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論 壇

「つながる」ことにより実現する快適な超高齢社会

125

小竹元基

Motoki SHINO

近年、地方を中心にバス会社が撤退する路線が増え、その地域の住民の足がうばわ
れ、自動車を運転することもできない高齢者などは、買い物や通院といった外出に困り、
生活が成り立たない状況が発生している。一方、移動や交通等における交通事故発生
件数は全体として半減状況にもかかわらず、高齢者の関与は10％から19％へとほぼ倍増
している。その対策として、高齢者への運転免許証返納の呼び掛けや免許更新時の認
知機能低下者への運転免許証の取り上げが行われているが、地方都市や過疎地では、
自動車は生活の移動として不可欠な生活環境であり、深刻な問題となっている。このよう
な社会的課題の解決法の一つとして、自動運転・自動運転技術に関する研究・開発が
盛んに行われている。ラストマイル自動運転事業や中山間地域における道の駅等を拠点
とし、コミューターバスやゴルフカートを用いた自動運転サービス実証実験等が取り組まれ
ているが、どれをとっても住居の玄関までのサービスは困難である。住居までの交通シス
テムが整備されなければ、高齢者は運転断念後は家に閉じこもりがちになり、健康寿命
が短くなる懸念もある。そこで、住宅の玄関までの末端交通として、ハンドル形の電動三
輪車、電動四輪車が高齢者らに広く利用されている。
現状、これらの車両はユーザーによるマニュアル操作が基本であり、自動運転はおろか、
自律的に周囲の環境を検知・判断し、危険を回避するなどの搭乗者を支援する機能す
ら搭載されていない。このような状況で、使用に伴う死亡・重傷事故が発生し、自己申
告する義務がない状況から軽微なものまで含めると、その数は10 倍になるといわれている。
2000 年から介護保険を利用した貸与制度が開始され、今後、さらにユーザー数の増加
とともに、事故件数も増加する可能性がある。また、認知機能の低下した高齢者が使用
している実態も報告されている。そのため、認知機能が低下した高齢者の安全な移動の
実現にも、これら生活移動である超低速移動体への自動運転技術の適用が望まれる。
現状、自己所有の早期実現はコストの面から難しく、次世代のモビリティサービスとして
の設計が必要となる。また、このモビリティサービスの活用は、地方だけではなく、巨大
化した公共交通施設、空港、ショッピングモール等における移動サービスとしても展開が
可能で、高齢化に伴い、車いすによるゲートや店舗までの送迎サービスの件数が急増す
ることで起こる近々の人手不足の問題に対しても、自動運転によって無人化できる部分を
増やすことが望まれる。人を乗せてサービスを行った後は、無人で基地や次の利用者の
所に移動することが効率化やトータルコスト低減化にもつながり、効率性や安全性の面で
は、個で移動するのではなく、複数の移動体が隊列を構成し、荷物配送等にも展開でき
ることが期待できる。このように高齢者の移動支援、労働力不足解消に向けた新しいモ
ビリティサービスの実現には、実世界である現場（フィジカル空間）の多様なデータをセン
サー・ネットワーク等で収集・蓄積し、仮想空間（サイバー空間）と高度につなげること
により知識化を行い、より快適な移動を実現するまち・人・移動体という系による移動サー
ビスのフレームワーク作りが必要となり、各省庁が進めるラストマイル自動運転事業を内包
する形で、低コストによる自動運転を実現するモビリティサービスが期待される。
東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻／原稿受理 2019 年 2 月 1 日
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「コネクティビティの進化と交通」特集にあたって
杉本洋一＊
Evolution of Connectivity and Transportation : Introduction
Yoichi SUGIMOTO＊

1.

特集の背景

2.

交通社会におけるコネクティビティ活用

コネクティビティの進化により、移動中も「つな

日本は ITS 領域においては、自動料金収受システ

がる」のが当たり前の時代が到来している。車両や

ム、安全運転支援システム等、世界的に見ても数多

歩行者等の移動体同士が、あるいは、移動体とイン

くの先進的な取り組みを行ってきた。大月誠氏は、

フラとが「つながる」ことにより、交通社会はどう

交通社会におけるコネクティビティ技術活用の動向

変革されていくのだろうか。

として、ITS の振り返りから最新の動向までの全体

通信技術の交通社会への活用では、ITS（Intelligent

像を紹介している。ITS 技術はリアルタイム性を重

Transport System）と し て、交 通 事 故 の 削 減、交

視した専用の通信技術を用いていたが、セルラー通

通渋滞解消、輸送効率・利便性の向上等を目的に、

信技術の進化により、高速のデータを短時間にクラ

さまざまな取り組みが行われてきた。従来の ITS は、

ウドとやり取りできるようになり、車も IoT の一つ

車と車との車車間通信や、車と道路インフラとの路

の端末になる時代が到来している。車の移動データ

車間通信を中心に取り組まれてきた。しかしながら、

がサーバに集積することで、新たなサービスが生ま

専用通信機器の普及が当初の期待通りには進まない

れる。その一例として、各地の震災時に広く活用さ

一方、車に搭載されるカメラやレーダ等の自立セン

れた災害時通行実績情報提供システムについて紹介

サ技術が進化して、近年急速に普及が始まったこと

する。

により、専用通信に期待される役割も変化している。

コネクティビティに関しては、日本政府が推進す

すなわち、車載のセンサからは検知できない死角の

る戦略的イノベーション創造プログラムの課題の一

情報や、遠方の潜在的危険に対する先読み情報、あ

つである『自動走行システム』においても、数多く

るいは自動運転も見据えた高度な交通流制御のため

の取り組みが行われた。自動運転技術は競争領域の

の情報活用に対する期待が高まっている。

部分もあるが、通信はお互いに通じ合うことが必須

また一方では、セルラー通信の急速な発展、スマ

のため、協調領域の課題として取り組まれた。それ

ホの普及により、誰もがどこでもインターネットに

らの研究開発成果について、小川伯文氏が紹介する。

接続できる時代になっている。出掛ける際にも、取

自動運転技術は、主に車載センサによって周辺の交

りあえず適当な時間に家を出れば、後は移動しなが

通環境を認識し、行動計画を行うが、通信によって

らでも必要な情報が手に入る。そんな時代になった

交通状況を先読みすることで、より安全でスムーズ

今、改めてコネクティビティが交通社会をどのよう

な協調型自動走行システムの実現が期待される。従

に変革していくのか、その疑問に答える一助になれ

来の ITS は、主にドライバーへの情報提供として活

ばと考えて、本特集を企画した。

用されていたが、本プログラムでは自動運転の制御
に活用することを視野に、通信技術に求められる信

＊

株式会社本田技術研究所四輪 R&D センター
Automobile R&D Center, Honda R&D Co., Ltd.
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合流地点においてスムーズな合流を行うには、合流

活用が始まっている。

先の交通流を事前に知ることが必要である。さらに、

事故発生時の安全安心としては、金子敬行氏が、

合流の際に人と人との阿吽の呼吸で行われるような

自動車保険へのコネクティビティ活用に関して紹介

譲り合い行動も、通信によって調停することで可能

する。運転者の運転行動をクラウド上で評価するこ

になると期待される。

とにより、個人個人の運転特性を評価して保険料に

3.

反映できる「運転特性連動型」保険が可能となる。

ITS 領域の発展事例

これは、日頃から安全運転を心掛けている運転者に

ITS 技術は、多方面へ活用が拡がりつつある。

とってインセンティブになることに加え、そうでな

日下部貴彦氏らは、ETC2.0 を活用した高速バス

い運転者が自らの運転行動を、より安全側に変える

ロケーションサービスに取り組んでいる。ETC2.0

モチベーションとなることも期待される。

では料金収受機能に加えて、全国的に整備が進んで

コネクティビティ技術を地域社会へ持続可能に展

いる ITS スポットを通じて、インフラと車両との双

開するためには、システムの維持コストも含めた費

方向通信が可能となっている。これにより、運転者

用対効果と、地域のニーズに基づいた付加価値提供

へ交通情報を提供するのみならず、ETC 搭載車両

が鍵となる。大石康夫氏らは、多様な地域の事情に

から車両位置等のプローブデータを収集できる。こ

合った社会実装の事例として、日本郵便車両を活用

の機能を活用して、数多くのバス事業者の運行情報

した見守りサービスについて報告する。兵庫県加古

を一元的に提供できる共通プラットフォームの開発

川市では、官民連携による見守りシステムを展開し

を行い、バスタ新宿にて実証実験を展開している。

ている。固定カメラと BLE 通信による見守りタグ

ITS 技術は、交通弱者への適用も期待されている。

の展開に加えて、日本郵便の二輪車に専用通信機器

日本では、交通事故死者の約半数を歩行者と自転車

を搭載した動的な見守りによって、より多くの地域

が占めている。特に、見通しの悪い場所から飛び出

をカバーすることが可能になっている。この二輪車

す歩行者や自転車の検知は、車載センサでは難しい。

システムには加速度センサも搭載し、収集された走

大久保義行氏らは総務省から受託して、歩行者が携

行データから路面凹凸を検出することで、道路補修

帯できる無線端末の開発に取り組んでいる。歩行者

のための情報として活用が期待されている。

と車両が通信することにより、早期に歩行者の存在

5.

をドライバーへ知らせる安全運転支援機能を実装

今後の展望

し、携帯端末の測位精度向上、危険判定ロジックの

ITS 技術への期待は大きいが、社会への展開は必

高度化等により、正常作動を確保しつつ不要な作動

ずしも順調とはいえない。従来、ITS は主に交通安

の削減を図った。

全を目的としていた。交通事故削減は確かに極めて

4.

