
　昨今、自動車における技術話題として脱カーボン
や自動運転が大きく注目されている。その実現に向
けては、現在の高度運転支援システムの延長上にあ

る自動運転基盤技術（高度位置センシング、AI、
ダイナミックマップ他）の開発に加え、中国の自動
運転スマートシティ構想１）をはじめとした社会イ
ンフラの対応とそのインフラとクルマとを協調させ
るIoT技術であるコネクテッドカーの必要性も高

　1.　はじめに
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が携帯するにも容易であり、また後に示すプラット
フォームにより、タグ位置履歴表示もスマホアプリ
上で容易なインターフェースとなっている。加えて、
地方自治体である加古川市がシステム運用に加わっ
た官民連携システムであるため、個人情報の保護に
関する法律や個人情報保護条例を念頭に置きなが
ら、既設の防犯カメラ等の設置および管理に係る基
準をもとに「加古川市見守りカメラの設置及び運用
に関する条例」と「加古川市見守りカメラの設置及
び運用に関する条例施行規則」を制定し、適正かつ
厳格な情報管理を実現している。
　現時点では、加古川市内の約900カ所（2018年度
内に1,500カ所の設置推進中）にて見守りカメラが
稼働している（Fig.4）。また、それら見守りカメラ
による下校時の小学生の見守りタグ（お試し無料配
布1,000ユニット）の監視状態例をFig.5に示す。設
置目的に沿って小学校周辺でBLEタグ検知してい
ることが分かる。

　2-2　平時におけるコネクテッドカーの利活用実
　　　　験例
　前節では、固定カメラを中心とした見守りシステ
ムの概要を示したが、実際には、交差点や小学校周
辺の公園などを中心とした固定カメラだけでは、広
範囲な市内をカバーするには不十分となる。2017
（平成29）年からは先行プロジェクトを受けて、総
務省の平成29年度データ利活用型スマートシティ
推進事業に選定され、安全・安心分野での先行事業
のサービス拡張と多分野への取り組み拡大を試みて
いる。具体的には、共同研究としてプロジェクト参
画している日本郵便の配達車両に搭載したV2X（車
載通信）機器を活用したきめ細かい見守りサービス
の実現と、複数分野のデータの収集分析を行う基盤
（プラットフォーム）FIWAREを整備し、行政情報
ダッシュボードの公開による市保有データの可視
化・共有化の実現を目指している。これら全体の取
り組みイメージをFig.6に示す。

知症高齢者などの発見に対しては、さらなる考慮が
必要となる。例えば、Table 2に示すように、朝方
はゴミ収集のパッカー車や通勤車、昼間から夕方に
かけては民間車両、配送業車、夜間・深夜に関して
はタクシーなど、業務内容に応じた車両が見守りを
担うことで、時間帯で動的見守りシステムのカバー
率を向上させることができる。その際には、協力車
両に対するインセンティブなどをスマートシティ構
築の全体で検討していくこととなる。
2）スマートシティにおける安全・安心向上
　現在設置を進めている固定見守りカメラには、コ
ネクテッドカーとの通信機能(V2I)も予約設計され
ており、Wi-Fi高速接続技術を導入することで、局
所的かつ短時間に相互認証・接続を開始できる。こ
れにより、見通しの悪い道路において、接近してく
るコネクテッドカーに対して、見守りカメラを利用
して注意喚起などすることが、データサーバーを介
さずとも可能になり、交通安全の協調運転シティを
構築することができる。
3）自動運転用ダイナミックマップ用データ提供
　将来的に、Fig.6の図中に示すスマートシティ基
盤（FIWARE）に車両、インフラや交通参加者が
コネクテッド技術を介してつながることで、道路状
態などが集約されて処理され、利用者へ提供される
こととなる。その中で、自動運転用のダイナミック
マップとして活用することで、安心・快適な自動運
転実用に寄与することも視野に入ってくる。
　最後に、国交省の先進的まちづくりシティコンペ
受賞など高い評価を得られたことは、今後の進化に
もプラスとなっている。

参考文献
1 ）UBSアセット・マネジメント株式会社「投資

環境資料中国レポート」2015年
2 ）ITS Japan「ITS第3期 中期計画（2016-2020）
資料編」2016年

　　▶http://www.its-jp.org/wp-content/uploads/　
2016/05/

　　soukai2016_3ki-cyukikeikaku-siryouhen.pdf

3 ）  加古川市教育委員会『登下校時における「交通
安全の見守り活動」に関するアンケート調査～
調査結果報告書～』2016年

　　▶http://www.city.kakogawa.lg.jp/
　　ikkrwebBrowse/material/files/group/143/
　　kekka.pdf
4 ）  「加古川市ICT（情報通信技術）を活用した安全・
安心のまちづくり推進事業の概要」講演・説明
資料、2017年

5 ）  本田技研工業株式会社「HONDA安全ドキュメ
ンタリー『カメラとクルマが子ども達を通信で見
守る安全・安心な街を。』」2018年

　　▶https://www.honda.co.jp/safety/hearts/
　　feature/2018/21/
6 ）  加古川市生活安全課「加古川市見守りサービス
のご案内」

　　▶http://www.city.kakogawa.lg.jp/
　　ikkrwebBrowse/material/files/group/31/
　　mimamoritirasi.pdf
7 ）  加古川市HPかこナビ
　　▶https://www.sonicweb-asp.jp/kakogawa/
8 ）  加古川市プレスリリース「加古川市において都

市の安全・安心を実現するスマートシティプロ
ジェクトを推進」2018年

9 ）  バンプレコーダー株式会社「スマートフォン内
蔵加速度センサによるひび割れ検知への取り組
み～RPUG2014での発表内容～」2014年

10 ） 立矢宏、杉浦祐希、長瀬博毅、伊勢大成、藤田
千陽、澤藤和則「タイヤ接地路面の摩擦係数測
定用触覚センサの基礎的研究」『日本機械学会
論文集C編』Vol.78、No.787、pp.852-862、2012年

11 ） 安藤和彦・倉持智明「路面のIRIを測定する各
種測定方法の精度比較」『土木技術資料』56-10、 
pp.56-59、2014年

12）Sekine,T. : Utilization of probe powered 
two-wheeler vehicles to realize a safe mobile 
society, IATSS Research, Vol.38, Issue 1, 
pp.58-70, 2014

できる。
　また、二輪車は、車線内において比較的自由な走
行軌跡をとることが可能であるため、一部の道路に
デッドホールなどが存在した場合、それを回避して
走行する場面がある。その場合でも、V2Xに搭載
された加速度センサーの計測値によって、回避行動
を特定・抽出することで、デッドホールの存在候補
地点を抽出することができる。候補地点を基準とし
て、走行映像による路面確認が必要な範囲を絞り込
むことが可能となり、処理時間の短縮化によって道
路管理の効率化実現に寄与できる（Fig.10は、テス
トコースによる回避行動の波形検出時の映像チェッ
クの画面例）。
　このように日本郵便のビジネスバイクにコネク
テッド機能を付加し、配達業務で網羅的に生活道路
を走行する際のデータを利用することで、先に述べ
た路面状況の現地調査が行き届かない生活道路の路

面凹凸の検出ができ、V2Xを介してデータ集約す
ることで、配達職員に新しい工数を増加することな
く、かつ意識させずに、きめ細かい道路状況の見守
りを実現できるようになる。
　2-3　社会実装を目的としたコネクテッド機能実装
　加古川市で実施している社会実装プロジェクト
は、持続可能な運用ができる官民連携ビジネスモデ
ルを想定している。そのためシステム構成に際して
は、過度に専用設計車両などを使用しない社会実装
可能な範囲で調達・構成した。コネクテッドカーに
ついても、既存の業務で使用している車両にV2X
や見守りタグ検知ユニットを追加設置して構成して
いる。日本郵便の配達業務用のビジネスバイクに対
しては、二輪車に対する限られた設置スペースの中
で、本来の配達業務用キャリアケースのスペース確
保を優先として、キャリアケースの内壁面へV2X
とBLE受信機を搭載した（Fig.11）。
　この際、機材全体に専用樹脂カバーを装着し、配
達対象物が機材とケース壁面の間に挟まってしまう
事態が発生しないよう実用性を確保した。一方で、
このように社会実装を前提とした業務遂行優先条件
下においては、必ずしもセンサーを信号検出に最適
な箇所に設置することが実行できない場合があり、
ここでも、後輪軸より後方にV2Xの加速度センサー
が設置されることになった。
　既存の市販されている多様な車種にコネクテッド
機能を搭載し、精度を補償できるデータ取得をする
ためには、車両寸法や動力特性が異なるため車種ご
とに、Fig.12に示すような使用条件における路面走
行を実施し、得られた教師データを用いて校正・標
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日本郵便車両を活用した見守りサービスの取り組み
─総務省・日本郵便・加古川市・ホンダの官民連携の取り組みについて─

Developments on the Mimamori (Watching) Service Using Japan Post Vehicles:
Efforts Made in the Public-Private Partnership between the Ministry of

Internal Affairs and Communications, Japan Post, Kakogawa City and Honda

　兵庫県加古川市における官民連携ICTを活用した安心・安全なまちづくり社会実験で
のコネクテッド技術搭載郵便車両の利活用例を報告する。配達業務時の郵便車両の車載
カメラ・BLEビーコン検知端末の情報を連携させることで、固定見守りカメラの設置が
限定される生活道路においても、動的な見守りを実現し、安心安全の向上を図った。併
せて、配達業務中に得た車載センサーデータから、生活道路の路面修繕候補地点を推定・
抽出することで、道路管理者による現地調査の工数軽減する試みも紹介するとともに、
実験で明らかになった安心安全なまちづくり社会実現への展開と課題についても示した。

　This is a report on case studies for the postal service vehicles equipped with 
connected technology during the social experiment for a safe and secure urban 
development project run by Kakogawa City, Hyogo, which utilized ICT developed 
through a public-private partnership. Improvements on safety and security were 
sought by linking the information logged in the in-vehicle cameras on postal service 
vehicles during deliveries and BLE beacon detection terminals so that dynamic 
monitoring is also enabled on residential roads where the installation of fixed 
surveillance cameras is limited. In addition, locations on residential roads that 
potentially need repair were estimated and identified using the data obtained from 
in-vehicle sensors during del iveries ,  which indicated issues and potentia l  
developments toward creating safe and secure communities revealed through the 
social experiment, together with introducing the attempts of road administrators in 
reducing the man-hours required for field surveys.

まっている。
　日本においても、例えば、ITS第3期中期計画２）

では、社会普及を想定して「情報利活用のための基
盤づくり」、「多様な地域の実情に合ったITSの社会
実装」が取り組みテーマとして挙げられており、社
会実装に向けて地域の独自環境に適合したシステム
づくりが検討されている。加えて社会実装・普及に
関しては、持続可能なシステム構成が重要となる。
例えば、高機能センサーを実装した専用車両で特別
に限定された条件下で実現可能であっても、システ
ムを全国に普及するためには、車両の装備コストに
加えて、システムのランニングコストまで含めた対
費用効果や、システムによるQOL向上といった付
加価値が得られなければ、継続的な事業化は難しい。
　本稿では、上記の地域の実情に合った社会実装の
例として、兵庫県加古川市でのスマートシティ社会
実験プロジェクトにおけるコネクテッドカーの利活
用を紹介するとともに、その中で、現有の日本郵便
車両を活用した実用的なシステム構築を実現した工
夫点についても、併せて紹介する。

　2-1　プロジェクトの社会背景
　地域社会の抱える問題点として、子どもが対象と
なる事件や事故の発生が増加傾向にある。この状況
に対して、子どもの見守りやパトロールなどの安全
対策に関して満足している市民の割合は51.3％と低
く、登下校時を中心とした地域における安全確保に
対するニーズは高いという既往アンケート結果と
なっている３）。また、少子・高齢化に伴い、一人暮
らしの高齢者（特に認知症高齢者）の急増が予測さ
れ、加古川警察署管内においても、1カ月に10数件
の行方不明者の通報がある現状であり、高齢者の見
守りの必要性についても顕在化している。加えて、
市内の刑法犯罪発生状況をみると、集中箇所もある
が比較的広範囲で発生している（Fig.1）。
　このような状況に対して加古川市は、「子育て世
代からシニア世代まで誰もが健康で安心して暮らせ
るまち」、「生涯にわたって活躍できるまちの実現を
目指す姿」を掲げ、2016（平成28）年からICTを
活用した安心・安全な街づくり推進事業を公募型プ
ロジェクトとして実施してきた。プロジェクトでは、
上記の問題点の解決を目的として、市内全域での見
守りカメラ設置位置を検討し、刑法犯マップならび
に小学校周辺、通学路交差点（約200m～500m間隔）、

通学路に隣接する公園周辺・バス停周辺など、1校
区あたり50台程度×全28校区の約1,400カ所（案）
を選定した。2017（平成29）年から2カ年で、1,500
台の見守りカメラ設置・整備を進めている。
　社会実装する上では、市民の受容性も考慮する必
要がある。市全体を従来の防犯カメラでエリアすべ
てを見守っていくことは経済的のみならず、監視的
なイメージが強く、市民の積極的な意識向上にもつ
ながりにくい。そこでFig.2に示すように段階的な
実現・拡大、そして市民活用・参加へと展開するプ
ランニングがなされている。
　この際にプロジェクトのキーワードとなるICT
を活用した高度な見守りサービスの実現に際して
は、低照度対応カラーカメラシステムによる夜間対
応に加え、見守りタグ（BLEタグ：Bluetooth通信
の一部の低消費電力通信モードを利用した常時発信
タグ）受信機能を実装して、複数の見守りサービス
事業者へ情報を提供できるようにした点が挙げられ
る。このBLE受信ユニットは、無線接続し、通信
ユニットの通信/WEB簡易サーバー機能を組み合
わせることで、遠隔からの機器への操作とメンテナ
ンスができる。これにより、1,500台規模の設置に
おいても、効率の良い見守りカメラシステムを構築
している。
　これらのシステムは、Fig.3に示すように一体の
ドーム型ケースに収められ、防塵・防水「IP65準拠」
の高耐久性を実現しており、プロジェクトにおいて
継続的運用の検証がされている。
　Table 1は、システムを利用した見守りサービス
プラン例であり、2種類の推奨BLEタグがいずれも
軽量コンパクトであるため、小学生や認知症高齢者

　ここでは、本特集テーマにフォーカスし、走行・
移動する郵便車両にV2X機器を搭載し、コネクテッ
ドカーとしてシステム構成することで、動的な見守
りを可能にした事例を中心に紹介する。
　この取り組みの特徴は、V2Xにより、自車に活用

するデータのやり取り以外に、スマートシティ向け
見守りデータを担うことと、働くクルマである日本
郵便のビジネスバイクを活用している点にある。
1）コネクテッドカーによる見守りシステムの拡張
　V2X技術によるコネクテッドカーのプローブ
データ利活用は、東日本大震災や熊本地震にあるよ
うに、搭載車両のGPS位置データを集約すること
による通行実績マップの活用、また交通事故時の自
動救急コールなどの実用化が挙げられるが、これら
の利用は、主として車両利用者の安全・安心を向上

させる機能である。また、このようにプローブデー
タを非常時における活用に限定すると、システム運
用に際しての対費用効果を高めることが難しく、平
時にもシステムが利活用できることが実装価値を高
め、万一の際でも、スムーズに非常時モードに移行
して利用できるなど、持続可能なシステムを実現す
る上でも重要となる。
　このようなことから、先に述べた日本郵便の配達
車両に、V2X機能を含めた見守りカメラを搭載す
ることで、平常業務時に移動しながらBLEタグ探
査を可能とした。それにより、固定カメラの網羅で
きない範囲を動的に見守ることが可能となり、見守
りエリアの拡大を図ることができる。また、一番の
重要なことは、車両を運転する
郵便配達員にとっては、通常の
郵便業務に従事するだけで、車
載機器が自動的にBLEタグの検
知と映像を関連づけるため、見
守りサービスを付加することに
よる新たな負荷増加はないとい
う点である（Fig.7）。
　特に、日本郵便のビジネスバ
イクは、配達業務に伴い、街の
道路も網羅的に走行することか
ら市民の生活道路（市道主体）
を見守ることも可能となり、通

学路の交差点などを中心とした固定カメラを補完
する役割を担う。Fig.8は、本プロジェクトにおい
て見守りシステムを搭載している車両（加古川市
公用車／89台、ならびに日本郵便車両／174台）に
よるBLEタグの検知地点を示した分布地図である。
加古川市公用車が、主要幹線道上でのタグ検出が
中心であるのに対して、日本郵便車両は、その業
務形態に沿って、生活道路でのタグ検出が多数示
され、動的検知に対する優位性が明確化した結果
となっている。
2）コネクテッドカーによる道路状況の見守り
　プロジェクトにおける日本郵便車両に搭載してい
るV2Xシステムには、各種通信機能、GPSに加え

て3軸加速度センサー、CCDカメラも搭載しており、
一般的なプローブ車両としても活用できる。すなわ
ち、車両ごとに検出する各種信号・映像をサーバー
に蓄積することにより、時々刻々と変化する交通環
境を集約できる。この情報収集は、完全自動走行を
実現する上でのキーテクノロジーであるダイナミッ
クマップの生成に利用でき、ダイナミックマップを
利用する自動運転車の走行の安全・安心の向上につ
ながる。特にタイヤのスリップによるエネルギー消
費、加速度データや画像データから道路路面状況や
路面摩擦係数を推定することは、先行研究などでも
試みられ９）10）、そこから車両横すべり軽減システ
ム（ESC）やダイナミックマップに推定路面摩擦係
数をフィードバックするシステム提案等もなされて
いる。
　一方で、推定した道路路面状況を道路管理者に
V2Xを介して伝達することで、道路メンテナンス
の工数を効率化することも考えられる。特に路面舗
装のメンテナンスを決定する指標の一つであるIRI
（International Roughness Index）は、精度の良い
クラス1では水準計測、クラス2では専用のプロファ
イル測定装置などを用いて路面凹凸調査を行い、そ
の調査結果を用いて、QC（Quarter Car）モデルシ
ミュレーションによってIRIを計算する。また、簡
素なクラス4においても、パトロールカーに乗車し
た調査員の体感や目視によるIRIを推定するなど、
現地確認を実施する工数が掛かる11）。また、これら
の調査は主として、幹線道路、直轄道路ならびに
NEXCO管理道路といった交通量の多い道路が中心
になっており、生活道路を含む市町村道の道路管理
する地方自治体においては、膨大な市町村道 （全国
で総延長約106万km、道路統計年報／2017）に対
して、定期調査を実施することは現実的ではない。
このプロジェクトは、先に述べたように頻繁に生活

道路を配達業務走行する日本郵便車両の
搭載センサー値を利用して、路面状況の
簡易判定を実施することで、市町村にお
ける道路管理の現地路面調査工数の削減
を試みている。ここで対象としている市
道を主体とする生活道路は、昨今のゾー
ン30の設定の拡大にあるように、走行
速度が30km/h以下に制限されている箇
所が多い。そのため四輪車の場合、タイ
ヤ4本からの路面入力に対して、質量の
大きな車体側へ入力振動が減衰伝達され

ることから、特徴的な加速度が検出しづらい。また、
車輪の回転数が低いため、路面の凹凸などによるタ
イヤ表面でのエネルギー消費変動が小さいなどの理
由から、従来手法では路面凹凸の検出精度が低下す
る条件となる。それに対して、二輪車は前後二輪配
置のため、基本的に同一路面凹凸上を走行するので、
前後輪に対してある時間遅れをもって同一路面入力
が加えられる。また、車両質量が四輪車に比べて軽
量で、タイヤからの路面入力による車体振動波形が
比較的大きいことから、二輪車による検出が有利な
状況となる。
　プロジェクトでは、これらの状況を勘案し、筆者
の先行研究12）において検討提案した二輪車の前後
タイヤが路面凹凸を時間差で感知する特徴を用い
て、搭載されたV2Xユニットの3軸加速度データの
自己相関により、路面状態に起因する振動を特定す
ることで、生活道路の路面状態把握の精度向上を
図った。
　Fig.9は、単一車両において同一の市街路を周回
した際、図中の丸マーカーで示した地点が、上記
のアルゴリズムによって段差検出した地点例であ
る。マーカーの濃さは検出回数を示し、濃くなる
ほど同一地点での段差検出が複数あることを示す。
また、四角マーカーの現地調査における段差地点
は、調査員が直接目視にて路面凹凸を確認した位
置座標であり、現状では、コーナリングや加減速
の除外アルゴリズムの閾値のチューニング不足と
GPSのマルチパスの影響により、検出地点のずれ
などもみられるが、おおむね段差付近を検出する
ことが可能となっている。
　このように個々の走行データ内で加減速時や変速
時に検出不能や誤検出した箇所についても、複数車
両の毎日の配達業務によって蓄積される走行データ
を利用することで、欠落箇所を補完することが期待

準化することが望ましい。今回のプロジェクト実施
において影響した具体例としては、使用したビジネ
スバイクのマニュアル変速に起因する振動の除去処
理を行う必要があり、変速時の振動特性などを把握
し、データ処理アルゴリズムに反映させた。しかし、
実際上は多様な一般車両に対して校正実験を実施す
ることは難しい。現在は、IoT活用社会への移行が
行われる段階であり、搭載義務化を前提とした車種
設計がなされ、コネクテッドカーが一般に普及する
時期までは、このプロジェクトで実施したように車
両仕様をある範囲で限定することが可能な公用車、
業務使用車を中心としてシステム構成をすることが
実用的である。

　ここでは、兵庫県加古川市における総務省・加
古川市・日本郵便・ホンダの官民連携の見守りシ
ステムを題材に、コネクテッド技術の社会普及に
伴う安全・安心の実現への取り組み現状を紹介し
てきた。この加古川市のプロジェクトは、Fig.6 で

