支援必要 5 シーンの試
験においては、衝突前 2 秒未満となる警報は支援対
象外のためカウントせず、交差点通知、情報提供、

Fig.16 実証実験時の通知例（単路横断）

（出典）国土地理院ホームページ

注意喚起のいずれかが発報された際、成功ラウンド
と判断し、試験ラウンド数の割合から正常作動率を

合から不要作動率を算出した。
単路を横断する歩行者と接近する車両の実証実験

算出した。Fig.16 に単路横断での歩行者、車両それ
ぞれの通知イメージを示す。歩行者の単路横断時に、

の様子（単路横断）をFig.17に、試験結果を Table 3

車両が交差点に入ると、歩行者と運転手にそれぞれ

に示す。安全支援試験における正常作動率を低下さ

交差点通知、衝突までの時間に応じて段階的に情報

せている要因は、車両速度変動に関わる衝突予測の

提供、注意、警報の順に通知される。支援不要 5 シー

追従性が悪いことであった。

ンの試験では、いずれかの発報があったラウンドを

また、不要作動率を劣化させている要因は、試験

不要発報ラウンドと判断し、試験ラウンド数との割

運用上の課題によるものや、位置測位誤差、歩行者
方位ずれに伴う誤判定によるものであった。今後、
2018 年度の大規模実証実験に向け、本年度の課題
の改善として、測位周期の高速化 (1Hz→4Hz) を行
い、衝突予測の追従性の向上や、不要作動率 0% に
近づけることを目標に、シーンの判別アルゴリズム

Fig.14 GNSSアンテナ特性
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Fig.17 実証実験の様子
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Table 3 お台場での試験結果

支援必要シーン
（正常作動率≥80％）

支援不要シーン
（不要作動率≤20％）

No.

シーン

結果

No.

シーン

結果

1

単路横断

94%

1

歩道

6%

2

見通し外

86%

2

車両内

1%

3

交差点右折

91%

3

建物内

0%

4

交差点左折

94%

4

歩道橋上

5%

5

車道歩行

93%

5

高架上下

1%

（実証協力：日本工営株式会社）

の高度化や歩行者方位ずれの改善を行う。
5.

今後は、実用化に向け研究開発を進め、見守り端
末等を検討し、スマートフォン等への機能搭載を含

まとめ

め、歩行者端末普及と歩行者交通事故死亡者数ゼロ

本研究開発の結果、歩行者支援に有効な歩車間通

へ向けて貢献していきたい。

信システムの実現に必要な要素技術として、正確な
歩行者の位置測位と、歩行者の位置測位誤差があっ

謝辞

ても、適切な支援が可能な危険判定技術を検討し、

本研究開発にあたって、慶應義塾大学理工学部情

2017 年度の大規模実証実験 ( 事前検証 ) で有効性を

報工学科教授 笹瀬巌先生、東京大学大学院情報学

確認した。具体的には、歩行者交通事故死亡者数が

環准教授 上條俊介先生、東京大学大学院新領域創

多く、支援が必要な 5 シーンと安全で支援が不要と

成科学研究科准教授 小竹元基先生に委員会委員と

考えられる 5 シーンを定め、それぞれ正常作動率

して長きにわたり、ご指導を戴いた。ここに深謝の

80％、不要作動率 20％以下を目標として、水平測

意を表する。本研究開発は、戦略的イノベーション

位誤差が 3m 前後あるお台場地域で事前検証を実施

創造プログラム（SIP）における総務省委託研究開

し、その目標を達成した。

発「ICT を活用した次世代 ITS の確立」のうち、
「歩

歩行者測位については、3D Map 測位により、測

車間通信技術の開発」による成果の一環である。

位誤差が大きな高層ビル街等の一部の場所におい
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