コネクティビティ活用による安全安心の拡大

安全安心を目的として、コネクティビティの活用
はさらなる拡がりを見せている。

重要な課題であるが、展開されるシステムを持続可
能なものにするためには、事業的なメリットの拡が
りも必要となる。つながることで、人と物の移動に
関する膨大なデータが収集され、より快適で効率的

有嶋拓郎氏は、救急医療におけるコネクティビ
ティ活用の取り組みについて紹介する。事故発生時

な移動サービス、地域社会の安心向上等、さまざま
な価値の提供が期待される。

の緊急通報システムは、先進事故自動通報に進化、

そして、
「つながる」ことの最終的な目的は、車

衝突時の車両データを送信し、重症度を推定するこ

車間でも路車間でもなく、人と人とがつながること

とで、より早期に適切な治療を開始することが可能

にあると思う。技術を通じて、人と人とがつながり、

になる。また、災害時に被災地域での迅速かつ適切

お互いに思いやりを持てる交通社会が実現できない

な医療・救護に関わる各種情報を集約・提供するこ

ものか。それこそがコネクティビティ活用の、究極

とを目的とした広域災害救急医療情報システムは、

のゴールではないかと考える。

災害医療派遣におけるロジスティクスの支援として
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交通社会におけるコネクティビティ技術の動向
大月

誠＊

日本では、世界に先行して、路車協調安全運転支援システム (DSSS および ITS スポット
サービス ) を V2I 技術として実用化した。世界では、この V2I 導入の取り組み、さらに
V2X へのコネクティビティ技術を実現する実証試験が行われている。一方、自動走行シ
ステムでは、ディープラーニングなどの AI 技術、ビッグデータ処理、セキュリティ対策
などがコネクティビティ技術の新たな核になろうとしている。ここでは、新しい価値、サー
ビス実現に向けての取り組みを紹介する。その中で、各社の車プローブデータを集約して、
災害時の道路通行実績情報として活用した事例についても紹介する。

Connectivity Technology Trends in Society Surrounding Transportation
Makoto OTSUKI＊
In Japan, the practical use of Cooperative Driving Safety Support Systems (DSSS)
and ITS Spot Service as V2I technology was the ﬁrst of its kind in the world. The
global community is not only making eﬀorts to implement this V2I technology, but
also carrying out demonstration tests to realize V2X connectivity technology. On
the other hand, big data processing, security measures, and AI technology such as
deep learning are becoming the new core of connectivity technology for autonomous
driving systems. The world's eﬀorts to realize new values and services will be
introduced here. Among them, I will introduce examples of cases where the car
probe data of private companies are aggregated and utilized as road traﬃc
information during times of disaster.

1.

られている。

はじめに

ここでは、コネクティビティ技術の深堀ではなく、

車は、人と人を結びつける移動手段、物資の輸送

社会を取り巻く交通・移動環境の変化の中で、どの

手段であることをはじめ、さまざまな需要を満たし

ような課題に対処して、新しい価値、サービスがコ

ながら、社会の変化と共に進化してきた。

ネクティビティ技術を通じて実現されてきたのか、

一方、モビリティサービスの実現に必要な基本技
術の一つが車のコネクティビティ技術である。

そして現在の新たな取り組みや必要なコネクティビ
ティ技術について、どんな議論、検討がなされてい

現在、新たなモビリティサービスが次々と生ま

るのかについて紹介したい。

れ、世界中で自動運転の実証実験や統合的な移動

2.

サービス実現に向けたさまざまな関連技術の開発、
制度、規則づくり、社会的受容性検討などが進め

コネクテッド・カーへの期待

車をコネクテッドにすることで得られる価値は、
人と人、コミュニティ全体にとって社会生活を革新

＊

特定非営利活動法人 ITS Japan
ITS Japan
原稿受付日 2018 年10月10日
掲載決定日 2018 年11月22日

国際交通安全学会誌

Vol. 43, No. 3

する新たな価値であることが期待されている。
これまでに車載機器間を接続するコネクティビ
ティ技術開発に取り組んできた車単独の進化から、
（6）
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車を社会のネットワークに組み込むことで得られる

費用・工事・運転開始時の手間や動作保証された電

社会システム全体のメリット追求に向けて、コネク

話機器を選ぶ必要があることなど、事業者、利用者

テッド・カーは進化してゆくことが期待されている。

の双方でわずらわしく、さらにサービスが持続的魅

すなわち、安全、渋滞緩和、環境、エネルギーといっ

力に乏しいこともあり、広く普及するには至らな

た ITS が取り組んできた課題克服への移動システム

かった。携帯電話の機種変更のサイクル（数カ月で

としての車の最適化だけでなく、交通システムを担

トップシェアが変わる市場）は、車載機器のライフ

う大きな要素として、社会的需要と個人のニーズを

サイクルと合致しないことが致命的であった。

マッチングさせた車のあり方を目指すことが、コネ
クテッド・カーに対する期待である。
3.

しかし今日では、スマートフォンなどで、個人と
個人、個人と巨大なサービスプロバイダを介した第
三者からの情報発信が簡単にできるようになり、ま

現在の交通社会とコネクテッド・サービス

た Web アプリケーションを介した膨大なデータの

2017年度の日本の交通事故による死者数は、3,694

授受や IoT デバイスの進化などから、あらゆる多様

人であった。これは、1948（昭和 23）年の統計開

なビッグデータが処理可能となり、個々のニーズに

始以降最小である。しかし、その中で高齢者事故比

合致したサービス競争が行われている。

率の増加が顕著になり、また人口減少による公共交

一方、ITS の通信環境は、日本では 5.8GHz 帯の

通手段の減少、運輸部門全般におけるドライバー不

狭 帯 域 通 信（DSRC）を 用 い た ETC2.0 サ ー ビ ス、

足などが深刻化するなど、安全な交通の実現への課

700MHz 帯通信を使った安全運転支援サービスな

題対策として、自動運転、特に高度安全運転支援シ

ど、ローカルな交通情報関連サービスを実現する

ステムへの期待が高まっており、関連する社会環境

ための比較的小容量のデータ送受環境で実現され

づくりも併せて、取り組み検討が活発化している。

ている。

また、世界では大都市への人口集中に向けた対応、

このように、従来の ITS サービスとインターネッ

発展途上国での急激な車社会到来への新たな社会施

ト環境で実現してきたサービスは、本来は異種のも

策など、持続的な取り組みが求められている。

のであり、同じ場で議論されることはなかった。し

日本ではこれまで、世界に先駆けた安全かつ渋滞

かし、安全運転支援サービスの高度化、自動走行シ

緩和などを目指した道路交通情報提供システム

ステムにおける高精度地図の必要性やディープラー

（JARTIC、VICS＊１）の全国展開を官民連携で進め、

ニングで代表される機械的認識技術に至っては、移

カーナビゲーションへの情報提供などを含め、実用

動車両から得られる画像などのビッグデータを処理

化が進んだ。さらに、高速道路の自動料金収受シス

する技術が基本となるため、必要手段として大容量

お

データ通信、クラウド処理技術の活用、さらにクラ

よび ITS スポットサービス ) も Fig.1 で示すように実

ウド処理か、エッジ処理すべきかなど、インター

用化された。近年になって、欧米においても路車間

ネット関連技術で進化してきた環境を用いた技術

通信（V2I、I2V）
、車々間通信（V2V）の実証実験など、

開発、サービス構築が必要となってきた。このため、

協調型安全運転システムの実用化への取り組みが加

ITS サービスで取り扱ってきた対象データ、通信容

速してきた。これらのシステムは、コネクティビティ

量、処理技術だけでなく、インターネット関連技

技術としては、独立したシステムで構成されており、

術と急速に接近してきたのが、ここ数年の変化点

データ、サービスも固定的であった。

である。

テム（ETC

）
、安全運転支援システム (DSSS

＊２

4.

＊３

このため、高度安全運転システムの成果と協調型

車を取り巻く環境変化

ITS で培ってきた開発成果に加えて、インターネッ

これまでに携帯電話を使ったカーナビ向けのサー

ト環境を活用したクラウド応用技術、大規模データ

ビスも商品化されたが、物理的に専用車載機や車運

処理や AI 技術を駆使して、Fig.2 で示すように自動

転時に携帯電話とのケーブル接続が必要など、追加

運転の実現に向けた競争と協調の取り組みが行われ
ている。

＊1
＊2
＊3

JARTIC：日本道路交通情報センター
VICS：道路交通情報通信システム
ETC：Electric Toll Collection System
DSSS：Driving Safety Support Systems
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現在、車の「走る・止まる・曲がる」の基本機能は、
電子制御化が可能であり、すでに市販車として、導
入済みであることから、車の基本機能制御について
（7）
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Fig.1 協調型ITS・ITS世界会議東京2013１）

のマネジメント技術は完了しているといってよい。

Google の子会社）などであるということが実態を

一方、交通法規を遵守した上で、どこへ行くのか、

物語っており、Fig.4 で示す自動化レベルにおける

走行環境を認識して、どのように安全かつ同乗者の

レベル 3 以上の自動運転の実用化が近づく中で、関

ニーズに合わせて走るか、については、ドライバー

連技術の動向含めて、企業間の協力・連携の構図が、

の意志判断にかかっている。

国際的に大きな転換点を迎えており、ビジネス環境

この運行計画、環境認識、安全走行指示の部分（認

としても、国際的に重要な岐路に立っている。

知、判断）が、Fig.3 で示すように、自動走行シス

5.