示した持続可能なスマートシティ化を目指してい
る。この第3章では、本報告のまとめとして、スマー
トシティ構想におけるコネクテッドカー関連事項
に絞り、今後のステップとその実現に向けた課題
などを述べる。
1）現状の働くクルマ活用での課題
　2-2節で紹介したように、プロジェクトの社会実
験として、加古川市公用車（89台）ならびに日本
郵便車両（174台）にV2Xを搭載し、コネクテッド
カーとして動的見守りシステムに活用することで、
固定カメラ（Fig.4）と車両による動的検知地点（Fig.8）
において、Fig.2に示す犯罪発生箇所を広くカバー
している。特に車両の動的システムで、固定カメラ
の少ない住宅地域の市道まで含め地理的エリアをカ
バーできることは大変有効であることが分かる。
　一方で、システムの可動時間帯として考えた場合、
固定カメラの24時間稼働に対して、ここで利用し
た公用車と日本郵便の稼働時間特性として、小学生
の登下校時間に関してはカバーすることができた
が、夜間は業務時間外であり、夜間の防犯や徘徊認



　昨今、自動車における技術話題として脱カーボン
や自動運転が大きく注目されている。その実現に向
けては、現在の高度運転支援システムの延長上にあ

る自動運転基盤技術（高度位置センシング、AI、
ダイナミックマップ他）の開発に加え、中国の自動
運転スマートシティ構想１）をはじめとした社会イ
ンフラの対応とそのインフラとクルマとを協調させ
るIoT技術であるコネクテッドカーの必要性も高
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が携帯するにも容易であり、また後に示すプラット
フォームにより、タグ位置履歴表示もスマホアプリ
上で容易なインターフェースとなっている。加えて、
地方自治体である加古川市がシステム運用に加わっ
た官民連携システムであるため、個人情報の保護に
関する法律や個人情報保護条例を念頭に置きなが
ら、既設の防犯カメラ等の設置および管理に係る基
準をもとに「加古川市見守りカメラの設置及び運用
に関する条例」と「加古川市見守りカメラの設置及
び運用に関する条例施行規則」を制定し、適正かつ
厳格な情報管理を実現している。
　現時点では、加古川市内の約900カ所（2018年度
内に1,500カ所の設置推進中）にて見守りカメラが
稼働している（Fig.4）。また、それら見守りカメラ
による下校時の小学生の見守りタグ（お試し無料配
布1,000ユニット）の監視状態例をFig.5に示す。設
置目的に沿って小学校周辺でBLEタグ検知してい
ることが分かる。

　2-2　平時におけるコネクテッドカーの利活用実
　　　　験例
　前節では、固定カメラを中心とした見守りシステ
ムの概要を示したが、実際には、交差点や小学校周
辺の公園などを中心とした固定カメラだけでは、広
範囲な市内をカバーするには不十分となる。2017
（平成29）年からは先行プロジェクトを受けて、総
務省の平成29年度データ利活用型スマートシティ
推進事業に選定され、安全・安心分野での先行事業
のサービス拡張と多分野への取り組み拡大を試みて
いる。具体的には、共同研究としてプロジェクト参
画している日本郵便の配達車両に搭載したV2X（車
載通信）機器を活用したきめ細かい見守りサービス
の実現と、複数分野のデータの収集分析を行う基盤
（プラットフォーム）FIWAREを整備し、行政情報
ダッシュボードの公開による市保有データの可視
化・共有化の実現を目指している。これら全体の取
り組みイメージをFig.6に示す。

知症高齢者などの発見に対しては、さらなる考慮が
必要となる。例えば、Table 2に示すように、朝方
はゴミ収集のパッカー車や通勤車、昼間から夕方に
かけては民間車両、配送業車、夜間・深夜に関して
はタクシーなど、業務内容に応じた車両が見守りを
担うことで、時間帯で動的見守りシステムのカバー
率を向上させることができる。その際には、協力車
両に対するインセンティブなどをスマートシティ構
築の全体で検討していくこととなる。
2）スマートシティにおける安全・安心向上
　現在設置を進めている固定見守りカメラには、コ
ネクテッドカーとの通信機能(V2I)も予約設計され
ており、Wi-Fi高速接続技術を導入することで、局
所的かつ短時間に相互認証・接続を開始できる。こ
れにより、見通しの悪い道路において、接近してく
るコネクテッドカーに対して、見守りカメラを利用
して注意喚起などすることが、データサーバーを介
さずとも可能になり、交通安全の協調運転シティを
構築することができる。
3）自動運転用ダイナミックマップ用データ提供
　将来的に、Fig.6の図中に示すスマートシティ基
盤（FIWARE）に車両、インフラや交通参加者が
コネクテッド技術を介してつながることで、道路状
態などが集約されて処理され、利用者へ提供される
こととなる。その中で、自動運転用のダイナミック
マップとして活用することで、安心・快適な自動運
転実用に寄与することも視野に入ってくる。
　最後に、国交省の先進的まちづくりシティコンペ
受賞など高い評価を得られたことは、今後の進化に
もプラスとなっている。
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できる。
　また、二輪車は、車線内において比較的自由な走
行軌跡をとることが可能であるため、一部の道路に
デッドホールなどが存在した場合、それを回避して
走行する場面がある。その場合でも、V2Xに搭載
された加速度センサーの計測値によって、回避行動
を特定・抽出することで、デッドホールの存在候補
地点を抽出することができる。候補地点を基準とし
て、走行映像による路面確認が必要な範囲を絞り込
むことが可能となり、処理時間の短縮化によって道
路管理の効率化実現に寄与できる（Fig.10は、テス
トコースによる回避行動の波形検出時の映像チェッ
クの画面例）。
　このように日本郵便のビジネスバイクにコネク
テッド機能を付加し、配達業務で網羅的に生活道路
を走行する際のデータを利用することで、先に述べ
た路面状況の現地調査が行き届かない生活道路の路

面凹凸の検出ができ、V2Xを介してデータ集約す
ることで、配達職員に新しい工数を増加することな
く、かつ意識させずに、きめ細かい道路状況の見守
りを実現できるようになる。
　2-3　社会実装を目的としたコネクテッド機能実装
　加古川市で実施している社会実装プロジェクト
は、持続可能な運用ができる官民連携ビジネスモデ
ルを想定している。そのためシステム構成に際して
は、過度に専用設計車両などを使用しない社会実装
可能な範囲で調達・構成した。コネクテッドカーに
ついても、既存の業務で使用している車両にV2X
や見守りタグ検知ユニットを追加設置して構成して
いる。日本郵便の配達業務用のビジネスバイクに対
しては、二輪車に対する限られた設置スペースの中
で、本来の配達業務用キャリアケースのスペース確
保を優先として、キャリアケースの内壁面へV2X
とBLE受信機を搭載した（Fig.11）。
　この際、機材全体に専用樹脂カバーを装着し、配
達対象物が機材とケース壁面の間に挟まってしまう
事態が発生しないよう実用性を確保した。一方で、
このように社会実装を前提とした業務遂行優先条件
下においては、必ずしもセンサーを信号検出に最適
な箇所に設置することが実行できない場合があり、
ここでも、後輪軸より後方にV2Xの加速度センサー
が設置されることになった。
　既存の市販されている多様な車種にコネクテッド
機能を搭載し、精度を補償できるデータ取得をする
ためには、車両寸法や動力特性が異なるため車種ご
とに、Fig.12に示すような使用条件における路面走
行を実施し、得られた教師データを用いて校正・標

　2.　加古川市における社会実験プロジェクト

まっている。
　日本においても、例えば、ITS第3期中期計画２）

では、社会普及を想定して「情報利活用のための基
盤づくり」、「多様な地域の実情に合ったITSの社会
実装」が取り組みテーマとして挙げられており、社
会実装に向けて地域の独自環境に適合したシステム
づくりが検討されている。加えて社会実装・普及に
関しては、持続可能なシステム構成が重要となる。
例えば、高機能センサーを実装した専用車両で特別
に限定された条件下で実現可能であっても、システ
ムを全国に普及するためには、車両の装備コストに
加えて、システムのランニングコストまで含めた対
費用効果や、システムによるQOL向上といった付
加価値が得られなければ、継続的な事業化は難しい。
　本稿では、上記の地域の実情に合った社会実装の
例として、兵庫県加古川市でのスマートシティ社会
実験プロジェクトにおけるコネクテッドカーの利活
用を紹介するとともに、その中で、現有の日本郵便
車両を活用した実用的なシステム構築を実現した工
夫点についても、併せて紹介する。

　2-1　プロジェクトの社会背景
　地域社会の抱える問題点として、子どもが対象と
なる事件や事故の発生が増加傾向にある。この状況
に対して、子どもの見守りやパトロールなどの安全
対策に関して満足している市民の割合は51.3％と低
く、登下校時を中心とした地域における安全確保に
対するニーズは高いという既往アンケート結果と
なっている３）。また、少子・高齢化に伴い、一人暮
らしの高齢者（特に認知症高齢者）の急増が予測さ
れ、加古川警察署管内においても、1カ月に10数件
の行方不明者の通報がある現状であり、高齢者の見
守りの必要性についても顕在化している。加えて、
市内の刑法犯罪発生状況をみると、集中箇所もある
が比較的広範囲で発生している（Fig.1）。
　このような状況に対して加古川市は、「子育て世
代からシニア世代まで誰もが健康で安心して暮らせ
るまち」、「生涯にわたって活躍できるまちの実現を
目指す姿」を掲げ、2016（平成28）年からICTを
活用した安心・安全な街づくり推進事業を公募型プ
ロジェクトとして実施してきた。プロジェクトでは、
上記の問題点の解決を目的として、市内全域での見
守りカメラ設置位置を検討し、刑法犯マップならび
に小学校周辺、通学路交差点（約200m～500m間隔）、

通学路に隣接する公園周辺・バス停周辺など、1校
区あたり50台程度×全28校区の約1,400カ所（案）
を選定した。2017（平成29）年から2カ年で、1,500
台の見守りカメラ設置・整備を進めている。
　社会実装する上では、市民の受容性も考慮する必
要がある。市全体を従来の防犯カメラでエリアすべ
てを見守っていくことは経済的のみならず、監視的
なイメージが強く、市民の積極的な意識向上にもつ
ながりにくい。そこでFig.2に示すように段階的な
実現・拡大、そして市民活用・参加へと展開するプ
ランニングがなされている。
　この際にプロジェクトのキーワードとなるICT
を活用した高度な見守りサービスの実現に際して
は、低照度対応カラーカメラシステムによる夜間対
応に加え、見守りタグ（BLEタグ：Bluetooth通信
の一部の低消費電力通信モードを利用した常時発信
タグ）受信機能を実装して、複数の見守りサービス
事業者へ情報を提供できるようにした点が挙げられ
る。このBLE受信ユニットは、無線接続し、通信
ユニットの通信/WEB簡易サーバー機能を組み合
わせることで、遠隔からの機器への操作とメンテナ
ンスができる。これにより、1,500台規模の設置に
おいても、効率の良い見守りカメラシステムを構築
している。
　これらのシステムは、Fig.3に示すように一体の
ドーム型ケースに収められ、防塵・防水「IP65準拠」
の高耐久性を実現しており、プロジェクトにおいて
継続的運用の検証がされている。
　Table 1は、システムを利用した見守りサービス
プラン例であり、2種類の推奨BLEタグがいずれも
軽量コンパクトであるため、小学生や認知症高齢者

i）直近 3年間の
刑法犯罪発生状況
（女性・子ども）

ii）直近 3年間の
刑法犯罪発生状況
（女性・子ども以外）

Fig.1　兵庫県加古川市の直近３年間の刑法犯罪発生状況
（出典）加古川市 ICT（情報通信技術）を活用した安全・安心の
　　　  まちづくり推進事業の概要４）

　ここでは、本特集テーマにフォーカスし、走行・
移動する郵便車両にV2X機器を搭載し、コネクテッ
ドカーとしてシステム構成することで、動的な見守
りを可能にした事例を中心に紹介する。
　この取り組みの特徴は、V2Xにより、自車に活用

するデータのやり取り以外に、スマートシティ向け
見守りデータを担うことと、働くクルマである日本
郵便のビジネスバイクを活用している点にある。
1）コネクテッドカーによる見守りシステムの拡張
　V2X技術によるコネクテッドカーのプローブ
データ利活用は、東日本大震災や熊本地震にあるよ
うに、搭載車両のGPS位置データを集約すること
による通行実績マップの活用、また交通事故時の自
動救急コールなどの実用化が挙げられるが、これら
の利用は、主として車両利用者の安全・安心を向上

させる機能である。また、このようにプローブデー
タを非常時における活用に限定すると、システム運
用に際しての対費用効果を高めることが難しく、平
時にもシステムが利活用できることが実装価値を高
め、万一の際でも、スムーズに非常時モードに移行
して利用できるなど、持続可能なシステムを実現す
る上でも重要となる。
　このようなことから、先に述べた日本郵便の配達
車両に、V2X機能を含めた見守りカメラを搭載す
ることで、平常業務時に移動しながらBLEタグ探
査を可能とした。それにより、固定カメラの網羅で
きない範囲を動的に見守ることが可能となり、見守
りエリアの拡大を図ることができる。また、一番の
重要なことは、車両を運転する
郵便配達員にとっては、通常の
郵便業務に従事するだけで、車
載機器が自動的にBLEタグの検
知と映像を関連づけるため、見
守りサービスを付加することに
よる新たな負荷増加はないとい
う点である（Fig.7）。
　特に、日本郵便のビジネスバ
イクは、配達業務に伴い、街の
道路も網羅的に走行することか
ら市民の生活道路（市道主体）
を見守ることも可能となり、通

学路の交差点などを中心とした固定カメラを補完
する役割を担う。Fig.8は、本プロジェクトにおい
て見守りシステムを搭載している車両（加古川市
公用車／89台、ならびに日本郵便車両／174台）に
よるBLEタグの検知地点を示した分布地図である。
加古川市公用車が、主要幹線道上でのタグ検出が
中心であるのに対して、日本郵便車両は、その業
務形態に沿って、生活道路でのタグ検出が多数示
され、動的検知に対する優位性が明確化した結果
となっている。
2）コネクテッドカーによる道路状況の見守り
　プロジェクトにおける日本郵便車両に搭載してい
るV2Xシステムには、各種通信機能、GPSに加え

て3軸加速度センサー、CCDカメラも搭載しており、
一般的なプローブ車両としても活用できる。すなわ
ち、車両ごとに検出する各種信号・映像をサーバー
に蓄積することにより、時々刻々と変化する交通環
境を集約できる。この情報収集は、完全自動走行を
実現する上でのキーテクノロジーであるダイナミッ
クマップの生成に利用でき、ダイナミックマップを
利用する自動運転車の走行の安全・安心の向上につ
ながる。特にタイヤのスリップによるエネルギー消
費、加速度データや画像データから道路路面状況や
路面摩擦係数を推定することは、先行研究などでも
試みられ９）10）、そこから車両横すべり軽減システ
ム（ESC）やダイナミックマップに推定路面摩擦係
数をフィードバックするシステム提案等もなされて
いる。
　一方で、推定した道路路面状況を道路管理者に
V2Xを介して伝達することで、道路メンテナンス
の工数を効率化することも考えられる。特に路面舗
装のメンテナンスを決定する指標の一つであるIRI
（International Roughness Index）は、精度の良い
クラス1では水準計測、クラス2では専用のプロファ
イル測定装置などを用いて路面凹凸調査を行い、そ
の調査結果を用いて、QC（Quarter Car）モデルシ
ミュレーションによってIRIを計算する。また、簡
素なクラス4においても、パトロールカーに乗車し
た調査員の体感や目視によるIRIを推定するなど、
現地確認を実施する工数が掛かる11）。また、これら
の調査は主として、幹線道路、直轄道路ならびに
NEXCO管理道路といった交通量の多い道路が中心
になっており、生活道路を含む市町村道の道路管理
する地方自治体においては、膨大な市町村道 （全国
で総延長約106万km、道路統計年報／2017）に対
して、定期調査を実施することは現実的ではない。
このプロジェクトは、先に述べたように頻繁に生活

道路を配達業務走行する日本郵便車両の
搭載センサー値を利用して、路面状況の
簡易判定を実施することで、市町村にお
ける道路管理の現地路面調査工数の削減
を試みている。ここで対象としている市
道を主体とする生活道路は、昨今のゾー
ン30の設定の拡大にあるように、走行
速度が30km/h以下に制限されている箇
所が多い。そのため四輪車の場合、タイ
ヤ4本からの路面入力に対して、質量の
大きな車体側へ入力振動が減衰伝達され

ることから、特徴的な加速度が検出しづらい。また、
車輪の回転数が低いため、路面の凹凸などによるタ
イヤ表面でのエネルギー消費変動が小さいなどの理
由から、従来手法では路面凹凸の検出精度が低下す
る条件となる。それに対して、二輪車は前後二輪配
置のため、基本的に同一路面凹凸上を走行するので、
前後輪に対してある時間遅れをもって同一路面入力
が加えられる。また、車両質量が四輪車に比べて軽
量で、タイヤからの路面入力による車体振動波形が
比較的大きいことから、二輪車による検出が有利な
状況となる。
　プロジェクトでは、これらの状況を勘案し、筆者
の先行研究12）において検討提案した二輪車の前後
タイヤが路面凹凸を時間差で感知する特徴を用い
て、搭載されたV2Xユニットの3軸加速度データの
自己相関により、路面状態に起因する振動を特定す
ることで、生活道路の路面状態把握の精度向上を
図った。
　Fig.9は、単一車両において同一の市街路を周回
した際、図中の丸マーカーで示した地点が、上記
のアルゴリズムによって段差検出した地点例であ
る。マーカーの濃さは検出回数を示し、濃くなる
ほど同一地点での段差検出が複数あることを示す。
また、四角マーカーの現地調査における段差地点
は、調査員が直接目視にて路面凹凸を確認した位
置座標であり、現状では、コーナリングや加減速
の除外アルゴリズムの閾値のチューニング不足と
GPSのマルチパスの影響により、検出地点のずれ
などもみられるが、おおむね段差付近を検出する
ことが可能となっている。
　このように個々の走行データ内で加減速時や変速
時に検出不能や誤検出した箇所についても、複数車
両の毎日の配達業務によって蓄積される走行データ
を利用することで、欠落箇所を補完することが期待

準化することが望ましい。今回のプロジェクト実施
において影響した具体例としては、使用したビジネ
スバイクのマニュアル変速に起因する振動の除去処
理を行う必要があり、変速時の振動特性などを把握
し、データ処理アルゴリズムに反映させた。しかし、
実際上は多様な一般車両に対して校正実験を実施す
ることは難しい。現在は、IoT活用社会への移行が
行われる段階であり、搭載義務化を前提とした車種
設計がなされ、コネクテッドカーが一般に普及する
時期までは、このプロジェクトで実施したように車
両仕様をある範囲で限定することが可能な公用車、
業務使用車を中心としてシステム構成をすることが
実用的である。

　ここでは、兵庫県加古川市における総務省・加
古川市・日本郵便・ホンダの官民連携の見守りシ
ステムを題材に、コネクテッド技術の社会普及に
伴う安全・安心の実現への取り組み現状を紹介し
てきた。この加古川市のプロジェクトは、Fig.6 で

示した持続可能なスマートシティ化を目指してい
る。この第3章では、本報告のまとめとして、スマー
トシティ構想におけるコネクテッドカー関連事項
に絞り、今後のステップとその実現に向けた課題
などを述べる。
1）現状の働くクルマ活用での課題
　2-2節で紹介したように、プロジェクトの社会実
験として、加古川市公用車（89台）ならびに日本
郵便車両（174台）にV2Xを搭載し、コネクテッド
カーとして動的見守りシステムに活用することで、
固定カメラ（Fig.4）と車両による動的検知地点（Fig.8）
において、Fig.2に示す犯罪発生箇所を広くカバー
している。特に車両の動的システムで、固定カメラ
の少ない住宅地域の市道まで含め地理的エリアをカ
バーできることは大変有効であることが分かる。
　一方で、システムの可動時間帯として考えた場合、
固定カメラの24時間稼働に対して、ここで利用し
た公用車と日本郵便の稼働時間特性として、小学生
の登下校時間に関してはカバーすることができた
が、夜間は業務時間外であり、夜間の防犯や徘徊認



　昨今、自動車における技術話題として脱カーボン
や自動運転が大きく注目されている。その実現に向
けては、現在の高度運転支援システムの延長上にあ

る自動運転基盤技術（高度位置センシング、AI、
ダイナミックマップ他）の開発に加え、中国の自動
運転スマートシティ構想１）をはじめとした社会イ
ンフラの対応とそのインフラとクルマとを協調させ
るIoT技術であるコネクテッドカーの必要性も高

が携帯するにも容易であり、また後に示すプラット
フォームにより、タグ位置履歴表示もスマホアプリ
上で容易なインターフェースとなっている。加えて、
地方自治体である加古川市がシステム運用に加わっ
た官民連携システムであるため、個人情報の保護に
関する法律や個人情報保護条例を念頭に置きなが
ら、既設の防犯カメラ等の設置および管理に係る基
準をもとに「加古川市見守りカメラの設置及び運用
に関する条例」と「加古川市見守りカメラの設置及
び運用に関する条例施行規則」を制定し、適正かつ
厳格な情報管理を実現している。
　現時点では、加古川市内の約900カ所（2018年度
内に1,500カ所の設置推進中）にて見守りカメラが
稼働している（Fig.4）。また、それら見守りカメラ
による下校時の小学生の見守りタグ（お試し無料配
布1,000ユニット）の監視状態例をFig.5に示す。設
置目的に沿って小学校周辺でBLEタグ検知してい
ることが分かる。

　2-2　平時におけるコネクテッドカーの利活用実
　　　　験例
　前節では、固定カメラを中心とした見守りシステ
ムの概要を示したが、実際には、交差点や小学校周
辺の公園などを中心とした固定カメラだけでは、広
範囲な市内をカバーするには不十分となる。2017
（平成29）年からは先行プロジェクトを受けて、総
務省の平成29年度データ利活用型スマートシティ
推進事業に選定され、安全・安心分野での先行事業
のサービス拡張と多分野への取り組み拡大を試みて
いる。具体的には、共同研究としてプロジェクト参
画している日本郵便の配達車両に搭載したV2X（車
載通信）機器を活用したきめ細かい見守りサービス
の実現と、複数分野のデータの収集分析を行う基盤
（プラットフォーム）FIWAREを整備し、行政情報
ダッシュボードの公開による市保有データの可視
化・共有化の実現を目指している。これら全体の取
り組みイメージをFig.6に示す。
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知症高齢者などの発見に対しては、さらなる考慮が
必要となる。例えば、Table 2に示すように、朝方
はゴミ収集のパッカー車や通勤車、昼間から夕方に
かけては民間車両、配送業車、夜間・深夜に関して
はタクシーなど、業務内容に応じた車両が見守りを
担うことで、時間帯で動的見守りシステムのカバー
率を向上させることができる。その際には、協力車
両に対するインセンティブなどをスマートシティ構
築の全体で検討していくこととなる。
2）スマートシティにおける安全・安心向上
　現在設置を進めている固定見守りカメラには、コ
ネクテッドカーとの通信機能(V2I)も予約設計され
ており、Wi-Fi高速接続技術を導入することで、局
所的かつ短時間に相互認証・接続を開始できる。こ
れにより、見通しの悪い道路において、接近してく
るコネクテッドカーに対して、見守りカメラを利用
して注意喚起などすることが、データサーバーを介
さずとも可能になり、交通安全の協調運転シティを
構築することができる。
3）自動運転用ダイナミックマップ用データ提供
　将来的に、Fig.6の図中に示すスマートシティ基
盤（FIWARE）に車両、インフラや交通参加者が
コネクテッド技術を介してつながることで、道路状
態などが集約されて処理され、利用者へ提供される
こととなる。その中で、自動運転用のダイナミック
マップとして活用することで、安心・快適な自動運
転実用に寄与することも視野に入ってくる。
　最後に、国交省の先進的まちづくりシティコンペ
受賞など高い評価を得られたことは、今後の進化に
もプラスとなっている。
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できる。
　また、二輪車は、車線内において比較的自由な走
行軌跡をとることが可能であるため、一部の道路に
デッドホールなどが存在した場合、それを回避して
走行する場面がある。その場合でも、V2Xに搭載
された加速度センサーの計測値によって、回避行動
を特定・抽出することで、デッドホールの存在候補
地点を抽出することができる。候補地点を基準とし
て、走行映像による路面確認が必要な範囲を絞り込
むことが可能となり、処理時間の短縮化によって道
路管理の効率化実現に寄与できる（Fig.10は、テス
トコースによる回避行動の波形検出時の映像チェッ
クの画面例）。
　このように日本郵便のビジネスバイクにコネク
テッド機能を付加し、配達業務で網羅的に生活道路
を走行する際のデータを利用することで、先に述べ
た路面状況の現地調査が行き届かない生活道路の路

面凹凸の検出ができ、V2Xを介してデータ集約す
ることで、配達職員に新しい工数を増加することな
く、かつ意識させずに、きめ細かい道路状況の見守
りを実現できるようになる。
　2-3　社会実装を目的としたコネクテッド機能実装
　加古川市で実施している社会実装プロジェクト
は、持続可能な運用ができる官民連携ビジネスモデ
ルを想定している。そのためシステム構成に際して
は、過度に専用設計車両などを使用しない社会実装
可能な範囲で調達・構成した。コネクテッドカーに
ついても、既存の業務で使用している車両にV2X
や見守りタグ検知ユニットを追加設置して構成して
いる。日本郵便の配達業務用のビジネスバイクに対
しては、二輪車に対する限られた設置スペースの中
で、本来の配達業務用キャリアケースのスペース確
保を優先として、キャリアケースの内壁面へV2X
とBLE受信機を搭載した（Fig.11）。
　この際、機材全体に専用樹脂カバーを装着し、配
達対象物が機材とケース壁面の間に挟まってしまう
事態が発生しないよう実用性を確保した。一方で、
このように社会実装を前提とした業務遂行優先条件
下においては、必ずしもセンサーを信号検出に最適
な箇所に設置することが実行できない場合があり、
ここでも、後輪軸より後方にV2Xの加速度センサー
が設置されることになった。
　既存の市販されている多様な車種にコネクテッド
機能を搭載し、精度を補償できるデータ取得をする
ためには、車両寸法や動力特性が異なるため車種ご
とに、Fig.12に示すような使用条件における路面走
行を実施し、得られた教師データを用いて校正・標

まっている。
　日本においても、例えば、ITS第3期中期計画２）

では、社会普及を想定して「情報利活用のための基
盤づくり」、「多様な地域の実情に合ったITSの社会
実装」が取り組みテーマとして挙げられており、社
会実装に向けて地域の独自環境に適合したシステム
づくりが検討されている。加えて社会実装・普及に
関しては、持続可能なシステム構成が重要となる。
例えば、高機能センサーを実装した専用車両で特別
に限定された条件下で実現可能であっても、システ
ムを全国に普及するためには、車両の装備コストに
加えて、システムのランニングコストまで含めた対
費用効果や、システムによるQOL向上といった付
加価値が得られなければ、継続的な事業化は難しい。
　本稿では、上記の地域の実情に合った社会実装の
例として、兵庫県加古川市でのスマートシティ社会
実験プロジェクトにおけるコネクテッドカーの利活
用を紹介するとともに、その中で、現有の日本郵便
車両を活用した実用的なシステム構築を実現した工
夫点についても、併せて紹介する。

　2-1　プロジェクトの社会背景
　地域社会の抱える問題点として、子どもが対象と
なる事件や事故の発生が増加傾向にある。この状況
に対して、子どもの見守りやパトロールなどの安全
対策に関して満足している市民の割合は51.3％と低
く、登下校時を中心とした地域における安全確保に
対するニーズは高いという既往アンケート結果と
なっている３）。また、少子・高齢化に伴い、一人暮
らしの高齢者（特に認知症高齢者）の急増が予測さ
れ、加古川警察署管内においても、1カ月に10数件
の行方不明者の通報がある現状であり、高齢者の見
守りの必要性についても顕在化している。加えて、
市内の刑法犯罪発生状況をみると、集中箇所もある
が比較的広範囲で発生している（Fig.1）。
　このような状況に対して加古川市は、「子育て世
代からシニア世代まで誰もが健康で安心して暮らせ
るまち」、「生涯にわたって活躍できるまちの実現を
目指す姿」を掲げ、2016（平成28）年からICTを
活用した安心・安全な街づくり推進事業を公募型プ
ロジェクトとして実施してきた。プロジェクトでは、
上記の問題点の解決を目的として、市内全域での見
守りカメラ設置位置を検討し、刑法犯マップならび
に小学校周辺、通学路交差点（約200m～500m間隔）、

通学路に隣接する公園周辺・バス停周辺など、1校
区あたり50台程度×全28校区の約1,400カ所（案）
を選定した。2017（平成29）年から2カ年で、1,500
台の見守りカメラ設置・整備を進めている。
　社会実装する上では、市民の受容性も考慮する必
要がある。市全体を従来の防犯カメラでエリアすべ
てを見守っていくことは経済的のみならず、監視的
なイメージが強く、市民の積極的な意識向上にもつ
ながりにくい。そこでFig.2に示すように段階的な
実現・拡大、そして市民活用・参加へと展開するプ
ランニングがなされている。
　この際にプロジェクトのキーワードとなるICT
を活用した高度な見守りサービスの実現に際して
は、低照度対応カラーカメラシステムによる夜間対
応に加え、見守りタグ（BLEタグ：Bluetooth通信
の一部の低消費電力通信モードを利用した常時発信
タグ）受信機能を実装して、複数の見守りサービス
事業者へ情報を提供できるようにした点が挙げられ
る。このBLE受信ユニットは、無線接続し、通信
ユニットの通信/WEB簡易サーバー機能を組み合
わせることで、遠隔からの機器への操作とメンテナ
ンスができる。これにより、1,500台規模の設置に
おいても、効率の良い見守りカメラシステムを構築
している。
　これらのシステムは、Fig.3に示すように一体の
ドーム型ケースに収められ、防塵・防水「IP65準拠」
の高耐久性を実現しており、プロジェクトにおいて
継続的運用の検証がされている。
　Table 1は、システムを利用した見守りサービス
プラン例であり、2種類の推奨BLEタグがいずれも
軽量コンパクトであるため、小学生や認知症高齢者

Fig.2　ICTを活用したまちづくり推進計画における4つの視点と主要施策

Fig.3　固定式見守りカメラ設置形態と低照度対応カメラ性能５）

夜間でもカラー録画が可能。 （参考画像）スマートフォンで撮影 見守りカメラで撮影

　ここでは、本特集テーマにフォーカスし、走行・
移動する郵便車両にV2X機器を搭載し、コネクテッ
ドカーとしてシステム構成することで、動的な見守
りを可能にした事例を中心に紹介する。
　この取り組みの特徴は、V2Xにより、自車に活用

するデータのやり取り以外に、スマートシティ向け
見守りデータを担うことと、働くクルマである日本
郵便のビジネスバイクを活用している点にある。
1）コネクテッドカーによる見守りシステムの拡張
　V2X技術によるコネクテッドカーのプローブ
データ利活用は、東日本大震災や熊本地震にあるよ
うに、搭載車両のGPS位置データを集約すること
による通行実績マップの活用、また交通事故時の自
動救急コールなどの実用化が挙げられるが、これら
の利用は、主として車両利用者の安全・安心を向上

させる機能である。また、このようにプローブデー
タを非常時における活用に限定すると、システム運
用に際しての対費用効果を高めることが難しく、平
時にもシステムが利活用できることが実装価値を高
め、万一の際でも、スムーズに非常時モードに移行
して利用できるなど、持続可能なシステムを実現す
る上でも重要となる。
　このようなことから、先に述べた日本郵便の配達
車両に、V2X機能を含めた見守りカメラを搭載す
ることで、平常業務時に移動しながらBLEタグ探
査を可能とした。それにより、固定カメラの網羅で
きない範囲を動的に見守ることが可能となり、見守
りエリアの拡大を図ることができる。また、一番の
重要なことは、車両を運転する
郵便配達員にとっては、通常の
郵便業務に従事するだけで、車
載機器が自動的にBLEタグの検
知と映像を関連づけるため、見
守りサービスを付加することに
よる新たな負荷増加はないとい
う点である（Fig.7）。
　特に、日本郵便のビジネスバ
イクは、配達業務に伴い、街の
道路も網羅的に走行することか
ら市民の生活道路（市道主体）
を見守ることも可能となり、通

学路の交差点などを中心とした固定カメラを補完
する役割を担う。Fig.8は、本プロジェクトにおい
て見守りシステムを搭載している車両（加古川市
公用車／89台、ならびに日本郵便車両／174台）に
よるBLEタグの検知地点を示した分布地図である。
加古川市公用車が、主要幹線道上でのタグ検出が
中心であるのに対して、日本郵便車両は、その業
務形態に沿って、生活道路でのタグ検出が多数示
され、動的検知に対する優位性が明確化した結果
となっている。
2）コネクテッドカーによる道路状況の見守り
　プロジェクトにおける日本郵便車両に搭載してい
るV2Xシステムには、各種通信機能、GPSに加え

て3軸加速度センサー、CCDカメラも搭載しており、
一般的なプローブ車両としても活用できる。すなわ
ち、車両ごとに検出する各種信号・映像をサーバー
に蓄積することにより、時々刻々と変化する交通環
境を集約できる。この情報収集は、完全自動走行を
実現する上でのキーテクノロジーであるダイナミッ
クマップの生成に利用でき、ダイナミックマップを
利用する自動運転車の走行の安全・安心の向上につ
ながる。特にタイヤのスリップによるエネルギー消
費、加速度データや画像データから道路路面状況や
路面摩擦係数を推定することは、先行研究などでも
試みられ９）10）、そこから車両横すべり軽減システ
ム（ESC）やダイナミックマップに推定路面摩擦係
数をフィードバックするシステム提案等もなされて
いる。
　一方で、推定した道路路面状況を道路管理者に
V2Xを介して伝達することで、道路メンテナンス
の工数を効率化することも考えられる。特に路面舗
装のメンテナンスを決定する指標の一つであるIRI
（International Roughness Index）は、精度の良い
クラス1では水準計測、クラス2では専用のプロファ
イル測定装置などを用いて路面凹凸調査を行い、そ
の調査結果を用いて、QC（Quarter Car）モデルシ
ミュレーションによってIRIを計算する。また、簡
素なクラス4においても、パトロールカーに乗車し
た調査員の体感や目視によるIRIを推定するなど、
現地確認を実施する工数が掛かる11）。また、これら
の調査は主として、幹線道路、直轄道路ならびに
NEXCO管理道路といった交通量の多い道路が中心
になっており、生活道路を含む市町村道の道路管理
する地方自治体においては、膨大な市町村道 （全国
で総延長約106万km、道路統計年報／2017）に対
して、定期調査を実施することは現実的ではない。
このプロジェクトは、先に述べたように頻繁に生活

道路を配達業務走行する日本郵便車両の
搭載センサー値を利用して、路面状況の
簡易判定を実施することで、市町村にお
ける道路管理の現地路面調査工数の削減
を試みている。ここで対象としている市
道を主体とする生活道路は、昨今のゾー
ン30の設定の拡大にあるように、走行
速度が30km/h以下に制限されている箇
所が多い。そのため四輪車の場合、タイ
ヤ4本からの路面入力に対して、質量の
大きな車体側へ入力振動が減衰伝達され

ることから、特徴的な加速度が検出しづらい。また、
車輪の回転数が低いため、路面の凹凸などによるタ
イヤ表面でのエネルギー消費変動が小さいなどの理
由から、従来手法では路面凹凸の検出精度が低下す
る条件となる。それに対して、二輪車は前後二輪配
置のため、基本的に同一路面凹凸上を走行するので、
前後輪に対してある時間遅れをもって同一路面入力
が加えられる。また、車両質量が四輪車に比べて軽
量で、タイヤからの路面入力による車体振動波形が
比較的大きいことから、二輪車による検出が有利な
状況となる。
　プロジェクトでは、これらの状況を勘案し、筆者
の先行研究12）において検討提案した二輪車の前後
タイヤが路面凹凸を時間差で感知する特徴を用い
て、搭載されたV2Xユニットの3軸加速度データの
自己相関により、路面状態に起因する振動を特定す
ることで、生活道路の路面状態把握の精度向上を
図った。
　Fig.9は、単一車両において同一の市街路を周回
した際、図中の丸マーカーで示した地点が、上記
のアルゴリズムによって段差検出した地点例であ
る。マーカーの濃さは検出回数を示し、濃くなる
ほど同一地点での段差検出が複数あることを示す。
また、四角マーカーの現地調査における段差地点
は、調査員が直接目視にて路面凹凸を確認した位
置座標であり、現状では、コーナリングや加減速
の除外アルゴリズムの閾値のチューニング不足と
GPSのマルチパスの影響により、検出地点のずれ
などもみられるが、おおむね段差付近を検出する
ことが可能となっている。
　このように個々の走行データ内で加減速時や変速
時に検出不能や誤検出した箇所についても、複数車
両の毎日の配達業務によって蓄積される走行データ
を利用することで、欠落箇所を補完することが期待

準化することが望ましい。今回のプロジェクト実施
において影響した具体例としては、使用したビジネ
スバイクのマニュアル変速に起因する振動の除去処
理を行う必要があり、変速時の振動特性などを把握
し、データ処理アルゴリズムに反映させた。しかし、
実際上は多様な一般車両に対して校正実験を実施す
ることは難しい。現在は、IoT活用社会への移行が
行われる段階であり、搭載義務化を前提とした車種
設計がなされ、コネクテッドカーが一般に普及する
時期までは、このプロジェクトで実施したように車
両仕様をある範囲で限定することが可能な公用車、
業務使用車を中心としてシステム構成をすることが
実用的である。

　ここでは、兵庫県加古川市における総務省・加
古川市・日本郵便・ホンダの官民連携の見守りシ
ステムを題材に、コネクテッド技術の社会普及に
伴う安全・安心の実現への取り組み現状を紹介し
てきた。この加古川市のプロジェクトは、Fig.6 で

示した持続可能なスマートシティ化を目指してい
る。この第3章では、本報告のまとめとして、スマー
トシティ構想におけるコネクテッドカー関連事項
に絞り、今後のステップとその実現に向けた課題
などを述べる。
1）現状の働くクルマ活用での課題
　2-2節で紹介したように、プロジェクトの社会実
験として、加古川市公用車（89台）ならびに日本
郵便車両（174台）にV2Xを搭載し、コネクテッド
カーとして動的見守りシステムに活用することで、
固定カメラ（Fig.4）と車両による動的検知地点（Fig.8）
において、Fig.2に示す犯罪発生箇所を広くカバー
している。特に車両の動的システムで、固定カメラ
の少ない住宅地域の市道まで含め地理的エリアをカ
バーできることは大変有効であることが分かる。
　一方で、システムの可動時間帯として考えた場合、
固定カメラの24時間稼働に対して、ここで利用し
た公用車と日本郵便の稼働時間特性として、小学生
の登下校時間に関してはカバーすることができた
が、夜間は業務時間外であり、夜間の防犯や徘徊認



　昨今、自動車における技術話題として脱カーボン
や自動運転が大きく注目されている。その実現に向
けては、現在の高度運転支援システムの延長上にあ

る自動運転基盤技術（高度位置センシング、AI、
ダイナミックマップ他）の開発に加え、中国の自動
運転スマートシティ構想１）をはじめとした社会イ
ンフラの対応とそのインフラとクルマとを協調させ
るIoT技術であるコネクテッドカーの必要性も高

が携帯するにも容易であり、また後に示すプラット
フォームにより、タグ位置履歴表示もスマホアプリ
上で容易なインターフェースとなっている。加えて、
地方自治体である加古川市がシステム運用に加わっ
た官民連携システムであるため、個人情報の保護に
関する法律や個人情報保護条例を念頭に置きなが
ら、既設の防犯カメラ等の設置および管理に係る基
準をもとに「加古川市見守りカメラの設置及び運用
に関する条例」と「加古川市見守りカメラの設置及
び運用に関する条例施行規則」を制定し、適正かつ
厳格な情報管理を実現している。
　現時点では、加古川市内の約900カ所（2018年度
内に1,500カ所の設置推進中）にて見守りカメラが
稼働している（Fig.4）。また、それら見守りカメラ
による下校時の小学生の見守りタグ（お試し無料配
布1,000ユニット）の監視状態例をFig.5に示す。設
置目的に沿って小学校周辺でBLEタグ検知してい
ることが分かる。

　2-2　平時におけるコネクテッドカーの利活用実
　　　　験例
　前節では、固定カメラを中心とした見守りシステ
ムの概要を示したが、実際には、交差点や小学校周
辺の公園などを中心とした固定カメラだけでは、広
範囲な市内をカバーするには不十分となる。2017
（平成29）年からは先行プロジェクトを受けて、総
務省の平成29年度データ利活用型スマートシティ
推進事業に選定され、安全・安心分野での先行事業
のサービス拡張と多分野への取り組み拡大を試みて
いる。具体的には、共同研究としてプロジェクト参
画している日本郵便の配達車両に搭載したV2X（車
載通信）機器を活用したきめ細かい見守りサービス
の実現と、複数分野のデータの収集分析を行う基盤
（プラットフォーム）FIWAREを整備し、行政情報
ダッシュボードの公開による市保有データの可視
化・共有化の実現を目指している。これら全体の取
り組みイメージをFig.6に示す。

知症高齢者などの発見に対しては、さらなる考慮が
必要となる。例えば、Table 2に示すように、朝方
はゴミ収集のパッカー車や通勤車、昼間から夕方に
かけては民間車両、配送業車、夜間・深夜に関して
はタクシーなど、業務内容に応じた車両が見守りを
担うことで、時間帯で動的見守りシステムのカバー
率を向上させることができる。その際には、協力車
両に対するインセンティブなどをスマートシティ構
築の全体で検討していくこととなる。
2）スマートシティにおける安全・安心向上
　現在設置を進めている固定見守りカメラには、コ
ネクテッドカーとの通信機能(V2I)も予約設計され
ており、Wi-Fi高速接続技術を導入することで、局
所的かつ短時間に相互認証・接続を開始できる。こ
れにより、見通しの悪い道路において、接近してく
るコネクテッドカーに対して、見守りカメラを利用
して注意喚起などすることが、データサーバーを介
さずとも可能になり、交通安全の協調運転シティを
構築することができる。
3）自動運転用ダイナミックマップ用データ提供
　将来的に、Fig.6の図中に示すスマートシティ基
盤（FIWARE）に車両、インフラや交通参加者が
コネクテッド技術を介してつながることで、道路状
態などが集約されて処理され、利用者へ提供される
こととなる。その中で、自動運転用のダイナミック
マップとして活用することで、安心・快適な自動運
転実用に寄与することも視野に入ってくる。
　最後に、国交省の先進的まちづくりシティコンペ
受賞など高い評価を得られたことは、今後の進化に
もプラスとなっている。
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できる。
　また、二輪車は、車線内において比較的自由な走
行軌跡をとることが可能であるため、一部の道路に
デッドホールなどが存在した場合、それを回避して
走行する場面がある。その場合でも、V2Xに搭載
された加速度センサーの計測値によって、回避行動
を特定・抽出することで、デッドホールの存在候補
地点を抽出することができる。候補地点を基準とし
て、走行映像による路面確認が必要な範囲を絞り込
むことが可能となり、処理時間の短縮化によって道
路管理の効率化実現に寄与できる（Fig.10は、テス
トコースによる回避行動の波形検出時の映像チェッ
クの画面例）。
　このように日本郵便のビジネスバイクにコネク
テッド機能を付加し、配達業務で網羅的に生活道路
を走行する際のデータを利用することで、先に述べ
た路面状況の現地調査が行き届かない生活道路の路