テムの重要なターゲットであり、AI 要素が大きく
寄与することとなった。

コネクテッド・カーを実現するコア技術

これまでは、車載機器とモバイル機器あるいは

このことから、自動運転の世界で先頭に立ってい

インフラ接続では、当事者間でクローズドなハー

る企業が Waymo（ウェイモ：自動運転開発を担う

ドウェア、ソフトウェアの I/F 条件を整合させるこ

Fig.2 自動運転システムへの取り組み
（出典）USDOT（アメリカ合衆国運輸省）２）

国際交通安全学会誌
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Fig.3 自動走行システムに必要な技術
（出典）SIP-adus メディアミーティング（2015）３）

（8）
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とで支障がなかった。しかし、現在の課題は、通

するが、基本的な設計思想は踏襲される。
5 ‑ 2 モバイル機器の活用

信インフラとしてインターネット技術に影響を受
けるオープンなコネクティビティ技術を考慮せざ

一方、エンターテイメントに関わる通信技術は、

るを得ないため、いわゆる垂直統合的な開発環境

音楽、映像、あるいはメール、SNS などの個人とし

は描けない。

て楽しむデータを車内機器にコンテンツとして取り

そこで、これまでに取り組まれてきた車載機器間

込む、あるいはカーナビゲーション用の地図データ、

のコネクティビティ技術が、モバイル技術、インター

さまざまなコンテンツ情報を取り込む、などの目的

ネット環境と融合することで生み出されるサービス

で、データ通信、フォーマット形式、機器間インター

と課題についてみてみたい。

フェイスの設計が個別に行われてきた。

5 ‑ 1 車載機器システムの統合マネジメント

これらは、OEM 側で採否決定できる制御系とは

1970 年代後半から、コンピュータ（CPU）性能

異なり、外的要因によって比較的頻度高く仕様変更

の向上と微細加工技術の進化、さらに車載環境に適

要求が後追いで出てくるなど、対応に苦慮するもの

合できる高信頼性技術が徐々に確立されて、車に電

も多かった。そんな中、通信型カーナビゲーション

子制御技術が本格的に導入されるようになった。こ

としてスタートしたサービスが、高級車の差別化か

れによって、エンジンやトランスミッションを含め、

ら導入が始まり、やがて一般車にも展開され、現在

あらゆる制御機能が、いわゆる CPU 制御化された。

では、顧客とのコネクティブなツールとして定着し

また、それぞれの機器間でセンサー情報の共有化や

たが、ここまでには多くの課題解決が必要であった。

制御用データ、診断機能の充実などの必要性が高ま

やがて、スマートフォンの時代となり、高速通信

り、車載機器間のデータ通信が重要となり、その方

が、Wi-Fi や Bluetooth で、モバイル機器間共通の

式も各種生まれたが、最終的にいくつかの国際標準

I/F で通信が可能となり、通信規約のバージョン変

規格になるなど、順次淘汰されて今日に至っている。

更にも、アップデート対応可能な環境とすることで、

これらの通信技術は、配線ケーブルを介して機器を接

ある程度の変化には対処できる通信環境となった。

続していることから、ブレーキ制御はBrake-by-wire と

そして、スマートフォンを介した車載機器の操作

呼ばれ、パワートレイン制御については、Drive-by-wire

機能をアプリケーションとして提供するものも出て

と呼ばれるなど、一般車両にも普及するロバスト性

き た。そ の 代 表 的 な も の が、Apple の CarPlay、

を確保した技術となっている。

Google の MirrorLink、Android Auto な ど で あ る。

このようにして、車の基本機能である「走る、止

これらによって、エンターテイメント系の車載環境

まる、曲がる」を制御する技術が、すでに信頼性の

は、徐々にスマートフォンとの親和性を高めている。

高い通信技術として確立している。ケーブル接続に

一方で車載機器を通じてユーザが選択、操作した情

も外乱の影響、通信障害はあるため、冗長性を適度

報などが、アプリケーションを介して、巨大クラウ

に持った多重系システムとして設計されるなどの配

ドでのデータ蓄積、分析が可能となり、それを基に

慮も施されている。安全運転支援システム、自動運

したユーザーへの適切な提案ができるシステムへと

転の制御システムの設計では、これまでより複雑化

つながり、個人ニーズに適合したサービスの進化へ
の可能性が広がってい
るが、一方では個人情
報 の 管 理、セ キ ュ リ
ティ課題などが懸念さ
れている。
今日、OEMは、車載
機器のハードを一定の
I/F条件を満たすように
準備して、ユーザーと
アプリケーション提供
事業者に利用環境とし

Fig.4 自動運転の自動化レベル

て提供することができ

（出典）SIP シンポジウム 2017４）
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る。つまり、
「走る、止まる、曲がる」という車の

張性が期待されていること、当面は 5.9GHz 帯が安

基本機能はゲートを閉ざし、エンターテイメントな

全性に関する ITS に割り当てられていることなどか

環境は、比較的オープンにすることができる。

ら、それぞれの優位性立証が盛んに行われており、

車の安全に関わる部分は、車両として保障し、エ
ンターテイメントな部分はユーザの自己責任が問わ

従来型の路側インフラ必須の ITS で進めるか、セル
ラー系でゆくかという攻防でもある。

れるということで単純に切り分けられればよいが、

北米では、ITS 推進計画として、Fig.6 のように

現実問題として、ネットワークの弱点を突いたイン

ITS Strategic Plan（2015-2020）があり、中でも具

ターネット経由のハッキングによるブレーキやアク

体的な都市フィールドでの社会に役立つ ITS 実証へ

セル操作など、車の制御系へのサイバー攻撃の事例

の取り組み、Smart City 実現へのアプローチにシ

もあり、セキュリティ設計については、引き続き大

フトしている。具体的には USDOT が進める Smart

きな課題となっている。

City Challenge の中で、最終選定されたコロンバス

6.

市などを中心に、コネクティビティ技術、自動運転

世界と日本の動き

関連の取り組みが進められている。その実験フィー

これまで述べたような環境変化の中で、安全運転
支援システムや自動運転のレベル 2 が実用化され、

ルドとなる各州では、立法、規制を整備して、実証
実験を受け入れている。

2020 年代初頭にはレベル 3 が市場に出てくるといわ

ここでも通信技術に関しては、欧州と同様の議

れており、コネクテッド・カーを取り巻くビジネス

論があり、5.9GHz 帯の DSRC か、C-V2X（Cellular

環境は、今後さらに大きく進展することが期待され

Vehicle to Everything）かの議論が尽きない。ここ

ている。一方、Waymo などでは、レベル 4 以上の

では、具体的な分析はしないが、このような技術

自動運転の市場投入準備が進んでおり、一気に新し

論からの優劣比較は、パフォーマンス上は明確にな

いモビリティ環境が創造されることも考慮した上

るが、サービスとのマッチングで本来の採否は決ま

で、今後の関連産業や事業対応を戦略的に進めてゆ

るべきものである。すなわち、スマートシティ実現

くことが必要との見方もある。

の要素として、交通システムがどのように位置づけ

このコネクテッド・カーの将来については、欧米

られ、新たな移動システムにおいて必要とされる、

および日本で政府、国際標準化団体などを通じて、

どのようなコネクティビティ技術が用いられるかが

連携しながら進められており、具体的な市場導入に

重要である。
日本では、内閣府の SIP 自動走行システムを中心

対する社会的受容性、ビジネス・インパクトなど、

として、関係府省庁とともに海外含めた民間各社、

あらゆる懸念事項への検討が進められている。
欧州では、ビッグデータ活用による市場形成の

研究機関などが参画して、自動運転に関連するさま

流れをリードしている巨大クラウド事業者への危

ざまな実証実験が 2014 年度から始まり、技術面の

機感があり、域内市場を守る必要性から、EU 戦略

検証、制度面、社会的受容性などの検討が進められ

（Digital Single Market）を 立 て て、域 内 個 人 デ ー

ている。
この中で、交通関連情報を静的データから動的

タを厳格に守るしくみとしての一般データ保護規則
（GDPR）を運用するなど、データ戦略が進んでいる。

データまでを一元的に取り扱える Fig.7 に示すダイ

また、コネクテッド・カー、自動運転に関しては、
Horizon2020 の中で 7 つの社会課題の一つである交
通テーマの中で、大きなイノベーションにつながる
研究テーマとして続けられている。自動運転のロー
ドマップや戦略の調整は、自動車業界のステークホ
ルダーで構成された団体である GEAR2030 で検討
されており、Fig.5 のように多くのプロジェクトが
連携しながら進められている。
この中で、例えば通信技術については、セルラー
系の V2X と IEEE802.11p に準拠した 5.9GHz 帯との
攻防が続いている。これは、今後登場する 5G に拡
国際交通安全学会誌
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Fig.5 自動運転実現へのロードマップ
（出典）European Commission５）
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Fig.6

ITS Strategic Plan：USDOT

（出典）USDOT６）

ナミックマップの考え方に基づいたデータ共有基盤

術によるコミュニティ内合意によるセキュアなシス

の検討が進められている。このダイナミックマップ

テム運用が可能といわれており、その場合、いわゆ

として定義されている静的データは、高精度地図な

る元締めとなる第 3 者の事業者に管理されない共同

どの基盤情報であるが、準動的あるいは動的データ

体運営なども考えられる。

として利活用される情報には、高度な運転支援サー

海外で Smart City の実現に向けて取り組まれて

ビスとの連携など、将来的発展の要素を含んでいる。

いる移動手段と移動サービスは、それぞれの都市、

7.