面凹凸の検出ができ、V2Xを介してデータ集約す
ることで、配達職員に新しい工数を増加することな
く、かつ意識させずに、きめ細かい道路状況の見守
りを実現できるようになる。
　2-3　社会実装を目的としたコネクテッド機能実装
　加古川市で実施している社会実装プロジェクト
は、持続可能な運用ができる官民連携ビジネスモデ
ルを想定している。そのためシステム構成に際して
は、過度に専用設計車両などを使用しない社会実装
可能な範囲で調達・構成した。コネクテッドカーに
ついても、既存の業務で使用している車両にV2X
や見守りタグ検知ユニットを追加設置して構成して
いる。日本郵便の配達業務用のビジネスバイクに対
しては、二輪車に対する限られた設置スペースの中
で、本来の配達業務用キャリアケースのスペース確
保を優先として、キャリアケースの内壁面へV2X
とBLE受信機を搭載した（Fig.11）。
　この際、機材全体に専用樹脂カバーを装着し、配
達対象物が機材とケース壁面の間に挟まってしまう
事態が発生しないよう実用性を確保した。一方で、
このように社会実装を前提とした業務遂行優先条件
下においては、必ずしもセンサーを信号検出に最適
な箇所に設置することが実行できない場合があり、
ここでも、後輪軸より後方にV2Xの加速度センサー
が設置されることになった。
　既存の市販されている多様な車種にコネクテッド
機能を搭載し、精度を補償できるデータ取得をする
ためには、車両寸法や動力特性が異なるため車種ご
とに、Fig.12に示すような使用条件における路面走
行を実施し、得られた教師データを用いて校正・標
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まっている。
　日本においても、例えば、ITS第3期中期計画２）

では、社会普及を想定して「情報利活用のための基
盤づくり」、「多様な地域の実情に合ったITSの社会
実装」が取り組みテーマとして挙げられており、社
会実装に向けて地域の独自環境に適合したシステム
づくりが検討されている。加えて社会実装・普及に
関しては、持続可能なシステム構成が重要となる。
例えば、高機能センサーを実装した専用車両で特別
に限定された条件下で実現可能であっても、システ
ムを全国に普及するためには、車両の装備コストに
加えて、システムのランニングコストまで含めた対
費用効果や、システムによるQOL向上といった付
加価値が得られなければ、継続的な事業化は難しい。
　本稿では、上記の地域の実情に合った社会実装の
例として、兵庫県加古川市でのスマートシティ社会
実験プロジェクトにおけるコネクテッドカーの利活
用を紹介するとともに、その中で、現有の日本郵便
車両を活用した実用的なシステム構築を実現した工
夫点についても、併せて紹介する。

　2-1　プロジェクトの社会背景
　地域社会の抱える問題点として、子どもが対象と
なる事件や事故の発生が増加傾向にある。この状況
に対して、子どもの見守りやパトロールなどの安全
対策に関して満足している市民の割合は51.3％と低
く、登下校時を中心とした地域における安全確保に
対するニーズは高いという既往アンケート結果と
なっている３）。また、少子・高齢化に伴い、一人暮
らしの高齢者（特に認知症高齢者）の急増が予測さ
れ、加古川警察署管内においても、1カ月に10数件
の行方不明者の通報がある現状であり、高齢者の見
守りの必要性についても顕在化している。加えて、
市内の刑法犯罪発生状況をみると、集中箇所もある
が比較的広範囲で発生している（Fig.1）。
　このような状況に対して加古川市は、「子育て世
代からシニア世代まで誰もが健康で安心して暮らせ
るまち」、「生涯にわたって活躍できるまちの実現を
目指す姿」を掲げ、2016（平成28）年からICTを
活用した安心・安全な街づくり推進事業を公募型プ
ロジェクトとして実施してきた。プロジェクトでは、
上記の問題点の解決を目的として、市内全域での見
守りカメラ設置位置を検討し、刑法犯マップならび
に小学校周辺、通学路交差点（約200m～500m間隔）、

通学路に隣接する公園周辺・バス停周辺など、1校
区あたり50台程度×全28校区の約1,400カ所（案）
を選定した。2017（平成29）年から2カ年で、1,500
台の見守りカメラ設置・整備を進めている。
　社会実装する上では、市民の受容性も考慮する必
要がある。市全体を従来の防犯カメラでエリアすべ
てを見守っていくことは経済的のみならず、監視的
なイメージが強く、市民の積極的な意識向上にもつ
ながりにくい。そこでFig.2に示すように段階的な
実現・拡大、そして市民活用・参加へと展開するプ
ランニングがなされている。
　この際にプロジェクトのキーワードとなるICT
を活用した高度な見守りサービスの実現に際して
は、低照度対応カラーカメラシステムによる夜間対
応に加え、見守りタグ（BLEタグ：Bluetooth通信
の一部の低消費電力通信モードを利用した常時発信
タグ）受信機能を実装して、複数の見守りサービス
事業者へ情報を提供できるようにした点が挙げられ
る。このBLE受信ユニットは、無線接続し、通信
ユニットの通信/WEB簡易サーバー機能を組み合
わせることで、遠隔からの機器への操作とメンテナ
ンスができる。これにより、1,500台規模の設置に
おいても、効率の良い見守りカメラシステムを構築
している。
　これらのシステムは、Fig.3に示すように一体の
ドーム型ケースに収められ、防塵・防水「IP65準拠」
の高耐久性を実現しており、プロジェクトにおいて
継続的運用の検証がされている。
　Table 1は、システムを利用した見守りサービス
プラン例であり、2種類の推奨BLEタグがいずれも
軽量コンパクトであるため、小学生や認知症高齢者

　ここでは、本特集テーマにフォーカスし、走行・
移動する郵便車両にV2X機器を搭載し、コネクテッ
ドカーとしてシステム構成することで、動的な見守
りを可能にした事例を中心に紹介する。
　この取り組みの特徴は、V2Xにより、自車に活用

するデータのやり取り以外に、スマートシティ向け
見守りデータを担うことと、働くクルマである日本
郵便のビジネスバイクを活用している点にある。
1）コネクテッドカーによる見守りシステムの拡張
　V2X技術によるコネクテッドカーのプローブ
データ利活用は、東日本大震災や熊本地震にあるよ
うに、搭載車両のGPS位置データを集約すること
による通行実績マップの活用、また交通事故時の自
動救急コールなどの実用化が挙げられるが、これら
の利用は、主として車両利用者の安全・安心を向上

Table 1　加古川市見守りサービス比較表

Fig.4　見守りカメラ設置状況
（出典）加古川市HPかこナビ７）（2018 年 7月28日現在）

させる機能である。また、このようにプローブデー
タを非常時における活用に限定すると、システム運
用に際しての対費用効果を高めることが難しく、平
時にもシステムが利活用できることが実装価値を高
め、万一の際でも、スムーズに非常時モードに移行
して利用できるなど、持続可能なシステムを実現す
る上でも重要となる。
　このようなことから、先に述べた日本郵便の配達
車両に、V2X機能を含めた見守りカメラを搭載す
ることで、平常業務時に移動しながらBLEタグ探
査を可能とした。それにより、固定カメラの網羅で
きない範囲を動的に見守ることが可能となり、見守
りエリアの拡大を図ることができる。また、一番の
重要なことは、車両を運転する
郵便配達員にとっては、通常の
郵便業務に従事するだけで、車
載機器が自動的にBLEタグの検
知と映像を関連づけるため、見
守りサービスを付加することに
よる新たな負荷増加はないとい
う点である（Fig.7）。
　特に、日本郵便のビジネスバ
イクは、配達業務に伴い、街の
道路も網羅的に走行することか
ら市民の生活道路（市道主体）
を見守ることも可能となり、通

学路の交差点などを中心とした固定カメラを補完
する役割を担う。Fig.8は、本プロジェクトにおい
て見守りシステムを搭載している車両（加古川市
公用車／89台、ならびに日本郵便車両／174台）に
よるBLEタグの検知地点を示した分布地図である。
加古川市公用車が、主要幹線道上でのタグ検出が
中心であるのに対して、日本郵便車両は、その業
務形態に沿って、生活道路でのタグ検出が多数示
され、動的検知に対する優位性が明確化した結果
となっている。
2）コネクテッドカーによる道路状況の見守り
　プロジェクトにおける日本郵便車両に搭載してい
るV2Xシステムには、各種通信機能、GPSに加え

て3軸加速度センサー、CCDカメラも搭載しており、
一般的なプローブ車両としても活用できる。すなわ
ち、車両ごとに検出する各種信号・映像をサーバー
に蓄積することにより、時々刻々と変化する交通環
境を集約できる。この情報収集は、完全自動走行を
実現する上でのキーテクノロジーであるダイナミッ
クマップの生成に利用でき、ダイナミックマップを
利用する自動運転車の走行の安全・安心の向上につ
ながる。特にタイヤのスリップによるエネルギー消
費、加速度データや画像データから道路路面状況や
路面摩擦係数を推定することは、先行研究などでも
試みられ９）10）、そこから車両横すべり軽減システ
ム（ESC）やダイナミックマップに推定路面摩擦係
数をフィードバックするシステム提案等もなされて
いる。
　一方で、推定した道路路面状況を道路管理者に
V2Xを介して伝達することで、道路メンテナンス
の工数を効率化することも考えられる。特に路面舗
装のメンテナンスを決定する指標の一つであるIRI
（International Roughness Index）は、精度の良い
クラス1では水準計測、クラス2では専用のプロファ
イル測定装置などを用いて路面凹凸調査を行い、そ
の調査結果を用いて、QC（Quarter Car）モデルシ
ミュレーションによってIRIを計算する。また、簡
素なクラス4においても、パトロールカーに乗車し
た調査員の体感や目視によるIRIを推定するなど、
現地確認を実施する工数が掛かる11）。また、これら
の調査は主として、幹線道路、直轄道路ならびに
NEXCO管理道路といった交通量の多い道路が中心
になっており、生活道路を含む市町村道の道路管理
する地方自治体においては、膨大な市町村道 （全国
で総延長約106万km、道路統計年報／2017）に対
して、定期調査を実施することは現実的ではない。
このプロジェクトは、先に述べたように頻繁に生活

道路を配達業務走行する日本郵便車両の
搭載センサー値を利用して、路面状況の
簡易判定を実施することで、市町村にお
ける道路管理の現地路面調査工数の削減
を試みている。ここで対象としている市
道を主体とする生活道路は、昨今のゾー
ン30の設定の拡大にあるように、走行
速度が30km/h以下に制限されている箇
所が多い。そのため四輪車の場合、タイ
ヤ4本からの路面入力に対して、質量の
大きな車体側へ入力振動が減衰伝達され

ることから、特徴的な加速度が検出しづらい。また、
車輪の回転数が低いため、路面の凹凸などによるタ
イヤ表面でのエネルギー消費変動が小さいなどの理
由から、従来手法では路面凹凸の検出精度が低下す
る条件となる。それに対して、二輪車は前後二輪配
置のため、基本的に同一路面凹凸上を走行するので、
前後輪に対してある時間遅れをもって同一路面入力
が加えられる。また、車両質量が四輪車に比べて軽
量で、タイヤからの路面入力による車体振動波形が
比較的大きいことから、二輪車による検出が有利な
状況となる。
　プロジェクトでは、これらの状況を勘案し、筆者
の先行研究12）において検討提案した二輪車の前後
タイヤが路面凹凸を時間差で感知する特徴を用い
て、搭載されたV2Xユニットの3軸加速度データの
自己相関により、路面状態に起因する振動を特定す
ることで、生活道路の路面状態把握の精度向上を
図った。
　Fig.9は、単一車両において同一の市街路を周回
した際、図中の丸マーカーで示した地点が、上記
のアルゴリズムによって段差検出した地点例であ
る。マーカーの濃さは検出回数を示し、濃くなる
ほど同一地点での段差検出が複数あることを示す。
また、四角マーカーの現地調査における段差地点
は、調査員が直接目視にて路面凹凸を確認した位
置座標であり、現状では、コーナリングや加減速
の除外アルゴリズムの閾値のチューニング不足と
GPSのマルチパスの影響により、検出地点のずれ
などもみられるが、おおむね段差付近を検出する
ことが可能となっている。
　このように個々の走行データ内で加減速時や変速
時に検出不能や誤検出した箇所についても、複数車
両の毎日の配達業務によって蓄積される走行データ
を利用することで、欠落箇所を補完することが期待

準化することが望ましい。今回のプロジェクト実施
において影響した具体例としては、使用したビジネ
スバイクのマニュアル変速に起因する振動の除去処
理を行う必要があり、変速時の振動特性などを把握
し、データ処理アルゴリズムに反映させた。しかし、
実際上は多様な一般車両に対して校正実験を実施す
ることは難しい。現在は、IoT活用社会への移行が
行われる段階であり、搭載義務化を前提とした車種
設計がなされ、コネクテッドカーが一般に普及する
時期までは、このプロジェクトで実施したように車
両仕様をある範囲で限定することが可能な公用車、
業務使用車を中心としてシステム構成をすることが
実用的である。

　ここでは、兵庫県加古川市における総務省・加
古川市・日本郵便・ホンダの官民連携の見守りシ
ステムを題材に、コネクテッド技術の社会普及に
伴う安全・安心の実現への取り組み現状を紹介し
てきた。この加古川市のプロジェクトは、Fig.6 で

示した持続可能なスマートシティ化を目指してい
る。この第3章では、本報告のまとめとして、スマー
トシティ構想におけるコネクテッドカー関連事項
に絞り、今後のステップとその実現に向けた課題
などを述べる。
1）現状の働くクルマ活用での課題
　2-2節で紹介したように、プロジェクトの社会実
験として、加古川市公用車（89台）ならびに日本
郵便車両（174台）にV2Xを搭載し、コネクテッド
カーとして動的見守りシステムに活用することで、
固定カメラ（Fig.4）と車両による動的検知地点（Fig.8）
において、Fig.2に示す犯罪発生箇所を広くカバー
している。特に車両の動的システムで、固定カメラ
の少ない住宅地域の市道まで含め地理的エリアをカ
バーできることは大変有効であることが分かる。
　一方で、システムの可動時間帯として考えた場合、
固定カメラの24時間稼働に対して、ここで利用し
た公用車と日本郵便の稼働時間特性として、小学生
の登下校時間に関してはカバーすることができた
が、夜間は業務時間外であり、夜間の防犯や徘徊認

（出典）加古川市６）

Fig.5　下校時（16:10）の見守りタグ（BLEタグ）検出状況



　昨今、自動車における技術話題として脱カーボン
や自動運転が大きく注目されている。その実現に向
けては、現在の高度運転支援システムの延長上にあ

る自動運転基盤技術（高度位置センシング、AI、
ダイナミックマップ他）の開発に加え、中国の自動
運転スマートシティ構想１）をはじめとした社会イ
ンフラの対応とそのインフラとクルマとを協調させ
るIoT技術であるコネクテッドカーの必要性も高

が携帯するにも容易であり、また後に示すプラット
フォームにより、タグ位置履歴表示もスマホアプリ
上で容易なインターフェースとなっている。加えて、
地方自治体である加古川市がシステム運用に加わっ
た官民連携システムであるため、個人情報の保護に
関する法律や個人情報保護条例を念頭に置きなが
ら、既設の防犯カメラ等の設置および管理に係る基
準をもとに「加古川市見守りカメラの設置及び運用
に関する条例」と「加古川市見守りカメラの設置及
び運用に関する条例施行規則」を制定し、適正かつ
厳格な情報管理を実現している。
　現時点では、加古川市内の約900カ所（2018年度
内に1,500カ所の設置推進中）にて見守りカメラが
稼働している（Fig.4）。また、それら見守りカメラ
による下校時の小学生の見守りタグ（お試し無料配
布1,000ユニット）の監視状態例をFig.5に示す。設
置目的に沿って小学校周辺でBLEタグ検知してい
ることが分かる。

　2-2　平時におけるコネクテッドカーの利活用実
　　　　験例
　前節では、固定カメラを中心とした見守りシステ
ムの概要を示したが、実際には、交差点や小学校周
辺の公園などを中心とした固定カメラだけでは、広
範囲な市内をカバーするには不十分となる。2017
（平成29）年からは先行プロジェクトを受けて、総
務省の平成29年度データ利活用型スマートシティ
推進事業に選定され、安全・安心分野での先行事業
のサービス拡張と多分野への取り組み拡大を試みて
いる。具体的には、共同研究としてプロジェクト参
画している日本郵便の配達車両に搭載したV2X（車
載通信）機器を活用したきめ細かい見守りサービス
の実現と、複数分野のデータの収集分析を行う基盤
（プラットフォーム）FIWAREを整備し、行政情報
ダッシュボードの公開による市保有データの可視
化・共有化の実現を目指している。これら全体の取
り組みイメージをFig.6に示す。

知症高齢者などの発見に対しては、さらなる考慮が
必要となる。例えば、Table 2に示すように、朝方
はゴミ収集のパッカー車や通勤車、昼間から夕方に
かけては民間車両、配送業車、夜間・深夜に関して
はタクシーなど、業務内容に応じた車両が見守りを
担うことで、時間帯で動的見守りシステムのカバー
率を向上させることができる。その際には、協力車
両に対するインセンティブなどをスマートシティ構
築の全体で検討していくこととなる。
2）スマートシティにおける安全・安心向上
　現在設置を進めている固定見守りカメラには、コ
ネクテッドカーとの通信機能(V2I)も予約設計され
ており、Wi-Fi高速接続技術を導入することで、局
所的かつ短時間に相互認証・接続を開始できる。こ
れにより、見通しの悪い道路において、接近してく
るコネクテッドカーに対して、見守りカメラを利用
して注意喚起などすることが、データサーバーを介
さずとも可能になり、交通安全の協調運転シティを
構築することができる。
3）自動運転用ダイナミックマップ用データ提供
　将来的に、Fig.6の図中に示すスマートシティ基
盤（FIWARE）に車両、インフラや交通参加者が
コネクテッド技術を介してつながることで、道路状
態などが集約されて処理され、利用者へ提供される
こととなる。その中で、自動運転用のダイナミック
マップとして活用することで、安心・快適な自動運
転実用に寄与することも視野に入ってくる。
　最後に、国交省の先進的まちづくりシティコンペ
受賞など高い評価を得られたことは、今後の進化に
もプラスとなっている。
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できる。
　また、二輪車は、車線内において比較的自由な走
行軌跡をとることが可能であるため、一部の道路に
デッドホールなどが存在した場合、それを回避して
走行する場面がある。その場合でも、V2Xに搭載
された加速度センサーの計測値によって、回避行動
を特定・抽出することで、デッドホールの存在候補
地点を抽出することができる。候補地点を基準とし
て、走行映像による路面確認が必要な範囲を絞り込
むことが可能となり、処理時間の短縮化によって道
路管理の効率化実現に寄与できる（Fig.10は、テス
トコースによる回避行動の波形検出時の映像チェッ
クの画面例）。
　このように日本郵便のビジネスバイクにコネク
テッド機能を付加し、配達業務で網羅的に生活道路
を走行する際のデータを利用することで、先に述べ
た路面状況の現地調査が行き届かない生活道路の路

面凹凸の検出ができ、V2Xを介してデータ集約す
ることで、配達職員に新しい工数を増加することな
く、かつ意識させずに、きめ細かい道路状況の見守
りを実現できるようになる。
　2-3　社会実装を目的としたコネクテッド機能実装
　加古川市で実施している社会実装プロジェクト
は、持続可能な運用ができる官民連携ビジネスモデ
ルを想定している。そのためシステム構成に際して
は、過度に専用設計車両などを使用しない社会実装
可能な範囲で調達・構成した。コネクテッドカーに
ついても、既存の業務で使用している車両にV2X
や見守りタグ検知ユニットを追加設置して構成して
いる。日本郵便の配達業務用のビジネスバイクに対
しては、二輪車に対する限られた設置スペースの中
で、本来の配達業務用キャリアケースのスペース確
保を優先として、キャリアケースの内壁面へV2X
とBLE受信機を搭載した（Fig.11）。
　この際、機材全体に専用樹脂カバーを装着し、配
達対象物が機材とケース壁面の間に挟まってしまう
事態が発生しないよう実用性を確保した。一方で、
このように社会実装を前提とした業務遂行優先条件
下においては、必ずしもセンサーを信号検出に最適
な箇所に設置することが実行できない場合があり、
ここでも、後輪軸より後方にV2Xの加速度センサー
が設置されることになった。
　既存の市販されている多様な車種にコネクテッド
機能を搭載し、精度を補償できるデータ取得をする
ためには、車両寸法や動力特性が異なるため車種ご
とに、Fig.12に示すような使用条件における路面走
行を実施し、得られた教師データを用いて校正・標

（ 63 ）
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まっている。
　日本においても、例えば、ITS第3期中期計画２）

では、社会普及を想定して「情報利活用のための基
盤づくり」、「多様な地域の実情に合ったITSの社会
実装」が取り組みテーマとして挙げられており、社
会実装に向けて地域の独自環境に適合したシステム
づくりが検討されている。加えて社会実装・普及に
関しては、持続可能なシステム構成が重要となる。
例えば、高機能センサーを実装した専用車両で特別
に限定された条件下で実現可能であっても、システ
ムを全国に普及するためには、車両の装備コストに
加えて、システムのランニングコストまで含めた対
費用効果や、システムによるQOL向上といった付
加価値が得られなければ、継続的な事業化は難しい。
　本稿では、上記の地域の実情に合った社会実装の
例として、兵庫県加古川市でのスマートシティ社会
実験プロジェクトにおけるコネクテッドカーの利活
用を紹介するとともに、その中で、現有の日本郵便
車両を活用した実用的なシステム構築を実現した工
夫点についても、併せて紹介する。