地域に合わせた多様な移動手段の組み合わせを前提

新しいサービスとコア技術

としており、これらをコネクティビティ技術適用の

海外では、カーシェアリングやライドシェアリン

アプリケーションとして実現するには、それに必要

グなどが新しい移動サービスとして現実になってお

なデータ利活用基盤、ビッグデータ収集用の通信手

り、それによるタクシー事業への影響や公共交通へ

段、セキュリティ技術などを構築する必要がある。

のインパクトが新たな課題となっている。

ここで従来と比べて著しく異なるのは、データの量

さらに、MaaS（Mobility as a Service）と呼ばれる、

とセキュリティ確保の難しさである。

さまざまな移動手段と利用頻度を組み合わせて、

データ量は、リアルタイムの走行中のカメラ動画

月額負担を選択させるサービスなども実用化されて

などを想定すればわかるように、数 GB/sec で生成

きた。

される画像データをそのままクラウドに送信するこ

また、シェアリング事業者を介さないで、ローカ

とは、通信コストに合わないため、車側で処理した

ルなコミュニティを形成して、ブロックチェイン技

結果をクラウド、もしくはモバイルエッジ側に送る
などの処理系を考慮す
る必要が出てくる。
また、セキュリティ
については、GDPR な
ど へ の 対 応、デ ー タ、
アプリケーション全体
の保護など、高度なセ
キュリティシステムを
導入する必要がある。
欧 州 委 員 会 で は、
C-ITS 取り組みの中で、

Fig.7 ダイナミックマップの概念

セ キ ュ リ テ ィ・ポ リ

（出典）市民ダイアログ 2017７）
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シーの議論があり、一つの信頼できるドメインだけ

さに把握できる。ここでは、災害時に通った道路ルー

を定める方向性を示している。

トを、各社のプローブデータを集約することで、デー

一方、最近の研究では、先に例示したブロックチェ

タの密度を上げて地図上にマッピングし、通行実績

イン技術を使った分散型管理台帳方式を用いること

情報として活用した事例である。車の位置、走行ルー

で、管理ドメインを一本化しない手法が優位ではな

トのデータは、コネクテッド・カーから得られるビッ

いかという議論もある。これらの新技術やアプリ

グデータとして、今後も移動サービス構築への基礎

ケーションは、既存の車業界だけでなく、新規事業

データとなる。そして、データ保有者を越えて協調

者にとって大きなチャンスとして捉えられている。

できる基盤データとして活用できれば、さらに意義

異分野技術連携や巨大クラウド事業者からのビッ

ある価値につながる可能性がある。
8 ‑ 1 経緯

グデータ処理基盤、多様な API やデータ処理環境
などの提供がホットな話題になっており、今後のコ

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災時には、

ネクティビティ技術は、サービス軸の進化と合わせ

ITS Japan で、各社のプローブ情報を集約して通行

て、次々と新しい技術の導入、管理システムなどが

実績情報として一般向けに情報提供した。

生まれてくると考えられる。
8.

この時は、Fig.8 で示すように、乗用車プローブ
事業者 4 社（本田技研工業
（株）
、パイオニア
（株）
、

災害時の通行実績データの各社連携

トヨタ自動車
（株）
、日産自動車
（株）
）のデータを集

さまざまな主体者が連携したエコでスマートな社

約した通行実績情報であったが、その後、国土地理

会を築くには、ここまでに述べてきたように、異な

院で集約された通行止情報を重ね合わせた「通行実

る事業分野の連携が必須であり、その前に同業種で

績・通行止情報」を一般利用者に向けて ITS Japan

の協調的な連携が必要であろう。

の Web サイトで公開することができた

ここで、ドライバーへの新たな交通情報サービス

この活動は、事前の合意やシステム構築ができて

として、各民間事業者が導入していた通信型カーナ

いたわけではなかった。その当時、ITS Japan が参

ビゲーションから得られる車の位置情報であるプ

画していた総合科学技術会議社会還元加速プロジェ

ローブデータを、災害時に協調して ITS Japan に集

クトの ITS タスクフォースにおいて、Fig.9 のよう

約し、災害時の道路通行実績情報として、一般に情

に各社のプローブ情報を統合的に集約する試みをし

報提供した事例について紹介する。

ていたことで、具体的なデータ集約と、そのデータ

プローブデータは、走行した道路をトレースした
情報であるため、ドライバーが利用した道路をつぶ

の力を把握していたことが、震災時のアクションに
つながった。

地図 ： Google,ZENRIN

Fig.8

官民連携通行実績・通行止情報提供８）
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さらに、これまでに防災科学技術研究所の川崎ラ

などであったが、その後のビッグデータ利活用、官

ボラトリで行われた 2004 年新潟県中越地震につい

民連携の事例として取り上げられることになったこ

ての先行的研究では、災害発生後の車両の通行実績

とが、最も意義があったと考える。

であるプローブデータを道路地図上にプロットし

この災害時通行実績情報が有効であることは、道

て、その軌跡を追うと、通過できない道路で車が U

路交通情報に関わる方々には十分理解されていた。

ターンしている箇所があることを捉えていた 10）。ま

すなわち、日本の交通情報提供可能な道路は、渋滞

た、それらの学術分野で研究されていたプローブ利

等の発生が懸念される大都市中心であること、一方、

活用の研究成果を踏まえて、Fig.10 で示すように実

災害は場所を選ばず、あらゆるところで発生するた

サービスとして取り組み始めていた本田技研工業

め、現場の通行実態、道路実態を把握する手段とし

（株）のインターナビ・プレミアムクラブでの運用

て、プローブ情報が有効であるということだった。

実績を情報共有すると同時に、各社の理解、協力を
得て始めることができた。

そこで、ITS Japan は、しかるべき組織がこのよ
うな網羅的な道路交通情報を把握して、災害時に情

このような経緯に加え、省庁をはじめとする国の

報提供を適時行えるようになるまで、このシステム

関係機関とも早期に意思疎通が図れたことも重な

を持続せざるを得ないと考えて、各社の理解協力を

り、東日本大震災における災害時通行実績情報の提

得て、プローブデータの収集から通行実績情報の生

供活動につなげることができた 。

成までの一連の作業を自動化することとした。

12）

8 ‑ 2 取り組みの効果と課題認識

8 ‑ 3 災害時通行実績情報システム構築と運用

東日本大震災時の取り組みでは、事前合意もない

東日本大震災時には、民間が保有する乗用車のプ

中、一部関係者の想い先行で準備を進めたが、デー

ローブ情報を統合して、通行実績情報とした。この

タ提供各社や関係省庁が一体となった取り組みがで

通行実績情報は、被災地周辺の道路の通行状況の把

きた。その結果の社会的インパクトとしては、

握、被災者の救援活動、物資輸送における経路検討

①ビッグデータ（プローブ情報）による可視化

などで活用できたが、今後も大災害が起きることは

②官民情報連携（通行止情報＋通行実績）

懸 念 さ れ た た め、改 善 す べ き 内 容 を 盛 り 込 ん だ

③災害時の救援・支援ルート検討材料の提供

Fig.11 に示すシステムを構築した。
具体的には、2012 年度実施の総務省調査研究プロ
ジェクトとして、乗用車に加えてタクシーやトラッ
クのプローブ情報を保有する各社の協力を得て、自
動的にシステムを立ち上げるしくみを構築したこと
により、機動力が大きく向上した。
そのシステム改善後、Fig.12 で示すように 2 年間
で 6 回の大規模災害事象が発生し、システムを稼動
することとなった。
この対応の中で、2014 年 8 月の広島地区での豪雨
災害では、近年増大している異常気象に起因した集
中豪雨による土砂災害であったため、災害発生しそ

Fig.9

社会還元加速プロジェクトの活動９）

うな場所や規模を把握して、システム起動の必要性、
情報提供範囲をわれわれが判断することは、極めて
困難であった。
このように豪雨災害時は、われわれの提供する災
害時通行実績情報は、一般の移動者への情報提供を
兼ねていることから、状況が流動的で不安定なタイ
ミングでの情報提供にならないように苦慮した。
8 ‑ 4 災害時情報提供サービスの広がり

Fig.10 プローブ情報の災害時活用事例
（出典）本田技研工業（株）11）
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災害時通行実績情報提供のスキーム 13）

を受けて自動的に各社に情報提供依頼を発信し、

に情報提供した。このように、災害時通行実績情報

各社提供のプローブ情報を集約した災害時通行実

に関わるサービスは、情報提供サイトとサービス内

績情報として、当日のうちに 1 時間ごとの更新サイ

容が充実してきた。
8 ‑ 5 国土交通省道路局との新たな取り組み

クルでの運用が準備でき、ITS Japan サイトに情報
展開できた。

熊本地震に関する情報提供終了後、国土交通省道

この熊本地震については、2 度に及ぶ震度 7 の巨

路局から、民間プローブ情報活用を検討したいとの

大地震と、震度 6 強を含む大規模な余震が広域で続

要望があり、具体的な検討を始めた。その後、情報

いたことで、道路、橋梁などに多くの通行不可な損

提供条件などの検討を経て、2017 年 5 月 31 日付で

傷、路面崩壊などをもたらしたが、多くの民間や公

国土交通省道路局より、Fig.13 のようにプレスリ

的団体から、災害時情報提供が実施された。

リースされた。

道路交通関連情報としては、JARTIC（日本道路

このシステムは、主として高速道路の走行区間と

交通情報センター）から、通行止めや渋滞情報など

入口・出口周辺走行道路から得られる通行データを

が提供されており、本田技研工業（株）は、
「インター

ETC2.0 で把握し、それに民間プローブデータ（乗

ナビ」によるプローブデータを道路通行実績情報と

用車、タクシー、トラックなど）による周辺データ

して、Google、Yahoo のサイトを通じて提供した。

を補足することで、より緻密な災害時の通行実績情

またトヨタ自動車（株）は、
「G-BOOK」搭載車両

報を把握することができるものである。
これまでの災害時通行実績情報は、一般利用者を

からのプローブ情報による「通れたマップ」として、
JARTIC の交通規制情報等も併せて Web サイト上

含めて、それぞれの判断で活用するものということ
で、一定時間内の通行実績データを集約して、1 枚
のマップという単純な表現方法で情報提供してき
た。しかし、利用者を特定していないため、豪雨災
害のように影響が時々刻々と大きく変化する場合、
情報提供判断は困難である。そこで、情報提供条件
として広域かつ重大な災害であることに加えて、内
閣府に非常災害対策本部が設置されたことを客観的
な指標とした。
一方、国土交通省道路局におけるプローブ情報利

Fig.12

災害発生時の通行実績情報提供
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Fig.13

官民ビッグデータによる災害時通行実績

（出典）国土交通省 15）

などの通行可否の判断材料の一つとすることであ

なった。

り、被災状況の詳細把握などに有効な情報を組み合

9.

わせて、道路啓開作業の必要性や一般車両の通行可

おわりに

否判断など、緊急時の判断材料とすることである。

ここに至って、道路交通情報サービスは、平常時

すなわち、道路管理者、消防、警察、自衛隊など

災害時含めて、徐々に官民情報連携が進み、新しい

が協力して、まず人命救助活動に生かすことであり、

情報収集と提供の形が築かれつつあるといえる。

続いて被災者への救援物資輸送などの活動に生かす

また、モビリティ課題の解決に向けて、車の活

こと、さらに現場確認と併せて、
「通れるマップ」

用方法が広がり、関連する事業者も多様化して、

として一般にも活用するという取り組みになる。

個人の移動レベルまで深く取り組めるようになっ

よって、ここで求められるデータは、一般利用者で

ている。

はなく、専門家による判断に足りるように提供でき
ることが望まれる。

これらの環境変化を受けて、抜本的な移動システ
ムのあり方、そのデータ利活用基盤の構築、具体的

8 ‑ 6 2018 年西日本豪雨災害への対応

なサービス創出に向けた取り組みが期待される。

2018 年 7 月の西日本豪雨災害では、気象庁から「大
雨特別警報」が 11 府県に出される大規模な自然災
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SIP 自動走行システムにおけるコネクテッド・ビークルへの取り組み
小川伯文＊
近年、自動運転の技術進化は目を見張るものがあり、実用化に向けて国際競争が激し
くなっている。日本政府は SIP 自動走行システムをスタートさせ、産官学が協力して自動
運転の実用化に向けた国際競争に打ち勝つよう協調領域の研究開発に取り組んでいる。
自動運転車は自律センサーによる制御を基本とするが、通信技術を用いたコネクテッド
の技術を使えば、さらに安全でスムーズな走行ができるようになる。ここでは、車車間、
路車間、歩車間通信と車 ‑ ネットワーク通信（車両プローブ）について SIP 自動走行シス
テムの研究開発の状況を紹介する。

Research on Connected Vehicles in SIP Automated Driving for
Universal Services
Norifumi OGAWA＊
In recent years, the technological evolution of automated driving has been remarkable,
and the competition toward practical application has intensiﬁed. The Japanese
government started the SIP automated driving system, and the industry, government
and academia are cooperating to undertake research and development together in
various areas to overcome the international competition for practical application of
automated driving. Automated driving vehicles are based on autonomous sensor control,
but using connected technology makes it possible to drive safely and smoothly. I
introduce the research and development in SIP automated driving for universal services
on vehicle to vehicle, vehicle to infrastructure, vehicle to pedestrian and vehicle to
network communication (probe car).

1.

実用化に向けた取り組みが進み、競争がますます激

はじめに

しくなってきている。海外との競争に打ち勝つため、

自動運転が最初に紹介されたのは 1939 〜 1940 年

民間企業による個別の研究開発だけでなく、その協

のニューヨークで開催された世界万博における GM

調領域を国が後押しをする産官学共同のプロジェク

の展示といわれている。それから約 80 年が経ち、

ト SIP（Cross-Ministerial Strategic Innovation

実用化が現実味を増してきた。特に Google が公道

Promotion Program）が 2014 年 よ り オ ー ル ジ ャ パ

での実証実験を開始した頃から、海外では IT 業界

ンの取り組みとしてスタートした。ここでは SIP の

だけでなく自動車メーカーも巻き込んで盛んに自動

研究開発のうち、コネクテッド・ビークルの活動

運転の実証実験が行われてきた。日本においても自

について紹介する。

動車メーカー、IT ベンチャーによる自動運転車の
＊

SIP 自動走行システム
SIP Automated Driving for Universal Services
マツダ株式会社
Mazda Motor Corporation
原稿受付日 2018 年10月10日
掲載決定日 2018 年11月22日
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SIP 自動走行システムとは

2 ‑ 1 SIP とは
総合科学技術・イノベーション会議は、社会的に
不可欠で、日本の経済・産業競争力にとって重要な
課題を取り上げ、基礎研究から事業化までを見据え
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た、府省横断かつ産学官で推進するプロジェクト

らを以下の 5 テーマに統合し、大規模実証実験を通

SIP を立ち上げた。各プロジェクトテーマには産学

して実用化を推進している。

から公募したプログラム・ディレクター（PD）が

①ダイナミックマップ

選任され、プロジェクトをリードする。プロジェク

②情報セキュリティ

トは、2014 年からの 5 年計画で材料技術、エネル

③ヒューマン・マシン・インターフェース

ギー、海洋資源、インフラ維持管理など、11 の分

④歩行者事故低減

野に取り組んでいる。その中の一つとして自動走行

⑤次世代都市交通

システムも加えられた。

これら5テーマの中には通信技術に関係する開発

2 ‑ 2 SIP 自動走行システム

も含まれており、
①ダイナミックマップでは情報の収

自動運転車には交通事故の削減、高齢者・交通制

集配信での活用、
②情報セキュリティでは外部からの

約者の移動支援、地方の活性化、トラック・バスド

通信を経由した侵入への対応、
④歩行者事故低減では

ライバー不足への対応、自動車産業の競争力強化、

歩車間通信を活用した情報提供など、通信技術は情

関連産業の市場拡大・創出など、多くの期待がかけ

報を伝達するために不可欠な基盤技術を担っている。

られている。SIP 自動走行システムの目的としては

3.

交通事故の低減、渋滞の削減、自動走行システムの

コネクテッド・ビークルとは

早期実現と普及、高齢者・交通制約者に優しい先進

コネクテッド・ビークルとは一般的に、通信を活

的な公共バスシステムの実現が掲げられ、取り組ま

用して車の外部とつながり、情報を伝達する車のこ

れている。

とを指す。自動運転に対しても自律センサー／制御

自動運転の開発を大別すると、車のセンシングや

による自律走行システムに加え、通信を活用した協

制御に関わる、いわゆる競争領域と、基盤技術やイ

調型システムを統合することにより、より安全でス

ンフラ関連技術など、メーカー横断の協調領域があ

ムーズな走行が可能な自動走行システムが実現でき

る。SIPでは研究開発領域の設定に際し、この協調

ると考えられている（Fig.2）
。
3 ‑ 1 コネクテッド・ビークルの現状

領域に焦点を当て、研究開発計画が組まれている。
その協調領域としては、自車位置の特定や走行ルー

日本では海外に先駆けナビゲーションシステムが

ト計画を行うための高精度な地図と、それに付帯す

実用化された。それに呼応し、渋滞情報のニーズが

る情報（ダイナミックマップ）
、車と人とのコミュ

高まり、1996 年には FM 放送、電波ビーコン、光ビー

ニケーションを円滑化するためのヒューマン・マシ

コンを用いた VICS のサービスがスタートした。現

ン・インターフェース、外部からの侵入に対し、安

在では、VICS 搭載の車載機出荷累計が 6,000 万台を

全を担保するためのセキュリティなどに加え、通信

超えるまでに普及している。また、2001 年には料

（コネクテッド・ビークル）が定義されている（Fig.1）
。

金収受システムとして ETC のサービスが開始され

2014 年から研究開発がスタートし、協調領域に

た。ETC においても、セットアップ件数が 8,600 万

関する数々の施策が実施された。2017 年よりそれ

件を超えており、十分に普及しているといえる。さ

Fig.1 SIPの研究開発領域
（出典）SIP ホームページ１）をもとに著者改変
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Fig.2 SIPの研究開発領域
（出典）US DOT ホームページ２）をもとに著者改変
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らには交差点での安全運転支援を目指した安全運転

走行ルート計画の策定に活用できるものとして、車

支援システム（DSSS）も導入されている。これら

線別の渋滞情報、規制情報など必要な情報が整理さ

の路側インフラは双方向の通信が可能なため、情報

れた。

の配信だけでなく収集も可能であり、自動運転への

合流・車線変更支援では、路車間通信と車車間通

活用可能性を持っている。このように大規模に整備

信の可能性が検討された。協調型自動運転車が普及

が進んだインフラは、日本の貴重な資産として自動

していない段階では車車間通信の支援による合流・

運転への通信活用を考える際には考慮されるべきも

車線変更は、機能を持つ車の遭遇頻度が低いことか

のである。海外では、このような大規模な通信イン

ら難しいと考えられるため、路車間通信による合流

フラの整備は進んでおらず、日本の大きなアドバン

支援が優先的に考えられている。
緊急ハザード情報は、自車が検出した路上の障害

テージの一つといえる。
3 ‑ 2 通信技術の自動運転への応用

物の情報を後続車に伝え、事前に回避行動をとらせ

通信を活用した自動運転を検討する際に重要なの

ることができる。車車間通信による後続車への配信

は、技術検討を行うための前提となるユースケース

だけでなく、受信した車が再配信を行い、通信範囲

（適用事例）を固めることである。SIP では、自動

の拡大を狙う。また路側機も、この情報を収集し広

車工業会（自工会）ですでに検討されていた路車間

域に配信することで、より確実に情報が伝達できる。

通信、車車間通信の自動運転ユースケースなどを必

これらのユースケースを SIP の検討のベースとする

要に応じて用いることとした（Fig.3）
。

ことによって、検討に一貫性を持たせることができ、

自工会では、実用化の可能性が高いものとして高
速道路が取り上げられ、優先的にユースケースが検

また、他の研究団体との研究内容の整合を図ること
ができる。

討された。その結果、道路からの先読み情報、合流・

4.