　2-1　プロジェクトの社会背景
　地域社会の抱える問題点として、子どもが対象と
なる事件や事故の発生が増加傾向にある。この状況
に対して、子どもの見守りやパトロールなどの安全
対策に関して満足している市民の割合は51.3％と低
く、登下校時を中心とした地域における安全確保に
対するニーズは高いという既往アンケート結果と
なっている３）。また、少子・高齢化に伴い、一人暮
らしの高齢者（特に認知症高齢者）の急増が予測さ
れ、加古川警察署管内においても、1カ月に10数件
の行方不明者の通報がある現状であり、高齢者の見
守りの必要性についても顕在化している。加えて、
市内の刑法犯罪発生状況をみると、集中箇所もある
が比較的広範囲で発生している（Fig.1）。
　このような状況に対して加古川市は、「子育て世
代からシニア世代まで誰もが健康で安心して暮らせ
るまち」、「生涯にわたって活躍できるまちの実現を
目指す姿」を掲げ、2016（平成28）年からICTを
活用した安心・安全な街づくり推進事業を公募型プ
ロジェクトとして実施してきた。プロジェクトでは、
上記の問題点の解決を目的として、市内全域での見
守りカメラ設置位置を検討し、刑法犯マップならび
に小学校周辺、通学路交差点（約200m～500m間隔）、

通学路に隣接する公園周辺・バス停周辺など、1校
区あたり50台程度×全28校区の約1,400カ所（案）
を選定した。2017（平成29）年から2カ年で、1,500
台の見守りカメラ設置・整備を進めている。
　社会実装する上では、市民の受容性も考慮する必
要がある。市全体を従来の防犯カメラでエリアすべ
てを見守っていくことは経済的のみならず、監視的
なイメージが強く、市民の積極的な意識向上にもつ
ながりにくい。そこでFig.2に示すように段階的な
実現・拡大、そして市民活用・参加へと展開するプ
ランニングがなされている。
　この際にプロジェクトのキーワードとなるICT
を活用した高度な見守りサービスの実現に際して
は、低照度対応カラーカメラシステムによる夜間対
応に加え、見守りタグ（BLEタグ：Bluetooth通信
の一部の低消費電力通信モードを利用した常時発信
タグ）受信機能を実装して、複数の見守りサービス
事業者へ情報を提供できるようにした点が挙げられ
る。このBLE受信ユニットは、無線接続し、通信
ユニットの通信/WEB簡易サーバー機能を組み合
わせることで、遠隔からの機器への操作とメンテナ
ンスができる。これにより、1,500台規模の設置に
おいても、効率の良い見守りカメラシステムを構築
している。
　これらのシステムは、Fig.3に示すように一体の
ドーム型ケースに収められ、防塵・防水「IP65準拠」
の高耐久性を実現しており、プロジェクトにおいて
継続的運用の検証がされている。
　Table 1は、システムを利用した見守りサービス
プラン例であり、2種類の推奨BLEタグがいずれも
軽量コンパクトであるため、小学生や認知症高齢者

　ここでは、本特集テーマにフォーカスし、走行・
移動する郵便車両にV2X機器を搭載し、コネクテッ
ドカーとしてシステム構成することで、動的な見守
りを可能にした事例を中心に紹介する。
　この取り組みの特徴は、V2Xにより、自車に活用

するデータのやり取り以外に、スマートシティ向け
見守りデータを担うことと、働くクルマである日本
郵便のビジネスバイクを活用している点にある。
1）コネクテッドカーによる見守りシステムの拡張
　V2X技術によるコネクテッドカーのプローブ
データ利活用は、東日本大震災や熊本地震にあるよ
うに、搭載車両のGPS位置データを集約すること
による通行実績マップの活用、また交通事故時の自
動救急コールなどの実用化が挙げられるが、これら
の利用は、主として車両利用者の安全・安心を向上

させる機能である。また、このようにプローブデー
タを非常時における活用に限定すると、システム運
用に際しての対費用効果を高めることが難しく、平
時にもシステムが利活用できることが実装価値を高
め、万一の際でも、スムーズに非常時モードに移行
して利用できるなど、持続可能なシステムを実現す
る上でも重要となる。
　このようなことから、先に述べた日本郵便の配達
車両に、V2X機能を含めた見守りカメラを搭載す
ることで、平常業務時に移動しながらBLEタグ探
査を可能とした。それにより、固定カメラの網羅で
きない範囲を動的に見守ることが可能となり、見守
りエリアの拡大を図ることができる。また、一番の
重要なことは、車両を運転する
郵便配達員にとっては、通常の
郵便業務に従事するだけで、車
載機器が自動的にBLEタグの検
知と映像を関連づけるため、見
守りサービスを付加することに
よる新たな負荷増加はないとい
う点である（Fig.7）。
　特に、日本郵便のビジネスバ
イクは、配達業務に伴い、街の
道路も網羅的に走行することか
ら市民の生活道路（市道主体）
を見守ることも可能となり、通

学路の交差点などを中心とした固定カメラを補完
する役割を担う。Fig.8は、本プロジェクトにおい
て見守りシステムを搭載している車両（加古川市
公用車／89台、ならびに日本郵便車両／174台）に
よるBLEタグの検知地点を示した分布地図である。
加古川市公用車が、主要幹線道上でのタグ検出が
中心であるのに対して、日本郵便車両は、その業
務形態に沿って、生活道路でのタグ検出が多数示
され、動的検知に対する優位性が明確化した結果
となっている。
2）コネクテッドカーによる道路状況の見守り
　プロジェクトにおける日本郵便車両に搭載してい
るV2Xシステムには、各種通信機能、GPSに加え

Fig.7　コネクテッドカーを含めた見守りサービス管理システム５）

て3軸加速度センサー、CCDカメラも搭載しており、
一般的なプローブ車両としても活用できる。すなわ
ち、車両ごとに検出する各種信号・映像をサーバー
に蓄積することにより、時々刻々と変化する交通環
境を集約できる。この情報収集は、完全自動走行を
実現する上でのキーテクノロジーであるダイナミッ
クマップの生成に利用でき、ダイナミックマップを
利用する自動運転車の走行の安全・安心の向上につ
ながる。特にタイヤのスリップによるエネルギー消
費、加速度データや画像データから道路路面状況や
路面摩擦係数を推定することは、先行研究などでも
試みられ９）10）、そこから車両横すべり軽減システ
ム（ESC）やダイナミックマップに推定路面摩擦係
数をフィードバックするシステム提案等もなされて
いる。
　一方で、推定した道路路面状況を道路管理者に
V2Xを介して伝達することで、道路メンテナンス
の工数を効率化することも考えられる。特に路面舗
装のメンテナンスを決定する指標の一つであるIRI
（International Roughness Index）は、精度の良い
クラス1では水準計測、クラス2では専用のプロファ
イル測定装置などを用いて路面凹凸調査を行い、そ
の調査結果を用いて、QC（Quarter Car）モデルシ
ミュレーションによってIRIを計算する。また、簡
素なクラス4においても、パトロールカーに乗車し
た調査員の体感や目視によるIRIを推定するなど、
現地確認を実施する工数が掛かる11）。また、これら
の調査は主として、幹線道路、直轄道路ならびに
NEXCO管理道路といった交通量の多い道路が中心
になっており、生活道路を含む市町村道の道路管理
する地方自治体においては、膨大な市町村道 （全国
で総延長約106万km、道路統計年報／2017）に対
して、定期調査を実施することは現実的ではない。
このプロジェクトは、先に述べたように頻繁に生活

道路を配達業務走行する日本郵便車両の
搭載センサー値を利用して、路面状況の
簡易判定を実施することで、市町村にお
ける道路管理の現地路面調査工数の削減
を試みている。ここで対象としている市
道を主体とする生活道路は、昨今のゾー
ン30の設定の拡大にあるように、走行
速度が30km/h以下に制限されている箇
所が多い。そのため四輪車の場合、タイ
ヤ4本からの路面入力に対して、質量の
大きな車体側へ入力振動が減衰伝達され

ることから、特徴的な加速度が検出しづらい。また、
車輪の回転数が低いため、路面の凹凸などによるタ
イヤ表面でのエネルギー消費変動が小さいなどの理
由から、従来手法では路面凹凸の検出精度が低下す
る条件となる。それに対して、二輪車は前後二輪配
置のため、基本的に同一路面凹凸上を走行するので、
前後輪に対してある時間遅れをもって同一路面入力
が加えられる。また、車両質量が四輪車に比べて軽
量で、タイヤからの路面入力による車体振動波形が
比較的大きいことから、二輪車による検出が有利な
状況となる。
　プロジェクトでは、これらの状況を勘案し、筆者
の先行研究12）において検討提案した二輪車の前後
タイヤが路面凹凸を時間差で感知する特徴を用い
て、搭載されたV2Xユニットの3軸加速度データの
自己相関により、路面状態に起因する振動を特定す
ることで、生活道路の路面状態把握の精度向上を
図った。
　Fig.9は、単一車両において同一の市街路を周回
した際、図中の丸マーカーで示した地点が、上記
のアルゴリズムによって段差検出した地点例であ
る。マーカーの濃さは検出回数を示し、濃くなる
ほど同一地点での段差検出が複数あることを示す。
また、四角マーカーの現地調査における段差地点
は、調査員が直接目視にて路面凹凸を確認した位
置座標であり、現状では、コーナリングや加減速
の除外アルゴリズムの閾値のチューニング不足と
GPSのマルチパスの影響により、検出地点のずれ
などもみられるが、おおむね段差付近を検出する
ことが可能となっている。
　このように個々の走行データ内で加減速時や変速
時に検出不能や誤検出した箇所についても、複数車
両の毎日の配達業務によって蓄積される走行データ
を利用することで、欠落箇所を補完することが期待

準化することが望ましい。今回のプロジェクト実施
において影響した具体例としては、使用したビジネ
スバイクのマニュアル変速に起因する振動の除去処
理を行う必要があり、変速時の振動特性などを把握
し、データ処理アルゴリズムに反映させた。しかし、
実際上は多様な一般車両に対して校正実験を実施す
ることは難しい。現在は、IoT活用社会への移行が
行われる段階であり、搭載義務化を前提とした車種
設計がなされ、コネクテッドカーが一般に普及する
時期までは、このプロジェクトで実施したように車
両仕様をある範囲で限定することが可能な公用車、
業務使用車を中心としてシステム構成をすることが
実用的である。

　ここでは、兵庫県加古川市における総務省・加
古川市・日本郵便・ホンダの官民連携の見守りシ
ステムを題材に、コネクテッド技術の社会普及に
伴う安全・安心の実現への取り組み現状を紹介し
てきた。この加古川市のプロジェクトは、Fig.6 で

示した持続可能なスマートシティ化を目指してい
る。この第3章では、本報告のまとめとして、スマー
トシティ構想におけるコネクテッドカー関連事項
に絞り、今後のステップとその実現に向けた課題
などを述べる。
1）現状の働くクルマ活用での課題
　2-2節で紹介したように、プロジェクトの社会実
験として、加古川市公用車（89台）ならびに日本
郵便車両（174台）にV2Xを搭載し、コネクテッド
カーとして動的見守りシステムに活用することで、
固定カメラ（Fig.4）と車両による動的検知地点（Fig.8）
において、Fig.2に示す犯罪発生箇所を広くカバー
している。特に車両の動的システムで、固定カメラ
の少ない住宅地域の市道まで含め地理的エリアをカ
バーできることは大変有効であることが分かる。
　一方で、システムの可動時間帯として考えた場合、
固定カメラの24時間稼働に対して、ここで利用し
た公用車と日本郵便の稼働時間特性として、小学生
の登下校時間に関してはカバーすることができた
が、夜間は業務時間外であり、夜間の防犯や徘徊認

Fig.6　加古川市見守りサービス全体取り組み
（出典）加古川市８）



　昨今、自動車における技術話題として脱カーボン
や自動運転が大きく注目されている。その実現に向
けては、現在の高度運転支援システムの延長上にあ

る自動運転基盤技術（高度位置センシング、AI、
ダイナミックマップ他）の開発に加え、中国の自動
運転スマートシティ構想１）をはじめとした社会イ
ンフラの対応とそのインフラとクルマとを協調させ
るIoT技術であるコネクテッドカーの必要性も高

が携帯するにも容易であり、また後に示すプラット
フォームにより、タグ位置履歴表示もスマホアプリ
上で容易なインターフェースとなっている。加えて、
地方自治体である加古川市がシステム運用に加わっ
た官民連携システムであるため、個人情報の保護に
関する法律や個人情報保護条例を念頭に置きなが
ら、既設の防犯カメラ等の設置および管理に係る基
準をもとに「加古川市見守りカメラの設置及び運用
に関する条例」と「加古川市見守りカメラの設置及
び運用に関する条例施行規則」を制定し、適正かつ
厳格な情報管理を実現している。
　現時点では、加古川市内の約900カ所（2018年度
内に1,500カ所の設置推進中）にて見守りカメラが
稼働している（Fig.4）。また、それら見守りカメラ
による下校時の小学生の見守りタグ（お試し無料配
布1,000ユニット）の監視状態例をFig.5に示す。設
置目的に沿って小学校周辺でBLEタグ検知してい
ることが分かる。

　2-2　平時におけるコネクテッドカーの利活用実
　　　　験例
　前節では、固定カメラを中心とした見守りシステ
ムの概要を示したが、実際には、交差点や小学校周
辺の公園などを中心とした固定カメラだけでは、広
範囲な市内をカバーするには不十分となる。2017
（平成29）年からは先行プロジェクトを受けて、総
務省の平成29年度データ利活用型スマートシティ
推進事業に選定され、安全・安心分野での先行事業
のサービス拡張と多分野への取り組み拡大を試みて
いる。具体的には、共同研究としてプロジェクト参
画している日本郵便の配達車両に搭載したV2X（車
載通信）機器を活用したきめ細かい見守りサービス
の実現と、複数分野のデータの収集分析を行う基盤
（プラットフォーム）FIWAREを整備し、行政情報
ダッシュボードの公開による市保有データの可視
化・共有化の実現を目指している。これら全体の取
り組みイメージをFig.6に示す。

知症高齢者などの発見に対しては、さらなる考慮が
必要となる。例えば、Table 2に示すように、朝方
はゴミ収集のパッカー車や通勤車、昼間から夕方に
かけては民間車両、配送業車、夜間・深夜に関して
はタクシーなど、業務内容に応じた車両が見守りを
担うことで、時間帯で動的見守りシステムのカバー
率を向上させることができる。その際には、協力車
両に対するインセンティブなどをスマートシティ構
築の全体で検討していくこととなる。
2）スマートシティにおける安全・安心向上
　現在設置を進めている固定見守りカメラには、コ
ネクテッドカーとの通信機能(V2I)も予約設計され
ており、Wi-Fi高速接続技術を導入することで、局
所的かつ短時間に相互認証・接続を開始できる。こ
れにより、見通しの悪い道路において、接近してく
るコネクテッドカーに対して、見守りカメラを利用
して注意喚起などすることが、データサーバーを介
さずとも可能になり、交通安全の協調運転シティを
構築することができる。
3）自動運転用ダイナミックマップ用データ提供
　将来的に、Fig.6の図中に示すスマートシティ基
盤（FIWARE）に車両、インフラや交通参加者が
コネクテッド技術を介してつながることで、道路状
態などが集約されて処理され、利用者へ提供される
こととなる。その中で、自動運転用のダイナミック
マップとして活用することで、安心・快適な自動運
転実用に寄与することも視野に入ってくる。
　最後に、国交省の先進的まちづくりシティコンペ
受賞など高い評価を得られたことは、今後の進化に
もプラスとなっている。
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できる。
　また、二輪車は、車線内において比較的自由な走
行軌跡をとることが可能であるため、一部の道路に
デッドホールなどが存在した場合、それを回避して
走行する場面がある。その場合でも、V2Xに搭載
された加速度センサーの計測値によって、回避行動
を特定・抽出することで、デッドホールの存在候補
地点を抽出することができる。候補地点を基準とし
て、走行映像による路面確認が必要な範囲を絞り込
むことが可能となり、処理時間の短縮化によって道
路管理の効率化実現に寄与できる（Fig.10は、テス
トコースによる回避行動の波形検出時の映像チェッ
クの画面例）。
　このように日本郵便のビジネスバイクにコネク
テッド機能を付加し、配達業務で網羅的に生活道路
を走行する際のデータを利用することで、先に述べ
た路面状況の現地調査が行き届かない生活道路の路

面凹凸の検出ができ、V2Xを介してデータ集約す
ることで、配達職員に新しい工数を増加することな
く、かつ意識させずに、きめ細かい道路状況の見守
りを実現できるようになる。
　2-3　社会実装を目的としたコネクテッド機能実装
　加古川市で実施している社会実装プロジェクト
は、持続可能な運用ができる官民連携ビジネスモデ
ルを想定している。そのためシステム構成に際して
は、過度に専用設計車両などを使用しない社会実装
可能な範囲で調達・構成した。コネクテッドカーに
ついても、既存の業務で使用している車両にV2X
や見守りタグ検知ユニットを追加設置して構成して
いる。日本郵便の配達業務用のビジネスバイクに対
しては、二輪車に対する限られた設置スペースの中
で、本来の配達業務用キャリアケースのスペース確
保を優先として、キャリアケースの内壁面へV2X
とBLE受信機を搭載した（Fig.11）。
　この際、機材全体に専用樹脂カバーを装着し、配
達対象物が機材とケース壁面の間に挟まってしまう
事態が発生しないよう実用性を確保した。一方で、
このように社会実装を前提とした業務遂行優先条件
下においては、必ずしもセンサーを信号検出に最適
な箇所に設置することが実行できない場合があり、
ここでも、後輪軸より後方にV2Xの加速度センサー
が設置されることになった。
　既存の市販されている多様な車種にコネクテッド
機能を搭載し、精度を補償できるデータ取得をする
ためには、車両寸法や動力特性が異なるため車種ご
とに、Fig.12に示すような使用条件における路面走
行を実施し、得られた教師データを用いて校正・標

まっている。
　日本においても、例えば、ITS第3期中期計画２）

では、社会普及を想定して「情報利活用のための基
盤づくり」、「多様な地域の実情に合ったITSの社会
実装」が取り組みテーマとして挙げられており、社
会実装に向けて地域の独自環境に適合したシステム
づくりが検討されている。加えて社会実装・普及に
関しては、持続可能なシステム構成が重要となる。
例えば、高機能センサーを実装した専用車両で特別
に限定された条件下で実現可能であっても、システ
ムを全国に普及するためには、車両の装備コストに
加えて、システムのランニングコストまで含めた対
費用効果や、システムによるQOL向上といった付
加価値が得られなければ、継続的な事業化は難しい。
　本稿では、上記の地域の実情に合った社会実装の
例として、兵庫県加古川市でのスマートシティ社会
実験プロジェクトにおけるコネクテッドカーの利活
用を紹介するとともに、その中で、現有の日本郵便
車両を活用した実用的なシステム構築を実現した工
夫点についても、併せて紹介する。

　2-1　プロジェクトの社会背景
　地域社会の抱える問題点として、子どもが対象と
なる事件や事故の発生が増加傾向にある。この状況
に対して、子どもの見守りやパトロールなどの安全
対策に関して満足している市民の割合は51.3％と低
く、登下校時を中心とした地域における安全確保に
対するニーズは高いという既往アンケート結果と
なっている３）。また、少子・高齢化に伴い、一人暮
らしの高齢者（特に認知症高齢者）の急増が予測さ
れ、加古川警察署管内においても、1カ月に10数件
の行方不明者の通報がある現状であり、高齢者の見
守りの必要性についても顕在化している。加えて、
市内の刑法犯罪発生状況をみると、集中箇所もある
が比較的広範囲で発生している（Fig.1）。
　このような状況に対して加古川市は、「子育て世
代からシニア世代まで誰もが健康で安心して暮らせ
るまち」、「生涯にわたって活躍できるまちの実現を
目指す姿」を掲げ、2016（平成28）年からICTを
活用した安心・安全な街づくり推進事業を公募型プ
ロジェクトとして実施してきた。プロジェクトでは、
上記の問題点の解決を目的として、市内全域での見
守りカメラ設置位置を検討し、刑法犯マップならび
に小学校周辺、通学路交差点（約200m～500m間隔）、

通学路に隣接する公園周辺・バス停周辺など、1校
区あたり50台程度×全28校区の約1,400カ所（案）
を選定した。2017（平成29）年から2カ年で、1,500
台の見守りカメラ設置・整備を進めている。
　社会実装する上では、市民の受容性も考慮する必
要がある。市全体を従来の防犯カメラでエリアすべ
てを見守っていくことは経済的のみならず、監視的
なイメージが強く、市民の積極的な意識向上にもつ
ながりにくい。そこでFig.2に示すように段階的な
実現・拡大、そして市民活用・参加へと展開するプ
ランニングがなされている。
　この際にプロジェクトのキーワードとなるICT
を活用した高度な見守りサービスの実現に際して
は、低照度対応カラーカメラシステムによる夜間対
応に加え、見守りタグ（BLEタグ：Bluetooth通信
の一部の低消費電力通信モードを利用した常時発信
タグ）受信機能を実装して、複数の見守りサービス
事業者へ情報を提供できるようにした点が挙げられ
る。このBLE受信ユニットは、無線接続し、通信
ユニットの通信/WEB簡易サーバー機能を組み合
わせることで、遠隔からの機器への操作とメンテナ
ンスができる。これにより、1,500台規模の設置に
おいても、効率の良い見守りカメラシステムを構築
している。
　これらのシステムは、Fig.3に示すように一体の
ドーム型ケースに収められ、防塵・防水「IP65準拠」
の高耐久性を実現しており、プロジェクトにおいて
継続的運用の検証がされている。
　Table 1は、システムを利用した見守りサービス
プラン例であり、2種類の推奨BLEタグがいずれも
軽量コンパクトであるため、小学生や認知症高齢者

　ここでは、本特集テーマにフォーカスし、走行・
移動する郵便車両にV2X機器を搭載し、コネクテッ
ドカーとしてシステム構成することで、動的な見守
りを可能にした事例を中心に紹介する。
　この取り組みの特徴は、V2Xにより、自車に活用