車線変更支援情報、緊急ハザード情報、隊列走行の

SIP 自動走行システムにおけるコネクテッド・
ビークルの取り組み概要

4 ユースケースが選定された。
道路からの先読み情報のユースケースでは、自動

SIP では通信活用の自動運転、安全運転支援技術

運転車があらかじめ知っておけば、車線の選択など

に関する研究開発をさまざまな領域において行って

Fig.3 通信活用のユースケース
（出典）自工会資料

IATSS Review

Vol. 43, No. 3

（ 19 ）

Feb., 2019

142

小川伯文

既存の安全運転支援システムで活用されている

いる。ここではそれらの研究開発のうち、代表的な

760MHz ITS 通信を、自動運転車の車車間・路車間

ものについて紹介する。
自動運転、安全運転支援のためのコネクテッド・

通信への適用可能性を明らかにするため、自動車専

ビークルの技術としては、無線通信によって車同士

用道路（以下、自専道）合流や一般道交差点をユー

を接続して情報を交換する車車間通信技術、道路に

スケースとしてシミュレーションおよび、実車によ

設置した通信機と車を接続して情報交換する路車間

る実験を通して通信の信頼性、有効性を確認した。
Fig.4 に自専道、交差点のユースケースを示す。

通信技術、歩行者と車の間をつなぐ歩車間通信技術、
車とネットワークをつなぐプローブ情報通信技術と

自専道における合流では、合流車と本線車の間の意

それを支える基盤技術に大別できる。SIP では、そ

思疎通を図るための合意形成期、車間確保期、合流

れらの技術に関して各関連省庁が研究開発の推進を

期の 3 つのフェーズを想定した。合意形成期では合

行っている。

流車は本線車に対し、合流の意思表示を行う。合流

総務省は車車間通信、路車間通信に関する諸通

時点で合流車前後にいると想定される本線車は、受

信方式の自動運転への適用可能性および、通信に

け入れ可の意思表示を合流車に行い、車間確保を行

必要なメッセージセット、プロトコルの検討、高

う。合流車は十分な車間が確保できたことを自律セ

速道路の合流などの具体的な通信方法の検討など

ンサーで確認した後、合流を開始する。

を行っている。また、歩行者事故低減のための歩

交差点では、自動運転車それぞれの車がお互いの

車間通信についても、歩車間通信端末の技術開発

位置、速度、進行方向の情報を車車間通信で相互に

を進めている。

交換し、自車が持つダイナミックマップ上にプロッ

警察庁は交差点での路車間通信として信号情報提

トすることで走行計画を立案することができる。
これらのユースケースより、検討すべき課題とし

供や車・歩行者との衝突回避情報提供について検討

ては、合流のケースでは短期間に合意形成を完了さ

している。
国交省は対歩行者の自動運転システム要件につい

せなければならず、高い通信品質が要求されること、

ての検討、内閣府は、ダイナミックマップへの応用

交差点のケースでは多くの車が同時に通信を行うた

のための車両プローブ情報の活用について検討を

め、通信トラフィックの集中による通信エラーの防

行っている。

止、低遅延などが挙げられる。

コネクテッド技術を支える基盤技術としては車の

合流ユースケースについてテストコースでの実車

位置標定技術が不可欠である。これについては経産

実験を行ったところ、合意形成のための通信回数が

省がリードし、衛星測位に関して準天頂衛星を含む

2 回以上であれば、99％を超える性能を確保できる

最新の技術レベルを把握するための調査が行われて

ことが分かった。ただし、周囲に通信を行う車が多

いる。

く存在する場合は、通信品質が低下（パケット衝突）

以上のようにコネクテッド・ビークルに係る技術

する可能性があることも分かった。
交差点のユースケースにおいてもテストコース実

は幅広いが、ここでは直接的に通信に係るテーマに

験を行い、対象車が 10 台の場合と 85 台の場合を比

ついて紹介したい。
5.

較した。その結果、10 台であれば 99％の通信品質

車車間・路車間通信に関する研究開発

が確保されるのに対し、85 台の場合は 98％と低下

5 ‑ 1 車車間・路車間通信の課題
前述のように、日本ではすでに安全運転支援、渋
滞削減のための車車間、路車間通信技術が実用化さ
れている。自動運転の通信方式を考える上で、これ
らの通信技術を活用することが効率的である。しか
し、自動運転に適用するためには安全運転支援で必
要とされる以上の信頼性、通信性能（通信遅延、通
信到達率等）の確保が重要である。
5 ‑ 2 自動走行システムに必要な車車間通信・
路車間通信技術の開発（総務省）３）
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Fig.4 自専道、
交差点のユースケース
（出典）総務省 SIP 報告書３）
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した。これは台数が増えることでパケット衝突が発
生しているものと考えられるが、連続して発生して
はおらず、ダイナミックマップ上での車の位置特定
には、大きな影響がないものと結論付けられている。
本検討では、さらに実際の合流シーンをテスト
コースで再現させ、通信の有効性について検証した。
実験では、本線走行車両の台数や合流車のタイミン
グなどの条件を変動させたいくつかの合流シーンを
再現させた。その結果、本線車と合流車では適切に
合意形成ができ、本線車は合流可能な車間距離を確

Fig.5 路車間通信による合流支援検証
（出典）総務省 SIP 報告書３）

保し、合流車はその車間に向け適切に加速できるこ
Fig.6 に示すように高度化光ビーコン A が情報提

とを確認した。
この実験では、路車間通信についても評価を行っ

供する交差点 1 〜 6 のうち、交差点 3 に ITS 無線路

た。実験では、合流車の情報を本線走行車に伝え、

側機を設置することにより、交差点 3 の信号情報を

本線車の速度を調整するモデルと本線車の情報を合

更新することができるようになる。また、交差点 2

流車に伝え、合流車の速度を調整し、車間に入るモ

または 3 から進入する車に対しても、交差点 3 の信

デルの 2 パターンを行った。どちらのケースについ

号情報が提供できる。
このシステムを公道に設置し、効果を検証した。

ても、合流前に速度の調整ができ、路車間通信の効

システムは高度化光ビーコンに ITS 無線路側機を

果が確認できた（Fig.5）
。
5 ‑ 3 信号情報活用による運転支援高度化に向け
た調査研究（警察庁）

組み合わせたものとし、愛知県内の信号情報を提
供している連続した 27 交差点のうち、時々刻々と

４）

一般道での自動運転を実現するためには、走行環

信号タイミングが変化する 5 交差点に ITS 無線路側

境が複雑な交差点での通行可否の判断が重要とな

機を設置した。検証項目としては、信号情報の有

る。自律センサーでの信号認識に加え、路車間通信

効支援率、信号情報精度、急減速発生回数の減少

を活用した信号情報の配信により、よりロバストな

などである。

交差点の通行可否判断ができる。

その結果、路側インフラ全体の有効支援率では、

現在も高度化光ビーコンによる信号情報活用運転

高度化光ビーコンのみの場合が約 60％だったのに

支援システム
（TSPS：Traﬃc Signal Prediction Systems）

比べ、ITS 無線路側機を付加したものは 70％以上と

が実用化されているが、よりリアルタイムな情報を、

改善が見られた。また、信号情報精度については、

760MHz を使った路車間通信（ITS 無線路側機）で

光ビーコンのみによる信号情報提供では切り替わり

送ることにより、感応式交差点のように、時々刻々

タイミングが幅を持って提供される仕様になってい

と信号のタイミングが変化する交差点でも精度の高

るため、2 秒以上の誤差があったが、ITS 無線路側

い信号情報が提供できる。

機 に よ る リ ア ル タ イ ム の 情 報 提 供 に よ り、最 大

Fig.6 TSPSシステム構成案
（出典）警察庁 SIP 報告書４）
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99ms の誤差となっていることが確認された。この

る。衝突を回避するためには、歩行者あるいは車の

効果として、信号の切り替わりでの急減速の回数が

存在を認識し、衝突可能性を判定し、警告または回

15 〜 20% 低減される場合があることも確認された。

避制御する必要がある。車の位置標定については、

5 ‑ 4 自動走行支援通信のメッセージセットおよ
びプロトコルに関する調査検討（総務省）

５）

道路上を走行しているという前提で、マップ上の地
物からの位置推定、GNSS（衛星測位システム）に

この検討は、車車間、路車間通信を自動運転に適

よる測位、慣性航法、マップマッチングなど、位置

用する際の具体的なメッセージセットおよび、通信

推定精度を向上する技術があるが、歩行者の位置標

プロトコルを提案するために実施された。

定については、現時点 GNSS に頼らざるを得ず、そ

検討の前提として自動走行支援通信のステージ

の測位精度が課題となっている。加えて、歩行者は

（Table 1）が定義され、その中のステージ 2-1 の高速

歩行経路を容易に変えることができるため、歩行経

道路での SAE 自動運転レベル 2 および 3 が本検討の

路推定に基づく危険判定の正確さも課題となってく

対象となっている。具体的な検討は、自工会ユース

る。また、歩行者の数が増えた時の車との通信方式

ケース（Fig.3）のうち、緊急ハザード情報提供と

についても考慮が必要である。
6 ‑ 2 歩車間通信技術の開発（総務省）６）

合流 / 車線変更支援に絞って行われた。
検討対象とする通信方式は、既存の安全運転支援

SIP で計画されている大規模実証実験には歩行者

で用いられている5.8GHz帯車車間通信システム実験

事故低減もテーマとして入っており、その中で技術

ガイドライン、760MHz帯高度道路交通システム、狭

検証ができるよう開発が行われている。

域通信システム規格（ARIB標準規格）とし、これら

1 ） 歩車間通信システム概要

通信方式に対する通信メッセージ（Table 2）
、プロト
コルおよび通信要件案を策定した。また、それらの

歩行者事故分析の結果より、歩車間通信が必要な
シーンを決定した（Fig.7）
。

仕様を用いた際の性能について、シミュレーション

一方、支援が不要な時に誤警報が発生するとシス

を用いて評価した。その結果、上記3方式ともに性能

テムの信頼度が低下し活用されなくなる恐れがある

目標を満足することが確認でき、自動走行支援通信

ため、歩行者端末を持つ人が車の中、建物内、歩道

仕様素案としてまとめられた。

橋上、歩道上、高架上下にいて車と衝突する可能性

6.

がない場合を不要支援 5 シーンとして定義した。

歩車間通信に関する研究開発

支援のタイミングとしては、ASV4（国交省プロ

6 ‑ 1 歩車間通信に関する課題

ジェクト第 4 期先進安全自動車）の結果より、歩行

SIP では、歩行者事故の低減を目標の一つに掲げ

者に対し

て研究開発に取り組んでいる。その解決策の一つが、

・衝突の 3.2 秒から 2 秒前まで：警報

歩車間通信を活用した歩行者と車の衝突回避であ

・衝突の 6.5 秒から 3.2 秒前まで：注意喚起

Table 1 自動走行支援通信のステージ

（出典）総務省 SIP 報告書５）
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Table 2 メッセージセット例

（出典）総務省 SIP 報告書５）

・衝突の 6.5 秒前まで：情報提供

3 ） 高精度位置測位技術

とした。また、車に対しては、

GNSS による測位精度を向上させるため、建物に

・衝突の 3.2 秒から 0.8 秒前まで：警報

よる反射波の除去や加速度センサーなどを用いた

・衝突の 3.7 秒から 3.2 秒前まで：注意喚起

デッドレコニングの技術を採用した。

・衝突の 3.7 秒前まで：情報提供

これら技術を用いて位置精度目標 ±3m が確保で

とした。

きるかについて、大規模実証実験で使用する予定の

2 ） 歩車間端末

お台場の交差点で測位精度調査を行った。
東京国際交流館前、ヒルトンホテル前など 10 カ

歩車間端末システムの概要を記す（Fig.8）
。
本システムは、GNSS 受信機、危険判定アプリを

所の交差点横断歩道上で計測し、累積 68％誤差の

内蔵したスマートフォン、760MHz の通信機から成

結果が 4.5m 以内に収まっていることを確認した。

る。大規模実証実験で歩行者が携帯可能なように各

目標には達していないが、従来に比べ、精度が向上

ユニット、アンテナをリュックサックにまとめた

していることが確認できた。ただし、台場駅、有明
中央橋北側高架下では、周囲の建物の影響で天空視

（Fig.9）
。

界が狭いため、上記誤差には収まっていない。この

Fig.7 支援必要5シーン
（出典）総務省 SIP 報告書６）
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Fig.8 歩車間端末システム
（出典）総務省 SIP 報告書６）
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小川伯文

Fig.9 端末リュックサック外観

Fig.10 安全支援の実験場所
（お台場）

（出典）総務省 SIP 報告書６）

（出典）総務省 SIP 報告書６）

ような環境下では、測位精度を勘案して安全運転支

トワークの混雑次第で遅延時間が変動したりするデ

援サービスの停止等、適切な対応が必要との報告と

メリットがある。これらメリット、デメリットを勘

なっている。

案して、ユースケースを考える必要がある。
7 ‑ 2 車両プローブ情報の活用（内閣府）７）

4 ） 危険判定技術
歩行者は移動の自由度が大きいため、警報を出す

SIP ではダイナミックマップの準動的データ、準

ためには、歩行者の状態推定を行い、車との衝突危

静的データ、静的データの情報収集 / 配信に、この

険度を判定しなければならない。スマートフォンセ

技術を使うことを考えている。

ンサー、地図情報、衛星による位置情報を基に歩行

自動運転の走行経路計画を立案するためには、走

者の状態を検出し、衝突判定あるいは安全判定を行

行路上の渋滞有無など、交通流の把握が必要になっ

う。また、支援が不要な車内、屋内、歩道橋上など

てくる。現在は路側のトラフィックカウンターなど

の識別を移動速度情報や衛星電波強度、高度情報な

で渋滞を把握しているが、道路レベルとなっており、

どにより判定する。支援が必要な時の作動率として

車線ごとの渋滞・交通流の把握まではできていない。

は 80％以上、また、不要作動率を 20% 以下と仮目

また、トラフィックカウンター間の渋滞は把握でき

標を設定した。

ない。走行中の車から収集できるプローブ情報を活

上述の技術評価を Fig.10 に示すお台場の公道で

用することで、車線ごとの交通流を途切れなく集め

実施した。評価シーンは支援必要 5 シーンとし、評

ることが可能となる。SIP におけるプローブ情報活

価基準としては存在通知、情報提供、注意喚起のい

用に向けた取り組みとしては、車両プローブ情報の

ずれかが鳴ったことで作動を確認することとした。

共用に必要となるデータセットフォーマットや API

評価の結果、正常作動率 95％ 〜 100％、不要作動

などの実用化検証と評価、プローブ情報に基づく準
静的、準動的な情報の活用について検討した。

率 0％と良好な結果を得た。
本研究の成果を基に、歩行者事故低減の大規模実

すように道路レベル、車線レベルそれぞれのプロー

証実験を実施する。
7.

プローブ情報収集システムとしては、Fig.11 に示
ブカーよりサーバーに情報を吸い上げ、ダイナミッ

車両プローブ情報に関する研究開発

クマップと紐付けることにより、収集結果を地図

7 ‑ 1 プローブ情報の課題

ビューアで確認する構成とした。

モバイル通信を活用して車の情報をインターネッ

実証実験は、ダイナミックマップが整備されてい

ト経由でクラウドネットワークに送る車両プローブ

る首都高で実施し、車線ごとの渋滞状況が入手でき

情報の活用が、さまざまなところで検討されている。

ることが確認できた。

この利点はモバイル通信エリア内であれば、どこに

8.

いても通信が可能、送信データ量に制限がない等、

SIP では車車間、路車間、歩車間通信および車両

既存の ITS 通信には無い特徴を有している。一方で、
ネットワークを介するため、遅延が発生したり、ネッ
国際交通安全学会誌
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Fig.11 プローブ情報収集システム概要
（出典）内閣府 SIP 報告書７）

て幅広く研究開発を行ってきた。自動運転へのこれ

3 ） 総務省 SIP 報告書『自動走行システムに必要な

ら技術の適用については、まだ可能性が検討されて

車車間通信・路車間通信技術の開発（平成 27、

いる段階であり、SIP での検討結果やその他、国プ

28 年度報告書）
』

ロ、企業の実証実験などを通して見えてくると考え

4 ） 警察庁 SIP 報告書『信号情報活用による運転支

る。第 2 期 SIP においても、臨海副都心や羽田での

援高度化に向けた調査研究』平成 28 年 3 月

信号情報提供インフラや合流支援インフラによる実

5 ） 総務省 SIP 報告書『自動走行支援通信のメッ

証実験環境の整備が進められており、今後の自動運

セージセット及びプロトコルに関する調査検

転への適用を議論する上で、有益な材料が提供され

討』平成 30 年 3 月

るものと期待したい。

6 ） 総務省 SIP 報告書『歩車間通信技術の開発』平
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ETC2.0 を活用した高速バスロケーションシステム
日下部貴彦＊

栁沼秀樹＊＊

浦丸

吉田幸男＊＊＊

剛＊＊＊

都市部における高速バスの運行では、経路上での交通集中や事故等による運行の遅れ
が発生することから、これら交通情報が運行管理者やバスターミナル事業者およびバス
利用者の間で共有されることが、よりスムーズに利用できる公共交通システムを実現す
る上で重要である。現在、このような情報提供を行うシステムを実現するために、高速
道路および直轄国道を中心に整備されている ITS スポットから得られる高速バスの位置情
報を活用したリアルタイム運行情報提供システムの構築、ならびに得られた情報のオー
プンデータ化を実施することにより、道路と公共交通利用者・事業者とのコネクティビ
ティ向上に取り組んでいる。

Highway Bus Location System Using ETC2.0
Takahiko KUSAKABE＊

Hideki YAGINUMA＊＊

Takeshi URAMARU＊＊＊

Yukio YOSHIDA＊＊＊

Automatic vehicle location system (AVL) is an essential system for providing
information on highway buses and should be shared between bus operators and
users. This is because, especially in metropolitan areas, delays caused by traﬃc
jams or accidents signiﬁcantly inﬂuence bus operations and user behavior. In this
project, we develop AVL and open data platform using ITS spots on expressways
and national highways.

1.

的に向上し、利用者はスマートフォンのアプリ等か

はじめに

ら、運行情報や遅延情報を日常的に入手可能である。

都市間の大量輸送を担う高速バスは、鉄道と比較

一方、公共交通機関の一つである高速バスは、道路

して、より柔軟にさまざまな地域から目的地に人員

上を走行するため、交通集中や事故等の交通状況を

を輸送できるため、中長距離の都市部と地方部およ

原因とした運行遅れ等が生じやすいが、公共交通利

び地方部同士を結ぶ重要な交通手段の一つとなって

用者への情報等の提供は、必ずしも十分ではない現

いる。2017（平成 29）年の実績 1）では、365 事業者、

状がある。具体的には、各バス会社が独自に情報提

延べ 4,996 系統、15,756 本 / 日が運行されており、年

供を行っていることから、ターミナル等で一元的に

間 115,703 千人の輸送を担っている。

状況を把握し、かつバス会社ごとの情報提供の有無

近年、公共交通の情報提供は、鉄道を中心に飛躍
＊

＊＊

東京大学空間情報科学研究センター
Center for Spatial Information Science, The University
of Tokyo
東京理科大学理工学部土木工学科
Faculty of Sciences and Technology, Tokyo University
of Science
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を把握することは容易ではない。300 以上あるバス
＊＊＊

（ 26 ）
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事業者の情報を簡易に利用者が把握するためには、
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ムを構築する。

共通プラットフォームによる情報収集および、その

本実証実験では、構築したシステムを、バスタ新

情報の一元的な提供方法を整えることが望まれる。

宿発着便を対象にしたデジタルサイネージへの表示、

本稿では、ETC2.0 の機能を活用した高速バス運

スマートフォンアプリでの情報提供、バス会社での

行情報提供プラットフォームの構築、ならびに平成

運行情報把握を行うことを目的としている（Fig.1）
。

28 年 4 月に開業したバスタ新宿をフィールドとした

本章では、はじめに共通プラットフォームの基盤

スマートフォンアプリ、大型サイネージでの情報提

となる ETC2.0 の概要を紹介するとともに、プラッ

供に関する実証実験について紹介する。

トフォームの設計、プロトタイプシステム構築およ

実証実験フィールドとなるバスタ新宿は、全国の

びその運用実証実験について述べる。さらに実証実

高速バスの運行便数の 10% を超える最大 1,720 本／

験でのデータを用いた事後的な解析例について示す

日が発着しており、高速バス発着の一大拠点となっ

ことで、本システムの利用可能性について整理する。
2 ‑ 1 ETC2.0 の概要

ている。現在、バスタ新宿へ乗り入れるバス会社
117 社のうち、バスロケーションシステム（以下、

ETC2.0 とは、対応する車載機を搭載した車両が

バスロケシステム）を導入している会社は、初期投

道路上に設置された ITS スポットを通過した際に、

資が高額かつ通信コスト等の定常的な経費がかかる

利用者に情報提供を行うとともに、車両の走行軌跡

ことから、大手を中心とした 31 社に過ぎない。また、

であるプローブ情報等を収集することが可能なシス

これらバスロケシステムのプラットフォームは、各

テムである。近年、ITS スポットは高速道路および

バス会社が独自に導入し、情報提供を行っているた

直轄国道を中心に全国的に整備されつつあり、全国

め、共通化されていない状況である。例えば、共同

約 1,700 箇所（2011 年時点）に設置 ３）されている。

運行により、同じ路線を走行するバスであったとし

ETC2.0 車 載 器 は、全 国 で 約 352 万 台（2018 年 3 月

ても、運行するバス会社によって運行情報が把握で

時点）普及している状況４）にある。これらの車両は、

きる手段が異なることが散見される。以上により、

ITS スポットとの双方向通信により、運転者への情

多くの事業者によって運行される高速バスでは、利

報提供だけでなく、搭載車両の GPS による車両位

用者に対して均質な情報提供が難しいだけでなく、

置のデータ（プローブデータ）を収集できる機能が

バス事業者が運行路線のリアルタイムの状況を把握

あり、大量の軌跡データを背景としたさまざまな活

し、運行状況の統計情報などを観測に基づいて確認

用方法ならびに分析方法が検討されている（例えば

することは、必ずしも容易ではない状況にある。

。
大竹ら５）、鹿野島・牧野６）、山田ら７））

2.