するデータのやり取り以外に、スマートシティ向け
見守りデータを担うことと、働くクルマである日本
郵便のビジネスバイクを活用している点にある。
1）コネクテッドカーによる見守りシステムの拡張
　V2X技術によるコネクテッドカーのプローブ
データ利活用は、東日本大震災や熊本地震にあるよ
うに、搭載車両のGPS位置データを集約すること
による通行実績マップの活用、また交通事故時の自
動救急コールなどの実用化が挙げられるが、これら
の利用は、主として車両利用者の安全・安心を向上

させる機能である。また、このようにプローブデー
タを非常時における活用に限定すると、システム運
用に際しての対費用効果を高めることが難しく、平
時にもシステムが利活用できることが実装価値を高
め、万一の際でも、スムーズに非常時モードに移行
して利用できるなど、持続可能なシステムを実現す
る上でも重要となる。
　このようなことから、先に述べた日本郵便の配達
車両に、V2X機能を含めた見守りカメラを搭載す
ることで、平常業務時に移動しながらBLEタグ探
査を可能とした。それにより、固定カメラの網羅で
きない範囲を動的に見守ることが可能となり、見守
りエリアの拡大を図ることができる。また、一番の
重要なことは、車両を運転する
郵便配達員にとっては、通常の
郵便業務に従事するだけで、車
載機器が自動的にBLEタグの検
知と映像を関連づけるため、見
守りサービスを付加することに
よる新たな負荷増加はないとい
う点である（Fig.7）。
　特に、日本郵便のビジネスバ
イクは、配達業務に伴い、街の
道路も網羅的に走行することか
ら市民の生活道路（市道主体）
を見守ることも可能となり、通

学路の交差点などを中心とした固定カメラを補完
する役割を担う。Fig.8は、本プロジェクトにおい
て見守りシステムを搭載している車両（加古川市
公用車／89台、ならびに日本郵便車両／174台）に
よるBLEタグの検知地点を示した分布地図である。
加古川市公用車が、主要幹線道上でのタグ検出が
中心であるのに対して、日本郵便車両は、その業
務形態に沿って、生活道路でのタグ検出が多数示
され、動的検知に対する優位性が明確化した結果
となっている。
2）コネクテッドカーによる道路状況の見守り
　プロジェクトにおける日本郵便車両に搭載してい
るV2Xシステムには、各種通信機能、GPSに加え

て3軸加速度センサー、CCDカメラも搭載しており、
一般的なプローブ車両としても活用できる。すなわ
ち、車両ごとに検出する各種信号・映像をサーバー
に蓄積することにより、時々刻々と変化する交通環
境を集約できる。この情報収集は、完全自動走行を
実現する上でのキーテクノロジーであるダイナミッ
クマップの生成に利用でき、ダイナミックマップを
利用する自動運転車の走行の安全・安心の向上につ
ながる。特にタイヤのスリップによるエネルギー消
費、加速度データや画像データから道路路面状況や
路面摩擦係数を推定することは、先行研究などでも
試みられ９）10）、そこから車両横すべり軽減システ
ム（ESC）やダイナミックマップに推定路面摩擦係
数をフィードバックするシステム提案等もなされて
いる。
　一方で、推定した道路路面状況を道路管理者に
V2Xを介して伝達することで、道路メンテナンス
の工数を効率化することも考えられる。特に路面舗
装のメンテナンスを決定する指標の一つであるIRI
（International Roughness Index）は、精度の良い
クラス1では水準計測、クラス2では専用のプロファ
イル測定装置などを用いて路面凹凸調査を行い、そ
の調査結果を用いて、QC（Quarter Car）モデルシ
ミュレーションによってIRIを計算する。また、簡
素なクラス4においても、パトロールカーに乗車し
た調査員の体感や目視によるIRIを推定するなど、
現地確認を実施する工数が掛かる11）。また、これら
の調査は主として、幹線道路、直轄道路ならびに
NEXCO管理道路といった交通量の多い道路が中心
になっており、生活道路を含む市町村道の道路管理
する地方自治体においては、膨大な市町村道 （全国
で総延長約106万km、道路統計年報／2017）に対
して、定期調査を実施することは現実的ではない。
このプロジェクトは、先に述べたように頻繁に生活

道路を配達業務走行する日本郵便車両の
搭載センサー値を利用して、路面状況の
簡易判定を実施することで、市町村にお
ける道路管理の現地路面調査工数の削減
を試みている。ここで対象としている市
道を主体とする生活道路は、昨今のゾー
ン30の設定の拡大にあるように、走行
速度が30km/h以下に制限されている箇
所が多い。そのため四輪車の場合、タイ
ヤ4本からの路面入力に対して、質量の
大きな車体側へ入力振動が減衰伝達され

ることから、特徴的な加速度が検出しづらい。また、
車輪の回転数が低いため、路面の凹凸などによるタ
イヤ表面でのエネルギー消費変動が小さいなどの理
由から、従来手法では路面凹凸の検出精度が低下す
る条件となる。それに対して、二輪車は前後二輪配
置のため、基本的に同一路面凹凸上を走行するので、
前後輪に対してある時間遅れをもって同一路面入力
が加えられる。また、車両質量が四輪車に比べて軽
量で、タイヤからの路面入力による車体振動波形が
比較的大きいことから、二輪車による検出が有利な
状況となる。
　プロジェクトでは、これらの状況を勘案し、筆者
の先行研究12）において検討提案した二輪車の前後
タイヤが路面凹凸を時間差で感知する特徴を用い
て、搭載されたV2Xユニットの3軸加速度データの
自己相関により、路面状態に起因する振動を特定す
ることで、生活道路の路面状態把握の精度向上を
図った。
　Fig.9は、単一車両において同一の市街路を周回
した際、図中の丸マーカーで示した地点が、上記
のアルゴリズムによって段差検出した地点例であ
る。マーカーの濃さは検出回数を示し、濃くなる
ほど同一地点での段差検出が複数あることを示す。
また、四角マーカーの現地調査における段差地点
は、調査員が直接目視にて路面凹凸を確認した位
置座標であり、現状では、コーナリングや加減速
の除外アルゴリズムの閾値のチューニング不足と
GPSのマルチパスの影響により、検出地点のずれ
などもみられるが、おおむね段差付近を検出する
ことが可能となっている。
　このように個々の走行データ内で加減速時や変速
時に検出不能や誤検出した箇所についても、複数車
両の毎日の配達業務によって蓄積される走行データ
を利用することで、欠落箇所を補完することが期待

準化することが望ましい。今回のプロジェクト実施
において影響した具体例としては、使用したビジネ
スバイクのマニュアル変速に起因する振動の除去処
理を行う必要があり、変速時の振動特性などを把握
し、データ処理アルゴリズムに反映させた。しかし、
実際上は多様な一般車両に対して校正実験を実施す
ることは難しい。現在は、IoT活用社会への移行が
行われる段階であり、搭載義務化を前提とした車種
設計がなされ、コネクテッドカーが一般に普及する
時期までは、このプロジェクトで実施したように車
両仕様をある範囲で限定することが可能な公用車、
業務使用車を中心としてシステム構成をすることが
実用的である。

　ここでは、兵庫県加古川市における総務省・加
古川市・日本郵便・ホンダの官民連携の見守りシ
ステムを題材に、コネクテッド技術の社会普及に
伴う安全・安心の実現への取り組み現状を紹介し
てきた。この加古川市のプロジェクトは、Fig.6 で

示した持続可能なスマートシティ化を目指してい
る。この第3章では、本報告のまとめとして、スマー
トシティ構想におけるコネクテッドカー関連事項
に絞り、今後のステップとその実現に向けた課題
などを述べる。
1）現状の働くクルマ活用での課題
　2-2節で紹介したように、プロジェクトの社会実
験として、加古川市公用車（89台）ならびに日本
郵便車両（174台）にV2Xを搭載し、コネクテッド
カーとして動的見守りシステムに活用することで、
固定カメラ（Fig.4）と車両による動的検知地点（Fig.8）
において、Fig.2に示す犯罪発生箇所を広くカバー
している。特に車両の動的システムで、固定カメラ
の少ない住宅地域の市道まで含め地理的エリアをカ
バーできることは大変有効であることが分かる。
　一方で、システムの可動時間帯として考えた場合、
固定カメラの24時間稼働に対して、ここで利用し
た公用車と日本郵便の稼働時間特性として、小学生
の登下校時間に関してはカバーすることができた
が、夜間は業務時間外であり、夜間の防犯や徘徊認

Fig.8　移動車両搭載見守りシステムによるBLEタグ検知地点分布



　昨今、自動車における技術話題として脱カーボン
や自動運転が大きく注目されている。その実現に向
けては、現在の高度運転支援システムの延長上にあ

る自動運転基盤技術（高度位置センシング、AI、
ダイナミックマップ他）の開発に加え、中国の自動
運転スマートシティ構想１）をはじめとした社会イ
ンフラの対応とそのインフラとクルマとを協調させ
るIoT技術であるコネクテッドカーの必要性も高

が携帯するにも容易であり、また後に示すプラット
フォームにより、タグ位置履歴表示もスマホアプリ
上で容易なインターフェースとなっている。加えて、
地方自治体である加古川市がシステム運用に加わっ
た官民連携システムであるため、個人情報の保護に
関する法律や個人情報保護条例を念頭に置きなが
ら、既設の防犯カメラ等の設置および管理に係る基
準をもとに「加古川市見守りカメラの設置及び運用
に関する条例」と「加古川市見守りカメラの設置及
び運用に関する条例施行規則」を制定し、適正かつ
厳格な情報管理を実現している。
　現時点では、加古川市内の約900カ所（2018年度
内に1,500カ所の設置推進中）にて見守りカメラが
稼働している（Fig.4）。また、それら見守りカメラ
による下校時の小学生の見守りタグ（お試し無料配
布1,000ユニット）の監視状態例をFig.5に示す。設
置目的に沿って小学校周辺でBLEタグ検知してい
ることが分かる。

　2-2　平時におけるコネクテッドカーの利活用実
　　　　験例
　前節では、固定カメラを中心とした見守りシステ
ムの概要を示したが、実際には、交差点や小学校周
辺の公園などを中心とした固定カメラだけでは、広
範囲な市内をカバーするには不十分となる。2017
（平成29）年からは先行プロジェクトを受けて、総
務省の平成29年度データ利活用型スマートシティ
推進事業に選定され、安全・安心分野での先行事業
のサービス拡張と多分野への取り組み拡大を試みて
いる。具体的には、共同研究としてプロジェクト参
画している日本郵便の配達車両に搭載したV2X（車
載通信）機器を活用したきめ細かい見守りサービス
の実現と、複数分野のデータの収集分析を行う基盤
（プラットフォーム）FIWAREを整備し、行政情報
ダッシュボードの公開による市保有データの可視
化・共有化の実現を目指している。これら全体の取
り組みイメージをFig.6に示す。

知症高齢者などの発見に対しては、さらなる考慮が
必要となる。例えば、Table 2に示すように、朝方
はゴミ収集のパッカー車や通勤車、昼間から夕方に
かけては民間車両、配送業車、夜間・深夜に関して
はタクシーなど、業務内容に応じた車両が見守りを
担うことで、時間帯で動的見守りシステムのカバー
率を向上させることができる。その際には、協力車
両に対するインセンティブなどをスマートシティ構
築の全体で検討していくこととなる。
2）スマートシティにおける安全・安心向上
　現在設置を進めている固定見守りカメラには、コ
ネクテッドカーとの通信機能(V2I)も予約設計され
ており、Wi-Fi高速接続技術を導入することで、局
所的かつ短時間に相互認証・接続を開始できる。こ
れにより、見通しの悪い道路において、接近してく
るコネクテッドカーに対して、見守りカメラを利用
して注意喚起などすることが、データサーバーを介
さずとも可能になり、交通安全の協調運転シティを
構築することができる。
3）自動運転用ダイナミックマップ用データ提供
　将来的に、Fig.6の図中に示すスマートシティ基
盤（FIWARE）に車両、インフラや交通参加者が
コネクテッド技術を介してつながることで、道路状
態などが集約されて処理され、利用者へ提供される
こととなる。その中で、自動運転用のダイナミック
マップとして活用することで、安心・快適な自動運
転実用に寄与することも視野に入ってくる。
　最後に、国交省の先進的まちづくりシティコンペ
受賞など高い評価を得られたことは、今後の進化に
もプラスとなっている。
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できる。
　また、二輪車は、車線内において比較的自由な走
行軌跡をとることが可能であるため、一部の道路に
デッドホールなどが存在した場合、それを回避して
走行する場面がある。その場合でも、V2Xに搭載
された加速度センサーの計測値によって、回避行動
を特定・抽出することで、デッドホールの存在候補
地点を抽出することができる。候補地点を基準とし
て、走行映像による路面確認が必要な範囲を絞り込
むことが可能となり、処理時間の短縮化によって道
路管理の効率化実現に寄与できる（Fig.10は、テス
トコースによる回避行動の波形検出時の映像チェッ
クの画面例）。
　このように日本郵便のビジネスバイクにコネク
テッド機能を付加し、配達業務で網羅的に生活道路
を走行する際のデータを利用することで、先に述べ
た路面状況の現地調査が行き届かない生活道路の路

面凹凸の検出ができ、V2Xを介してデータ集約す
ることで、配達職員に新しい工数を増加することな
く、かつ意識させずに、きめ細かい道路状況の見守
りを実現できるようになる。
　2-3　社会実装を目的としたコネクテッド機能実装
　加古川市で実施している社会実装プロジェクト
は、持続可能な運用ができる官民連携ビジネスモデ
ルを想定している。そのためシステム構成に際して
は、過度に専用設計車両などを使用しない社会実装
可能な範囲で調達・構成した。コネクテッドカーに
ついても、既存の業務で使用している車両にV2X
や見守りタグ検知ユニットを追加設置して構成して
いる。日本郵便の配達業務用のビジネスバイクに対
しては、二輪車に対する限られた設置スペースの中
で、本来の配達業務用キャリアケースのスペース確
保を優先として、キャリアケースの内壁面へV2X
とBLE受信機を搭載した（Fig.11）。
　この際、機材全体に専用樹脂カバーを装着し、配
達対象物が機材とケース壁面の間に挟まってしまう
事態が発生しないよう実用性を確保した。一方で、
このように社会実装を前提とした業務遂行優先条件
下においては、必ずしもセンサーを信号検出に最適
な箇所に設置することが実行できない場合があり、
ここでも、後輪軸より後方にV2Xの加速度センサー
が設置されることになった。
　既存の市販されている多様な車種にコネクテッド
機能を搭載し、精度を補償できるデータ取得をする
ためには、車両寸法や動力特性が異なるため車種ご
とに、Fig.12に示すような使用条件における路面走
行を実施し、得られた教師データを用いて校正・標
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Fig.9　加古川市市街路における路面凹凸検出例

Fig.10　回避行動検出時の映像チェックの画面例

まっている。
　日本においても、例えば、ITS第3期中期計画２）

では、社会普及を想定して「情報利活用のための基
盤づくり」、「多様な地域の実情に合ったITSの社会
実装」が取り組みテーマとして挙げられており、社
会実装に向けて地域の独自環境に適合したシステム
づくりが検討されている。加えて社会実装・普及に
関しては、持続可能なシステム構成が重要となる。
例えば、高機能センサーを実装した専用車両で特別
に限定された条件下で実現可能であっても、システ
ムを全国に普及するためには、車両の装備コストに
加えて、システムのランニングコストまで含めた対
費用効果や、システムによるQOL向上といった付
加価値が得られなければ、継続的な事業化は難しい。
　本稿では、上記の地域の実情に合った社会実装の
例として、兵庫県加古川市でのスマートシティ社会
実験プロジェクトにおけるコネクテッドカーの利活
用を紹介するとともに、その中で、現有の日本郵便
車両を活用した実用的なシステム構築を実現した工
夫点についても、併せて紹介する。

　2-1　プロジェクトの社会背景
　地域社会の抱える問題点として、子どもが対象と
なる事件や事故の発生が増加傾向にある。この状況
に対して、子どもの見守りやパトロールなどの安全
対策に関して満足している市民の割合は51.3％と低
く、登下校時を中心とした地域における安全確保に
対するニーズは高いという既往アンケート結果と
なっている３）。また、少子・高齢化に伴い、一人暮
らしの高齢者（特に認知症高齢者）の急増が予測さ
れ、加古川警察署管内においても、1カ月に10数件
の行方不明者の通報がある現状であり、高齢者の見
守りの必要性についても顕在化している。加えて、
市内の刑法犯罪発生状況をみると、集中箇所もある
が比較的広範囲で発生している（Fig.1）。
　このような状況に対して加古川市は、「子育て世
代からシニア世代まで誰もが健康で安心して暮らせ
るまち」、「生涯にわたって活躍できるまちの実現を
目指す姿」を掲げ、2016（平成28）年からICTを
活用した安心・安全な街づくり推進事業を公募型プ
ロジェクトとして実施してきた。プロジェクトでは、
上記の問題点の解決を目的として、市内全域での見
守りカメラ設置位置を検討し、刑法犯マップならび
に小学校周辺、通学路交差点（約200m～500m間隔）、

通学路に隣接する公園周辺・バス停周辺など、1校
区あたり50台程度×全28校区の約1,400カ所（案）
を選定した。2017（平成29）年から2カ年で、1,500
台の見守りカメラ設置・整備を進めている。
　社会実装する上では、市民の受容性も考慮する必
要がある。市全体を従来の防犯カメラでエリアすべ
てを見守っていくことは経済的のみならず、監視的
なイメージが強く、市民の積極的な意識向上にもつ
ながりにくい。そこでFig.2に示すように段階的な
実現・拡大、そして市民活用・参加へと展開するプ
ランニングがなされている。
　この際にプロジェクトのキーワードとなるICT
を活用した高度な見守りサービスの実現に際して
は、低照度対応カラーカメラシステムによる夜間対
応に加え、見守りタグ（BLEタグ：Bluetooth通信
の一部の低消費電力通信モードを利用した常時発信
タグ）受信機能を実装して、複数の見守りサービス
事業者へ情報を提供できるようにした点が挙げられ
る。このBLE受信ユニットは、無線接続し、通信
ユニットの通信/WEB簡易サーバー機能を組み合
わせることで、遠隔からの機器への操作とメンテナ
ンスができる。これにより、1,500台規模の設置に
おいても、効率の良い見守りカメラシステムを構築
している。
　これらのシステムは、Fig.3に示すように一体の
ドーム型ケースに収められ、防塵・防水「IP65準拠」
の高耐久性を実現しており、プロジェクトにおいて
継続的運用の検証がされている。
　Table 1は、システムを利用した見守りサービス
プラン例であり、2種類の推奨BLEタグがいずれも
軽量コンパクトであるため、小学生や認知症高齢者

　ここでは、本特集テーマにフォーカスし、走行・
移動する郵便車両にV2X機器を搭載し、コネクテッ
ドカーとしてシステム構成することで、動的な見守
りを可能にした事例を中心に紹介する。
　この取り組みの特徴は、V2Xにより、自車に活用

するデータのやり取り以外に、スマートシティ向け
見守りデータを担うことと、働くクルマである日本
郵便のビジネスバイクを活用している点にある。
1）コネクテッドカーによる見守りシステムの拡張
　V2X技術によるコネクテッドカーのプローブ
データ利活用は、東日本大震災や熊本地震にあるよ
うに、搭載車両のGPS位置データを集約すること
による通行実績マップの活用、また交通事故時の自
動救急コールなどの実用化が挙げられるが、これら
の利用は、主として車両利用者の安全・安心を向上

させる機能である。また、このようにプローブデー
タを非常時における活用に限定すると、システム運
用に際しての対費用効果を高めることが難しく、平
時にもシステムが利活用できることが実装価値を高
め、万一の際でも、スムーズに非常時モードに移行
して利用できるなど、持続可能なシステムを実現す
る上でも重要となる。
　このようなことから、先に述べた日本郵便の配達
車両に、V2X機能を含めた見守りカメラを搭載す
ることで、平常業務時に移動しながらBLEタグ探
査を可能とした。それにより、固定カメラの網羅で
きない範囲を動的に見守ることが可能となり、見守
りエリアの拡大を図ることができる。また、一番の
重要なことは、車両を運転する
郵便配達員にとっては、通常の
郵便業務に従事するだけで、車
載機器が自動的にBLEタグの検
知と映像を関連づけるため、見
守りサービスを付加することに
よる新たな負荷増加はないとい
う点である（Fig.7）。
　特に、日本郵便のビジネスバ
イクは、配達業務に伴い、街の
道路も網羅的に走行することか
ら市民の生活道路（市道主体）
を見守ることも可能となり、通

学路の交差点などを中心とした固定カメラを補完
する役割を担う。Fig.8は、本プロジェクトにおい
て見守りシステムを搭載している車両（加古川市
公用車／89台、ならびに日本郵便車両／174台）に
よるBLEタグの検知地点を示した分布地図である。
加古川市公用車が、主要幹線道上でのタグ検出が
中心であるのに対して、日本郵便車両は、その業
務形態に沿って、生活道路でのタグ検出が多数示
され、動的検知に対する優位性が明確化した結果
となっている。
2）コネクテッドカーによる道路状況の見守り
　プロジェクトにおける日本郵便車両に搭載してい
るV2Xシステムには、各種通信機能、GPSに加え

て3軸加速度センサー、CCDカメラも搭載しており、
一般的なプローブ車両としても活用できる。すなわ
ち、車両ごとに検出する各種信号・映像をサーバー
に蓄積することにより、時々刻々と変化する交通環
境を集約できる。この情報収集は、完全自動走行を
実現する上でのキーテクノロジーであるダイナミッ
クマップの生成に利用でき、ダイナミックマップを
利用する自動運転車の走行の安全・安心の向上につ
ながる。特にタイヤのスリップによるエネルギー消
費、加速度データや画像データから道路路面状況や
路面摩擦係数を推定することは、先行研究などでも
試みられ９）10）、そこから車両横すべり軽減システ
ム（ESC）やダイナミックマップに推定路面摩擦係
数をフィードバックするシステム提案等もなされて
いる。
　一方で、推定した道路路面状況を道路管理者に
V2Xを介して伝達することで、道路メンテナンス
の工数を効率化することも考えられる。特に路面舗
装のメンテナンスを決定する指標の一つであるIRI
（International Roughness Index）は、精度の良い
クラス1では水準計測、クラス2では専用のプロファ
イル測定装置などを用いて路面凹凸調査を行い、そ
の調査結果を用いて、QC（Quarter Car）モデルシ
ミュレーションによってIRIを計算する。また、簡
素なクラス4においても、パトロールカーに乗車し
た調査員の体感や目視によるIRIを推定するなど、
現地確認を実施する工数が掛かる11）。また、これら
の調査は主として、幹線道路、直轄道路ならびに
NEXCO管理道路といった交通量の多い道路が中心
になっており、生活道路を含む市町村道の道路管理
する地方自治体においては、膨大な市町村道 （全国
で総延長約106万km、道路統計年報／2017）に対
して、定期調査を実施することは現実的ではない。
このプロジェクトは、先に述べたように頻繁に生活

道路を配達業務走行する日本郵便車両の
搭載センサー値を利用して、路面状況の
簡易判定を実施することで、市町村にお
ける道路管理の現地路面調査工数の削減
を試みている。ここで対象としている市
道を主体とする生活道路は、昨今のゾー
ン30の設定の拡大にあるように、走行
速度が30km/h以下に制限されている箇
所が多い。そのため四輪車の場合、タイ
ヤ4本からの路面入力に対して、質量の
大きな車体側へ入力振動が減衰伝達され

ることから、特徴的な加速度が検出しづらい。また、
車輪の回転数が低いため、路面の凹凸などによるタ
イヤ表面でのエネルギー消費変動が小さいなどの理
由から、従来手法では路面凹凸の検出精度が低下す
る条件となる。それに対して、二輪車は前後二輪配
置のため、基本的に同一路面凹凸上を走行するので、
前後輪に対してある時間遅れをもって同一路面入力
が加えられる。また、車両質量が四輪車に比べて軽
量で、タイヤからの路面入力による車体振動波形が
比較的大きいことから、二輪車による検出が有利な
状況となる。
　プロジェクトでは、これらの状況を勘案し、筆者
の先行研究12）において検討提案した二輪車の前後
タイヤが路面凹凸を時間差で感知する特徴を用い
て、搭載されたV2Xユニットの3軸加速度データの
自己相関により、路面状態に起因する振動を特定す
ることで、生活道路の路面状態把握の精度向上を
図った。
　Fig.9は、単一車両において同一の市街路を周回
した際、図中の丸マーカーで示した地点が、上記
のアルゴリズムによって段差検出した地点例であ
る。マーカーの濃さは検出回数を示し、濃くなる
ほど同一地点での段差検出が複数あることを示す。
また、四角マーカーの現地調査における段差地点
は、調査員が直接目視にて路面凹凸を確認した位
置座標であり、現状では、コーナリングや加減速
の除外アルゴリズムの閾値のチューニング不足と
GPSのマルチパスの影響により、検出地点のずれ
などもみられるが、おおむね段差付近を検出する
ことが可能となっている。
　このように個々の走行データ内で加減速時や変速
時に検出不能や誤検出した箇所についても、複数車
両の毎日の配達業務によって蓄積される走行データ
を利用することで、欠落箇所を補完することが期待

準化することが望ましい。今回のプロジェクト実施
において影響した具体例としては、使用したビジネ
スバイクのマニュアル変速に起因する振動の除去処
理を行う必要があり、変速時の振動特性などを把握
し、データ処理アルゴリズムに反映させた。しかし、
実際上は多様な一般車両に対して校正実験を実施す
ることは難しい。現在は、IoT活用社会への移行が
行われる段階であり、搭載義務化を前提とした車種
設計がなされ、コネクテッドカーが一般に普及する
時期までは、このプロジェクトで実施したように車
両仕様をある範囲で限定することが可能な公用車、
業務使用車を中心としてシステム構成をすることが
実用的である。

　ここでは、兵庫県加古川市における総務省・加
古川市・日本郵便・ホンダの官民連携の見守りシ
ステムを題材に、コネクテッド技術の社会普及に
伴う安全・安心の実現への取り組み現状を紹介し
てきた。この加古川市のプロジェクトは、Fig.6 で

示した持続可能なスマートシティ化を目指してい
る。この第3章では、本報告のまとめとして、スマー
トシティ構想におけるコネクテッドカー関連事項
に絞り、今後のステップとその実現に向けた課題
などを述べる。
1）現状の働くクルマ活用での課題
　2-2節で紹介したように、プロジェクトの社会実
験として、加古川市公用車（89台）ならびに日本
郵便車両（174台）にV2Xを搭載し、コネクテッド
カーとして動的見守りシステムに活用することで、
固定カメラ（Fig.4）と車両による動的検知地点（Fig.8）
において、Fig.2に示す犯罪発生箇所を広くカバー
している。特に車両の動的システムで、固定カメラ
の少ない住宅地域の市道まで含め地理的エリアをカ
バーできることは大変有効であることが分かる。
　一方で、システムの可動時間帯として考えた場合、
固定カメラの24時間稼働に対して、ここで利用し
た公用車と日本郵便の稼働時間特性として、小学生
の登下校時間に関してはカバーすることができた
が、夜間は業務時間外であり、夜間の防犯や徘徊認

［画像データ］該当シーンの路面を画像でチェック 有意な変化を検知



　昨今、自動車における技術話題として脱カーボン
や自動運転が大きく注目されている。その実現に向
けては、現在の高度運転支援システムの延長上にあ

る自動運転基盤技術（高度位置センシング、AI、
ダイナミックマップ他）の開発に加え、中国の自動
運転スマートシティ構想１）をはじめとした社会イ
ンフラの対応とそのインフラとクルマとを協調させ
るIoT技術であるコネクテッドカーの必要性も高

が携帯するにも容易であり、また後に示すプラット
フォームにより、タグ位置履歴表示もスマホアプリ
上で容易なインターフェースとなっている。加えて、
地方自治体である加古川市がシステム運用に加わっ
た官民連携システムであるため、個人情報の保護に
関する法律や個人情報保護条例を念頭に置きなが
ら、既設の防犯カメラ等の設置および管理に係る基
準をもとに「加古川市見守りカメラの設置及び運用
に関する条例」と「加古川市見守りカメラの設置及
び運用に関する条例施行規則」を制定し、適正かつ
厳格な情報管理を実現している。
　現時点では、加古川市内の約900カ所（2018年度
内に1,500カ所の設置推進中）にて見守りカメラが
稼働している（Fig.4）。また、それら見守りカメラ
による下校時の小学生の見守りタグ（お試し無料配
布1,000ユニット）の監視状態例をFig.5に示す。設
置目的に沿って小学校周辺でBLEタグ検知してい
ることが分かる。

　2-2　平時におけるコネクテッドカーの利活用実
　　　　験例
　前節では、固定カメラを中心とした見守りシステ
ムの概要を示したが、実際には、交差点や小学校周
辺の公園などを中心とした固定カメラだけでは、広
範囲な市内をカバーするには不十分となる。2017
（平成29）年からは先行プロジェクトを受けて、総
務省の平成29年度データ利活用型スマートシティ
推進事業に選定され、安全・安心分野での先行事業
のサービス拡張と多分野への取り組み拡大を試みて
いる。具体的には、共同研究としてプロジェクト参
画している日本郵便の配達車両に搭載したV2X（車
載通信）機器を活用したきめ細かい見守りサービス
の実現と、複数分野のデータの収集分析を行う基盤
（プラットフォーム）FIWAREを整備し、行政情報
ダッシュボードの公開による市保有データの可視
化・共有化の実現を目指している。これら全体の取
り組みイメージをFig.6に示す。
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知症高齢者などの発見に対しては、さらなる考慮が
必要となる。例えば、Table 2に示すように、朝方
はゴミ収集のパッカー車や通勤車、昼間から夕方に
かけては民間車両、配送業車、夜間・深夜に関して
はタクシーなど、業務内容に応じた車両が見守りを
担うことで、時間帯で動的見守りシステムのカバー
率を向上させることができる。その際には、協力車
両に対するインセンティブなどをスマートシティ構
築の全体で検討していくこととなる。
2）スマートシティにおける安全・安心向上
　現在設置を進めている固定見守りカメラには、コ
ネクテッドカーとの通信機能(V2I)も予約設計され
ており、Wi-Fi高速接続技術を導入することで、局
所的かつ短時間に相互認証・接続を開始できる。こ
れにより、見通しの悪い道路において、接近してく
るコネクテッドカーに対して、見守りカメラを利用
して注意喚起などすることが、データサーバーを介
さずとも可能になり、交通安全の協調運転シティを
構築することができる。
3）自動運転用ダイナミックマップ用データ提供
　将来的に、Fig.6の図中に示すスマートシティ基
盤（FIWARE）に車両、インフラや交通参加者が
コネクテッド技術を介してつながることで、道路状
態などが集約されて処理され、利用者へ提供される
こととなる。その中で、自動運転用のダイナミック
マップとして活用することで、安心・快適な自動運
転実用に寄与することも視野に入ってくる。
　最後に、国交省の先進的まちづくりシティコンペ
受賞など高い評価を得られたことは、今後の進化に
もプラスとなっている。
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できる。
　また、二輪車は、車線内において比較的自由な走
行軌跡をとることが可能であるため、一部の道路に
デッドホールなどが存在した場合、それを回避して
走行する場面がある。その場合でも、V2Xに搭載
された加速度センサーの計測値によって、回避行動
を特定・抽出することで、デッドホールの存在候補
地点を抽出することができる。候補地点を基準とし
て、走行映像による路面確認が必要な範囲を絞り込
むことが可能となり、処理時間の短縮化によって道
路管理の効率化実現に寄与できる（Fig.10は、テス
トコースによる回避行動の波形検出時の映像チェッ
クの画面例）。
　このように日本郵便のビジネスバイクにコネク
テッド機能を付加し、配達業務で網羅的に生活道路
を走行する際のデータを利用することで、先に述べ
た路面状況の現地調査が行き届かない生活道路の路

面凹凸の検出ができ、V2Xを介してデータ集約す
ることで、配達職員に新しい工数を増加することな
く、かつ意識させずに、きめ細かい道路状況の見守
りを実現できるようになる。
　2-3　社会実装を目的としたコネクテッド機能実装
　加古川市で実施している社会実装プロジェクト
は、持続可能な運用ができる官民連携ビジネスモデ
ルを想定している。そのためシステム構成に際して
は、過度に専用設計車両などを使用しない社会実装
可能な範囲で調達・構成した。コネクテッドカーに
ついても、既存の業務で使用している車両にV2X
や見守りタグ検知ユニットを追加設置して構成して
いる。日本郵便の配達業務用のビジネスバイクに対
しては、二輪車に対する限られた設置スペースの中
で、本来の配達業務用キャリアケースのスペース確
保を優先として、キャリアケースの内壁面へV2X
とBLE受信機を搭載した（Fig.11）。
　この際、機材全体に専用樹脂カバーを装着し、配
達対象物が機材とケース壁面の間に挟まってしまう
事態が発生しないよう実用性を確保した。一方で、
このように社会実装を前提とした業務遂行優先条件
下においては、必ずしもセンサーを信号検出に最適
な箇所に設置することが実行できない場合があり、
ここでも、後輪軸より後方にV2Xの加速度センサー
が設置されることになった。
　既存の市販されている多様な車種にコネクテッド
機能を搭載し、精度を補償できるデータ取得をする
ためには、車両寸法や動力特性が異なるため車種ご
とに、Fig.12に示すような使用条件における路面走
行を実施し、得られた教師データを用いて校正・標

まっている。
　日本においても、例えば、ITS第3期中期計画２）

では、社会普及を想定して「情報利活用のための基
盤づくり」、「多様な地域の実情に合ったITSの社会
実装」が取り組みテーマとして挙げられており、社
会実装に向けて地域の独自環境に適合したシステム
づくりが検討されている。加えて社会実装・普及に
関しては、持続可能なシステム構成が重要となる。
例えば、高機能センサーを実装した専用車両で特別
に限定された条件下で実現可能であっても、システ
ムを全国に普及するためには、車両の装備コストに
加えて、システムのランニングコストまで含めた対
費用効果や、システムによるQOL向上といった付
加価値が得られなければ、継続的な事業化は難しい。
　本稿では、上記の地域の実情に合った社会実装の
例として、兵庫県加古川市でのスマートシティ社会
実験プロジェクトにおけるコネクテッドカーの利活
用を紹介するとともに、その中で、現有の日本郵便
車両を活用した実用的なシステム構築を実現した工
夫点についても、併せて紹介する。

　2-1　プロジェクトの社会背景
　地域社会の抱える問題点として、子どもが対象と
なる事件や事故の発生が増加傾向にある。この状況
に対して、子どもの見守りやパトロールなどの安全
対策に関して満足している市民の割合は51.3％と低
く、登下校時を中心とした地域における安全確保に
対するニーズは高いという既往アンケート結果と
なっている３）。また、少子・高齢化に伴い、一人暮
らしの高齢者（特に認知症高齢者）の急増が予測さ
れ、加古川警察署管内においても、1カ月に10数件
の行方不明者の通報がある現状であり、高齢者の見
守りの必要性についても顕在化している。加えて、
市内の刑法犯罪発生状況をみると、集中箇所もある
が比較的広範囲で発生している（Fig.1）。
　このような状況に対して加古川市は、「子育て世
代からシニア世代まで誰もが健康で安心して暮らせ
るまち」、「生涯にわたって活躍できるまちの実現を
目指す姿」を掲げ、2016（平成28）年からICTを
活用した安心・安全な街づくり推進事業を公募型プ
ロジェクトとして実施してきた。プロジェクトでは、
上記の問題点の解決を目的として、市内全域での見
守りカメラ設置位置を検討し、刑法犯マップならび
に小学校周辺、通学路交差点（約200m～500m間隔）、

通学路に隣接する公園周辺・バス停周辺など、1校
区あたり50台程度×全28校区の約1,400カ所（案）
を選定した。2017（平成29）年から2カ年で、1,500
台の見守りカメラ設置・整備を進めている。
　社会実装する上では、市民の受容性も考慮する必
要がある。市全体を従来の防犯カメラでエリアすべ
てを見守っていくことは経済的のみならず、監視的
なイメージが強く、市民の積極的な意識向上にもつ
ながりにくい。そこでFig.2に示すように段階的な
実現・拡大、そして市民活用・参加へと展開するプ
ランニングがなされている。
　この際にプロジェクトのキーワードとなるICT
を活用した高度な見守りサービスの実現に際して
は、低照度対応カラーカメラシステムによる夜間対
応に加え、見守りタグ（BLEタグ：Bluetooth通信
の一部の低消費電力通信モードを利用した常時発信
タグ）受信機能を実装して、複数の見守りサービス
事業者へ情報を提供できるようにした点が挙げられ
る。このBLE受信ユニットは、無線接続し、通信
ユニットの通信/WEB簡易サーバー機能を組み合
わせることで、遠隔からの機器への操作とメンテナ
ンスができる。これにより、1,500台規模の設置に
おいても、効率の良い見守りカメラシステムを構築
している。
　これらのシステムは、Fig.3に示すように一体の
ドーム型ケースに収められ、防塵・防水「IP65準拠」
の高耐久性を実現しており、プロジェクトにおいて
継続的運用の検証がされている。
　Table 1は、システムを利用した見守りサービス
プラン例であり、2種類の推奨BLEタグがいずれも
軽量コンパクトであるため、小学生や認知症高齢者

　ここでは、本特集テーマにフォーカスし、走行・
移動する郵便車両にV2X機器を搭載し、コネクテッ
ドカーとしてシステム構成することで、動的な見守
りを可能にした事例を中心に紹介する。
　この取り組みの特徴は、V2Xにより、自車に活用

するデータのやり取り以外に、スマートシティ向け
見守りデータを担うことと、働くクルマである日本
郵便のビジネスバイクを活用している点にある。
1）コネクテッドカーによる見守りシステムの拡張
　V2X技術によるコネクテッドカーのプローブ
データ利活用は、東日本大震災や熊本地震にあるよ
うに、搭載車両のGPS位置データを集約すること
による通行実績マップの活用、また交通事故時の自
動救急コールなどの実用化が挙げられるが、これら
の利用は、主として車両利用者の安全・安心を向上

させる機能である。また、このようにプローブデー
タを非常時における活用に限定すると、システム運
用に際しての対費用効果を高めることが難しく、平
時にもシステムが利活用できることが実装価値を高
め、万一の際でも、スムーズに非常時モードに移行
して利用できるなど、持続可能なシステムを実現す
る上でも重要となる。
　このようなことから、先に述べた日本郵便の配達
車両に、V2X機能を含めた見守りカメラを搭載す
ることで、平常業務時に移動しながらBLEタグ探
査を可能とした。それにより、固定カメラの網羅で
きない範囲を動的に見守ることが可能となり、見守
りエリアの拡大を図ることができる。また、一番の
重要なことは、車両を運転する
郵便配達員にとっては、通常の
郵便業務に従事するだけで、車
載機器が自動的にBLEタグの検
知と映像を関連づけるため、見
守りサービスを付加することに
よる新たな負荷増加はないとい
う点である（Fig.7）。
　特に、日本郵便のビジネスバ
イクは、配達業務に伴い、街の
道路も網羅的に走行することか
ら市民の生活道路（市道主体）
を見守ることも可能となり、通

学路の交差点などを中心とした固定カメラを補完
する役割を担う。Fig.8は、本プロジェクトにおい
て見守りシステムを搭載している車両（加古川市
公用車／89台、ならびに日本郵便車両／174台）に
よるBLEタグの検知地点を示した分布地図である。
加古川市公用車が、主要幹線道上でのタグ検出が
中心であるのに対して、日本郵便車両は、その業
務形態に沿って、生活道路でのタグ検出が多数示
され、動的検知に対する優位性が明確化した結果
となっている。
2）コネクテッドカーによる道路状況の見守り
　プロジェクトにおける日本郵便車両に搭載してい
るV2Xシステムには、各種通信機能、GPSに加え

て3軸加速度センサー、CCDカメラも搭載しており、
一般的なプローブ車両としても活用できる。すなわ
ち、車両ごとに検出する各種信号・映像をサーバー
に蓄積することにより、時々刻々と変化する交通環
境を集約できる。この情報収集は、完全自動走行を
実現する上でのキーテクノロジーであるダイナミッ
クマップの生成に利用でき、ダイナミックマップを
利用する自動運転車の走行の安全・安心の向上につ
ながる。特にタイヤのスリップによるエネルギー消
費、加速度データや画像データから道路路面状況や
路面摩擦係数を推定することは、先行研究などでも
試みられ９）10）、そこから車両横すべり軽減システ
ム（ESC）やダイナミックマップに推定路面摩擦係
数をフィードバックするシステム提案等もなされて
いる。
　一方で、推定した道路路面状況を道路管理者に
V2Xを介して伝達することで、道路メンテナンス
の工数を効率化することも考えられる。特に路面舗
装のメンテナンスを決定する指標の一つであるIRI
（International Roughness Index）は、精度の良い
クラス1では水準計測、クラス2では専用のプロファ
イル測定装置などを用いて路面凹凸調査を行い、そ
の調査結果を用いて、QC（Quarter Car）モデルシ
ミュレーションによってIRIを計算する。また、簡
素なクラス4においても、パトロールカーに乗車し
た調査員の体感や目視によるIRIを推定するなど、
現地確認を実施する工数が掛かる11）。また、これら
の調査は主として、幹線道路、直轄道路ならびに
NEXCO管理道路といった交通量の多い道路が中心
になっており、生活道路を含む市町村道の道路管理
する地方自治体においては、膨大な市町村道 （全国
で総延長約106万km、道路統計年報／2017）に対
して、定期調査を実施することは現実的ではない。
このプロジェクトは、先に述べたように頻繁に生活

道路を配達業務走行する日本郵便車両の
搭載センサー値を利用して、路面状況の
簡易判定を実施することで、市町村にお
ける道路管理の現地路面調査工数の削減
を試みている。ここで対象としている市
道を主体とする生活道路は、昨今のゾー
ン30の設定の拡大にあるように、走行
速度が30km/h以下に制限されている箇
所が多い。そのため四輪車の場合、タイ
ヤ4本からの路面入力に対して、質量の
大きな車体側へ入力振動が減衰伝達され

ることから、特徴的な加速度が検出しづらい。また、
車輪の回転数が低いため、路面の凹凸などによるタ
イヤ表面でのエネルギー消費変動が小さいなどの理
由から、従来手法では路面凹凸の検出精度が低下す
る条件となる。それに対して、二輪車は前後二輪配
置のため、基本的に同一路面凹凸上を走行するので、
前後輪に対してある時間遅れをもって同一路面入力
が加えられる。また、車両質量が四輪車に比べて軽
量で、タイヤからの路面入力による車体振動波形が
比較的大きいことから、二輪車による検出が有利な
状況となる。
　プロジェクトでは、これらの状況を勘案し、筆者
の先行研究12）において検討提案した二輪車の前後
タイヤが路面凹凸を時間差で感知する特徴を用い
て、搭載されたV2Xユニットの3軸加速度データの
自己相関により、路面状態に起因する振動を特定す
ることで、生活道路の路面状態把握の精度向上を
図った。
　Fig.9は、単一車両において同一の市街路を周回
した際、図中の丸マーカーで示した地点が、上記
のアルゴリズムによって段差検出した地点例であ
る。マーカーの濃さは検出回数を示し、濃くなる
ほど同一地点での段差検出が複数あることを示す。
また、四角マーカーの現地調査における段差地点
は、調査員が直接目視にて路面凹凸を確認した位
置座標であり、現状では、コーナリングや加減速
の除外アルゴリズムの閾値のチューニング不足と
GPSのマルチパスの影響により、検出地点のずれ
などもみられるが、おおむね段差付近を検出する
ことが可能となっている。
　このように個々の走行データ内で加減速時や変速
時に検出不能や誤検出した箇所についても、複数車
両の毎日の配達業務によって蓄積される走行データ
を利用することで、欠落箇所を補完することが期待

準化することが望ましい。今回のプロジェクト実施
において影響した具体例としては、使用したビジネ
スバイクのマニュアル変速に起因する振動の除去処
理を行う必要があり、変速時の振動特性などを把握
し、データ処理アルゴリズムに反映させた。しかし、
実際上は多様な一般車両に対して校正実験を実施す
ることは難しい。現在は、IoT活用社会への移行が
行われる段階であり、搭載義務化を前提とした車種
設計がなされ、コネクテッドカーが一般に普及する
時期までは、このプロジェクトで実施したように車
両仕様をある範囲で限定することが可能な公用車、
業務使用車を中心としてシステム構成をすることが
実用的である。

　ここでは、兵庫県加古川市における総務省・加
古川市・日本郵便・ホンダの官民連携の見守りシ
ステムを題材に、コネクテッド技術の社会普及に
伴う安全・安心の実現への取り組み現状を紹介し
てきた。この加古川市のプロジェクトは、Fig.6 で

示した持続可能なスマートシティ化を目指してい
る。この第3章では、本報告のまとめとして、スマー
トシティ構想におけるコネクテッドカー関連事項
に絞り、今後のステップとその実現に向けた課題
などを述べる。
1）現状の働くクルマ活用での課題
　2-2節で紹介したように、プロジェクトの社会実
験として、加古川市公用車（89台）ならびに日本
郵便車両（174台）にV2Xを搭載し、コネクテッド
カーとして動的見守りシステムに活用することで、
固定カメラ（Fig.4）と車両による動的検知地点（Fig.8）
において、Fig.2に示す犯罪発生箇所を広くカバー
している。特に車両の動的システムで、固定カメラ
の少ない住宅地域の市道まで含め地理的エリアをカ
バーできることは大変有効であることが分かる。
　一方で、システムの可動時間帯として考えた場合、
固定カメラの24時間稼働に対して、ここで利用し
た公用車と日本郵便の稼働時間特性として、小学生
の登下校時間に関してはカバーすることができた
が、夜間は業務時間外であり、夜間の防犯や徘徊認

　3.　今後のコネクテッド技術の利用展開について

Fig.11　日本郵便のビジネスバイクへのV2X機器の取り付け状況と走行実験状況

Fig.12　日本自動車研究所NV試験路における日本郵便車両を用いた校正実験例（速度 20km/h）



　昨今、自動車における技術話題として脱カーボン
や自動運転が大きく注目されている。その実現に向
けては、現在の高度運転支援システムの延長上にあ

る自動運転基盤技術（高度位置センシング、AI、
ダイナミックマップ他）の開発に加え、中国の自動
運転スマートシティ構想１）をはじめとした社会イ
ンフラの対応とそのインフラとクルマとを協調させ
るIoT技術であるコネクテッドカーの必要性も高

が携帯するにも容易であり、また後に示すプラット
フォームにより、タグ位置履歴表示もスマホアプリ
上で容易なインターフェースとなっている。加えて、
地方自治体である加古川市がシステム運用に加わっ
た官民連携システムであるため、個人情報の保護に
関する法律や個人情報保護条例を念頭に置きなが
ら、既設の防犯カメラ等の設置および管理に係る基
準をもとに「加古川市見守りカメラの設置及び運用
に関する条例」と「加古川市見守りカメラの設置及
び運用に関する条例施行規則」を制定し、適正かつ
厳格な情報管理を実現している。
　現時点では、加古川市内の約900カ所（2018年度
内に1,500カ所の設置推進中）にて見守りカメラが
稼働している（Fig.4）。また、それら見守りカメラ
による下校時の小学生の見守りタグ（お試し無料配
布1,000ユニット）の監視状態例をFig.5に示す。設
置目的に沿って小学校周辺でBLEタグ検知してい
ることが分かる。

　2-2　平時におけるコネクテッドカーの利活用実
　　　　験例
　前節では、固定カメラを中心とした見守りシステ
ムの概要を示したが、実際には、交差点や小学校周
辺の公園などを中心とした固定カメラだけでは、広
範囲な市内をカバーするには不十分となる。2017
（平成29）年からは先行プロジェクトを受けて、総
務省の平成29年度データ利活用型スマートシティ
推進事業に選定され、安全・安心分野での先行事業
のサービス拡張と多分野への取り組み拡大を試みて
いる。具体的には、共同研究としてプロジェクト参
画している日本郵便の配達車両に搭載したV2X（車
載通信）機器を活用したきめ細かい見守りサービス
の実現と、複数分野のデータの収集分析を行う基盤
（プラットフォーム）FIWAREを整備し、行政情報
ダッシュボードの公開による市保有データの可視
化・共有化の実現を目指している。これら全体の取
り組みイメージをFig.6に示す。

知症高齢者などの発見に対しては、さらなる考慮が
必要となる。例えば、Table 2に示すように、朝方
はゴミ収集のパッカー車や通勤車、昼間から夕方に
かけては民間車両、配送業車、夜間・深夜に関して
はタクシーなど、業務内容に応じた車両が見守りを
担うことで、時間帯で動的見守りシステムのカバー
率を向上させることができる。その際には、協力車
両に対するインセンティブなどをスマートシティ構
築の全体で検討していくこととなる。
2）スマートシティにおける安全・安心向上
　現在設置を進めている固定見守りカメラには、コ
ネクテッドカーとの通信機能(V2I)も予約設計され
ており、Wi-Fi高速接続技術を導入することで、局
所的かつ短時間に相互認証・接続を開始できる。こ
れにより、見通しの悪い道路において、接近してく
るコネクテッドカーに対して、見守りカメラを利用
して注意喚起などすることが、データサーバーを介
さずとも可能になり、交通安全の協調運転シティを
構築することができる。
3）自動運転用ダイナミックマップ用データ提供
　将来的に、Fig.6の図中に示すスマートシティ基
盤（FIWARE）に車両、インフラや交通参加者が
コネクテッド技術を介してつながることで、道路状
態などが集約されて処理され、利用者へ提供される
こととなる。その中で、自動運転用のダイナミック
マップとして活用することで、安心・快適な自動運
転実用に寄与することも視野に入ってくる。
　最後に、国交省の先進的まちづくりシティコンペ
受賞など高い評価を得られたことは、今後の進化に
もプラスとなっている。
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できる。
　また、二輪車は、車線内において比較的自由な走
行軌跡をとることが可能であるため、一部の道路に
デッドホールなどが存在した場合、それを回避して
走行する場面がある。その場合でも、V2Xに搭載
された加速度センサーの計測値によって、回避行動
を特定・抽出することで、デッドホールの存在候補
地点を抽出することができる。候補地点を基準とし
て、走行映像による路面確認が必要な範囲を絞り込
むことが可能となり、処理時間の短縮化によって道
路管理の効率化実現に寄与できる（Fig.10は、テス
トコースによる回避行動の波形検出時の映像チェッ
クの画面例）。
　このように日本郵便のビジネスバイクにコネク
テッド機能を付加し、配達業務で網羅的に生活道路
を走行する際のデータを利用することで、先に述べ
た路面状況の現地調査が行き届かない生活道路の路

面凹凸の検出ができ、V2Xを介してデータ集約す
ることで、配達職員に新しい工数を増加することな
く、かつ意識させずに、きめ細かい道路状況の見守
りを実現できるようになる。
　2-3　社会実装を目的としたコネクテッド機能実装
　加古川市で実施している社会実装プロジェクト
は、持続可能な運用ができる官民連携ビジネスモデ
ルを想定している。そのためシステム構成に際して
は、過度に専用設計車両などを使用しない社会実装
可能な範囲で調達・構成した。コネクテッドカーに
ついても、既存の業務で使用している車両にV2X
や見守りタグ検知ユニットを追加設置して構成して
いる。日本郵便の配達業務用のビジネスバイクに対
しては、二輪車に対する限られた設置スペースの中
で、本来の配達業務用キャリアケースのスペース確
保を優先として、キャリアケースの内壁面へV2X
とBLE受信機を搭載した（Fig.11）。
　この際、機材全体に専用樹脂カバーを装着し、配
達対象物が機材とケース壁面の間に挟まってしまう
事態が発生しないよう実用性を確保した。一方で、
このように社会実装を前提とした業務遂行優先条件
下においては、必ずしもセンサーを信号検出に最適
な箇所に設置することが実行できない場合があり、
ここでも、後輪軸より後方にV2Xの加速度センサー
が設置されることになった。
　既存の市販されている多様な車種にコネクテッド
機能を搭載し、精度を補償できるデータ取得をする
ためには、車両寸法や動力特性が異なるため車種ご
とに、Fig.12に示すような使用条件における路面走
行を実施し、得られた教師データを用いて校正・標

まっている。
　日本においても、例えば、ITS第3期中期計画２）

では、社会普及を想定して「情報利活用のための基
盤づくり」、「多様な地域の実情に合ったITSの社会
実装」が取り組みテーマとして挙げられており、社
会実装に向けて地域の独自環境に適合したシステム
づくりが検討されている。加えて社会実装・普及に
関しては、持続可能なシステム構成が重要となる。
例えば、高機能センサーを実装した専用車両で特別
に限定された条件下で実現可能であっても、システ
ムを全国に普及するためには、車両の装備コストに
加えて、システムのランニングコストまで含めた対
費用効果や、システムによるQOL向上といった付
加価値が得られなければ、継続的な事業化は難しい。
　本稿では、上記の地域の実情に合った社会実装の
例として、兵庫県加古川市でのスマートシティ社会
実験プロジェクトにおけるコネクテッドカーの利活
用を紹介するとともに、その中で、現有の日本郵便
車両を活用した実用的なシステム構築を実現した工
夫点についても、併せて紹介する。

　2-1　プロジェクトの社会背景
　地域社会の抱える問題点として、子どもが対象と
なる事件や事故の発生が増加傾向にある。この状況
に対して、子どもの見守りやパトロールなどの安全
対策に関して満足している市民の割合は51.3％と低
く、登下校時を中心とした地域における安全確保に
対するニーズは高いという既往アンケート結果と
なっている３）。また、少子・高齢化に伴い、一人暮
らしの高齢者（特に認知症高齢者）の急増が予測さ
れ、加古川警察署管内においても、1カ月に10数件
の行方不明者の通報がある現状であり、高齢者の見
守りの必要性についても顕在化している。加えて、
市内の刑法犯罪発生状況をみると、集中箇所もある
が比較的広範囲で発生している（Fig.1）。
　このような状況に対して加古川市は、「子育て世
代からシニア世代まで誰もが健康で安心して暮らせ
るまち」、「生涯にわたって活躍できるまちの実現を
目指す姿」を掲げ、2016（平成28）年からICTを
活用した安心・安全な街づくり推進事業を公募型プ
ロジェクトとして実施してきた。プロジェクトでは、
上記の問題点の解決を目的として、市内全域での見
守りカメラ設置位置を検討し、刑法犯マップならび
に小学校周辺、通学路交差点（約200m～500m間隔）、

通学路に隣接する公園周辺・バス停周辺など、1校
区あたり50台程度×全28校区の約1,400カ所（案）
を選定した。2017（平成29）年から2カ年で、1,500
台の見守りカメラ設置・整備を進めている。
　社会実装する上では、市民の受容性も考慮する必
要がある。市全体を従来の防犯カメラでエリアすべ
てを見守っていくことは経済的のみならず、監視的
なイメージが強く、市民の積極的な意識向上にもつ
ながりにくい。そこでFig.2に示すように段階的な
実現・拡大、そして市民活用・参加へと展開するプ
ランニングがなされている。
　この際にプロジェクトのキーワードとなるICT
を活用した高度な見守りサービスの実現に際して
は、低照度対応カラーカメラシステムによる夜間対
応に加え、見守りタグ（BLEタグ：Bluetooth通信
の一部の低消費電力通信モードを利用した常時発信
タグ）受信機能を実装して、複数の見守りサービス
事業者へ情報を提供できるようにした点が挙げられ
る。このBLE受信ユニットは、無線接続し、通信
ユニットの通信/WEB簡易サーバー機能を組み合
わせることで、遠隔からの機器への操作とメンテナ
ンスができる。これにより、1,500台規模の設置に
おいても、効率の良い見守りカメラシステムを構築
している。
　これらのシステムは、Fig.3に示すように一体の
ドーム型ケースに収められ、防塵・防水「IP65準拠」
の高耐久性を実現しており、プロジェクトにおいて
継続的運用の検証がされている。
　Table 1は、システムを利用した見守りサービス
プラン例であり、2種類の推奨BLEタグがいずれも
軽量コンパクトであるため、小学生や認知症高齢者

　ここでは、本特集テーマにフォーカスし、走行・
移動する郵便車両にV2X機器を搭載し、コネクテッ
ドカーとしてシステム構成することで、動的な見守
りを可能にした事例を中心に紹介する。
　この取り組みの特徴は、V2Xにより、自車に活用

するデータのやり取り以外に、スマートシティ向け
見守りデータを担うことと、働くクルマである日本
郵便のビジネスバイクを活用している点にある。
1）コネクテッドカーによる見守りシステムの拡張
　V2X技術によるコネクテッドカーのプローブ
データ利活用は、東日本大震災や熊本地震にあるよ
うに、搭載車両のGPS位置データを集約すること
による通行実績マップの活用、また交通事故時の自
動救急コールなどの実用化が挙げられるが、これら
の利用は、主として車両利用者の安全・安心を向上

させる機能である。また、このようにプローブデー
タを非常時における活用に限定すると、システム運
用に際しての対費用効果を高めることが難しく、平
時にもシステムが利活用できることが実装価値を高
め、万一の際でも、スムーズに非常時モードに移行
して利用できるなど、持続可能なシステムを実現す
る上でも重要となる。
　このようなことから、先に述べた日本郵便の配達
車両に、V2X機能を含めた見守りカメラを搭載す
ることで、平常業務時に移動しながらBLEタグ探
査を可能とした。それにより、固定カメラの網羅で
きない範囲を動的に見守ることが可能となり、見守
りエリアの拡大を図ることができる。また、一番の
重要なことは、車両を運転する
郵便配達員にとっては、通常の
郵便業務に従事するだけで、車
載機器が自動的にBLEタグの検
知と映像を関連づけるため、見
守りサービスを付加することに
よる新たな負荷増加はないとい
う点である（Fig.7）。
　特に、日本郵便のビジネスバ
イクは、配達業務に伴い、街の
道路も網羅的に走行することか
ら市民の生活道路（市道主体）
を見守ることも可能となり、通

学路の交差点などを中心とした固定カメラを補完
する役割を担う。Fig.8は、本プロジェクトにおい
て見守りシステムを搭載している車両（加古川市
公用車／89台、ならびに日本郵便車両／174台）に
よるBLEタグの検知地点を示した分布地図である。
加古川市公用車が、主要幹線道上でのタグ検出が
中心であるのに対して、日本郵便車両は、その業
務形態に沿って、生活道路でのタグ検出が多数示
され、動的検知に対する優位性が明確化した結果
となっている。
2）コネクテッドカーによる道路状況の見守り
　プロジェクトにおける日本郵便車両に搭載してい
るV2Xシステムには、各種通信機能、GPSに加え

て3軸加速度センサー、CCDカメラも搭載しており、
一般的なプローブ車両としても活用できる。すなわ
ち、車両ごとに検出する各種信号・映像をサーバー
に蓄積することにより、時々刻々と変化する交通環
境を集約できる。この情報収集は、完全自動走行を
実現する上でのキーテクノロジーであるダイナミッ
クマップの生成に利用でき、ダイナミックマップを
利用する自動運転車の走行の安全・安心の向上につ
ながる。特にタイヤのスリップによるエネルギー消
費、加速度データや画像データから道路路面状況や
路面摩擦係数を推定することは、先行研究などでも
試みられ９）10）、そこから車両横すべり軽減システ
ム（ESC）やダイナミックマップに推定路面摩擦係
数をフィードバックするシステム提案等もなされて
いる。
　一方で、推定した道路路面状況を道路管理者に
V2Xを介して伝達することで、道路メンテナンス
の工数を効率化することも考えられる。特に路面舗
装のメンテナンスを決定する指標の一つであるIRI
（International Roughness Index）は、精度の良い
クラス1では水準計測、クラス2では専用のプロファ
イル測定装置などを用いて路面凹凸調査を行い、そ
の調査結果を用いて、QC（Quarter Car）モデルシ
ミュレーションによってIRIを計算する。また、簡
素なクラス4においても、パトロールカーに乗車し
た調査員の体感や目視によるIRIを推定するなど、
現地確認を実施する工数が掛かる11）。また、これら
の調査は主として、幹線道路、直轄道路ならびに
NEXCO管理道路といった交通量の多い道路が中心
になっており、生活道路を含む市町村道の道路管理
する地方自治体においては、膨大な市町村道 （全国
で総延長約106万km、道路統計年報／2017）に対
して、定期調査を実施することは現実的ではない。
このプロジェクトは、先に述べたように頻繁に生活

道路を配達業務走行する日本郵便車両の
搭載センサー値を利用して、路面状況の
簡易判定を実施することで、市町村にお
ける道路管理の現地路面調査工数の削減
を試みている。ここで対象としている市
道を主体とする生活道路は、昨今のゾー
ン30の設定の拡大にあるように、走行
速度が30km/h以下に制限されている箇
所が多い。そのため四輪車の場合、タイ
ヤ4本からの路面入力に対して、質量の
大きな車体側へ入力振動が減衰伝達され

ることから、特徴的な加速度が検出しづらい。また、
車輪の回転数が低いため、路面の凹凸などによるタ
イヤ表面でのエネルギー消費変動が小さいなどの理
由から、従来手法では路面凹凸の検出精度が低下す
る条件となる。それに対して、二輪車は前後二輪配
置のため、基本的に同一路面凹凸上を走行するので、
前後輪に対してある時間遅れをもって同一路面入力
が加えられる。また、車両質量が四輪車に比べて軽
量で、タイヤからの路面入力による車体振動波形が
比較的大きいことから、二輪車による検出が有利な
状況となる。
　プロジェクトでは、これらの状況を勘案し、筆者
の先行研究12）において検討提案した二輪車の前後
タイヤが路面凹凸を時間差で感知する特徴を用い
て、搭載されたV2Xユニットの3軸加速度データの
自己相関により、路面状態に起因する振動を特定す
ることで、生活道路の路面状態把握の精度向上を
図った。
　Fig.9は、単一車両において同一の市街路を周回
した際、図中の丸マーカーで示した地点が、上記
のアルゴリズムによって段差検出した地点例であ
る。マーカーの濃さは検出回数を示し、濃くなる
ほど同一地点での段差検出が複数あることを示す。
また、四角マーカーの現地調査における段差地点
は、調査員が直接目視にて路面凹凸を確認した位
置座標であり、現状では、コーナリングや加減速
の除外アルゴリズムの閾値のチューニング不足と
GPSのマルチパスの影響により、検出地点のずれ
などもみられるが、おおむね段差付近を検出する
ことが可能となっている。
　このように個々の走行データ内で加減速時や変速
時に検出不能や誤検出した箇所についても、複数車
両の毎日の配達業務によって蓄積される走行データ
を利用することで、欠落箇所を補完することが期待

準化することが望ましい。今回のプロジェクト実施
において影響した具体例としては、使用したビジネ
スバイクのマニュアル変速に起因する振動の除去処
理を行う必要があり、変速時の振動特性などを把握
し、データ処理アルゴリズムに反映させた。しかし、
実際上は多様な一般車両に対して校正実験を実施す
ることは難しい。現在は、IoT活用社会への移行が
行われる段階であり、搭載義務化を前提とした車種
設計がなされ、コネクテッドカーが一般に普及する
時期までは、このプロジェクトで実施したように車
両仕様をある範囲で限定することが可能な公用車、
業務使用車を中心としてシステム構成をすることが
実用的である。

　ここでは、兵庫県加古川市における総務省・加
古川市・日本郵便・ホンダの官民連携の見守りシ
ステムを題材に、コネクテッド技術の社会普及に
伴う安全・安心の実現への取り組み現状を紹介し
てきた。この加古川市のプロジェクトは、Fig.6 で

示した持続可能なスマートシティ化を目指してい
る。この第3章では、本報告のまとめとして、スマー
トシティ構想におけるコネクテッドカー関連事項
に絞り、今後のステップとその実現に向けた課題
などを述べる。
1）現状の働くクルマ活用での課題
　2-2節で紹介したように、プロジェクトの社会実
験として、加古川市公用車（89台）ならびに日本
郵便車両（174台）にV2Xを搭載し、コネクテッド
カーとして動的見守りシステムに活用することで、
固定カメラ（Fig.4）と車両による動的検知地点（Fig.8）
において、Fig.2に示す犯罪発生箇所を広くカバー
している。特に車両の動的システムで、固定カメラ
の少ない住宅地域の市道まで含め地理的エリアをカ
バーできることは大変有効であることが分かる。
　一方で、システムの可動時間帯として考えた場合、
固定カメラの24時間稼働に対して、ここで利用し
た公用車と日本郵便の稼働時間特性として、小学生
の登下校時間に関してはカバーすることができた
が、夜間は業務時間外であり、夜間の防犯や徘徊認

Table 2　働くクルマの業務別の稼働時間帯

夜間夕方（帰宅時間帯）日中早朝（通学時間帯）深夜
社会実験 社会実験 （公用車・日本郵便）

パッカー車・通勤車
パッカー車・通勤車

公用車・配達業車・民間車
公用車・配達業車・民間車

配達業車
配達業車タクシー タクシースマートシティ