ETC2.0 によるプローブデータは、大量の軌跡デー

共通プラットフォームの設計２）

タによる充実した情報が得られる。一方、処理時間

共通プラットフォームの構築では、利用者への情

がかかるため、即時的な利用は難しいという本質的

報提供の促進や、高速バスシステムの改善、効率化

な問題がある。本システムでは、リアルタイム性が

に必要な統計情報が把握可能であること、および中

要求される処理が必要なことから、ETC2.0 搭載

小の事業者が簡易に導入可能であることが求められ

車 両 が ITS ス ポ ッ ト を 通 過 し た こ と の み を 示 す

ている。

情 報 で、即 時 取 得 可 能 な ITS ス ポ ッ ト 通 過 情 報

本取り組みで構築するシステムは、高速道路での
情報提供・料金収受を中心的な目的として搭載され
ている ETC2.0 によって収集されるデータに基づい
て運行情報を生成し、提供する。さらに、GTFS
（General Transit Feed Speciﬁcation）による標準
フォーマットを活用することで、多くの高速バス
事業者が採用可能な、バスロケシステムの共通プ
ラットフォーム構築を目指している。また、この
ようなプラットフォーム上にデータを集約するこ
とにより、公共交通利用者や事象者、ターミナル
運営会社等にデータを一元的に提供できるシステ
IATSS Review
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Fig.1 バスタ新宿における実証実験
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日下部貴彦、栁沼秀樹、浦丸

剛、吉田幸男

（ASL-ID プローブデータ）８）を活用する。なお、
本研究で対象となる車両は、特定プローブとして個
別に契約を結んだ車両の情報を用い、匿名化処理を
行っていない ETC2.0 データを用いる。
2 ‑ 2 プロトタイプシステムの概要と要件
プロトタイプシステムでは、利用者の利便性向上
と円滑な交通を実現することを目指したバスロケシ
ステムの共通プラットフォームを検討する。そのた
め、バスロケシステムでの位置把握機能で必要な機
能を検討し、ETC2.0 データ（特定プローブデータ）
の一つである ITS スポット通過情報を用いて高速バ
スの運行位置、走行速度、到着予定時刻を即時的に

Fig.2 バスロケシステムの構成の概要

把握するシステムを構築した。
プロトタイプシステムでは、バス事業者の運行支
援のために、バスの運行実態（走行位置、遅れ時間）

提供をバス事業者に行う構成となっている。
1 ） ITS スポット通過情報と必要なデータセット

のリアルタイムでの閲覧や統計値の算出を行うもの

ETC2.0 プローブシステムから発信される ITS ス

とし、プラットフォームの基盤となるシステム、お

ポット通過情報は、
「通過した時刻」
、
「通過した

よびバス事業者が用いることを想定したユーザーイ

ITS ス ポ ッ ト ID」お よ び「車 載 器 ID」の 3 つ の 要

ンターフェースを実装した。なお、このシステムを

素で構成されている。なお、この情報には、バスの

拡張した利用者への情報提供のシステムについて

便名に関わる情報が含まれていないことに注意した

は、3 章で述べる。

い。よって、バス事業者が把握したい「○○時○○

入力データには、ETC2.0 搭載の高速バスが ITS

分発の○○便」といった形式でバスの通過実績を把

スポットを通過した際に取得できる特定プローブ

握するためには、ITS スポット通過情報から得られ

データの ITS スポット通過情報を利用する。

る「車載器 ID」とバス事業者が持つ「車番」
、
「車

バスの運行実態の把握では、バス利用者からの問
い合わせとして想定される場面，例えば「○○時○

両の管理番号」
、
「時刻表上での運行番号（便名）
」
および「時刻表」と関連づける必要がある。

○分発の（○○便の）バスが、今いる場所」あるい

本システムでは、車載器 ID と社番については、

は「いつ○○につく見込みか」などに対して、直観

車両をバスロケシステムに登録する際に収集し、対

的なインタフェースで把握できること、また、バス

応表をサーバーに格納している。また、社番と便名

事業者が現状の運行状態を俯瞰的に把握し、遅れの

の関係については、運行前に Web システムから対

あるバス等を特定できることを目指す構成とした。

応表をバス事業者が入力可能な形としておき、車両

さらに、バス運行の信頼性等を評価するため、バス

の割当に対応できるようにした。バスの遅れ表示や

の運行実態のログを出力する機能も要件とした。

定刻の表示には、ITS スポット通過情報と運行便と

2 ‑ 3 システムの構成と処理フロー

の関連づけの他に、便ごとのバス停通過予定時刻を

Fig.2 は、本研究でのシステム構成の概要を示す。

示した時刻表情報が必要であり、これについてもあ

ETC2.0 搭載の高速バスが路側上 ITS スポットを通

らかじめ登録している。

過すると、既往の ETC2.0 プローブシステムから通

2 ） 走行位置、遅れ時間の算出

過情報が送信される。本研究で構築するバスロケシ

本システムでは、バスの位置情報は定点に設置さ

ステムには、バスロケの対象となる車両についての

れた ITS スポットにより収集される。従って、ITS

み、ITS スポット通過情報が、ETC2.0 プローブシ

スポットを通過した時刻に基づいて、バス事業者・

ステムから発信される。さらに、ITS スポット通過

利用者が把握可能なバス停等での通過時刻を算出す

情報を下敷きにして、1 ）項で示すような運行便名

る必要がある。本システムでは、算出対象となるバ

との関連づけ、2 ）項で示すような走行位置、遅れ

ス停等の前後の ITS スポットの通過時刻を距離で按

時間の算出を行った上で、2-4 節で示すようなユー

分することで算出する。具体的には、算出対象の位

ザーインタフェースを通して、Web を介した情報

置が x キロポストであるとしたとき、通過時刻の推
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示とした。さらに、車両以外の情報として、道路交
式（1）

通情報等の道路リンク等に関する情報もマッピング
できる機能を搭載した（Fig.4）
。具体的には、上部
に国土地理院地図９）上に、バス位置・リンク等の

ここで、
：地点 の推定通過時刻

情報をマッピングし、下部に運行中のバスの情報を

：地点 の直下流の ITS スポット通過時刻

表で表示している。上部の地図では、バスを遅れ等

：地点 の直上流の ITS スポット通過時刻

に基づいた色付けを行ったアイコンで表示すること

：地点 の直下流の ITS スポットのキロポスト

で、俯瞰的に運行状況を把握できる仕様とした。ま

：地点 の直上流の ITS スポットのキロポスト

た、地図上のアイコンをマウスクリックやマウス
オーバーを行うことにより、アイコンを拡大・点滅

バス停でのダイヤからの遅れ時間は、式（1）の結

表示するとともに、下部の表の該当バスの行を強調

果を用いて、以下のように算出する。

表示するようにしている。下部の表では、バスの便
名、車両番号、運行会社、路線、最終通過地点とそ
式（2）

＝ − *

の時刻、ダイヤ上での時刻、遅れを表示している。
また、詳細表示を選択することで、バスごとにそれ

ここで、

らの情報の履歴をポップアップ表示で一覧参照でき

：地点 のダイヤからの遅れ時間の推定値

る仕様とした。
2 ‑ 5 運用実証実験による走行位置、遅れ時間の算

*：地点 のダイヤでの時刻

出結果の検証
なお、システムの地図上で表示する現在位置は、最

運用実証実験の対象路線は、中央自動車道およ

後に通過した ITS スポットとその時刻を表示する。

び国道 20 号を通行する高速バス路線を選定し、京
王電鉄バス
（株）およびアルピコ交通
（株）が運行す

2 ‑ 4 事業者向けユーザーインターフェースの構成

るバスタ新宿〜松本バスターミナル間の区間を走

ユーザーインターフェースの構成は、社番と便名

行する高速バスのうち、1 日当たり約 20 便を対象と

の関係を入力する配車情報入力画面と情報閲覧画面

した。

の 2 種類の構成とした。

動作確認では、2 章で示した走行位置、遅れ時間

配車情報入力画面は、システム上でプルダウンメ

の算出結果を検証するとともに、システムで収集し

ニューから直接編集できる機能を搭載し、修正等や

たバスの運行実態のログを用いて、バス運行の信頼

便数の追加が可能な仕様としている（Fig.3）
。また、

性等の運行支援に役立つ情報整理について試行を

バス事業者の入力負荷を軽減させるため、普段の業

行った。

務で使用しているエクセルファイルの管理データを

走行位置の算出結果の検証として、ITS スポット

読み込むことで、一括登録できる機能も搭載した。

でシステムが算出する通過実績時刻は、ETC2.0 デー

情報閲覧画面では、地図情報を基本として、高速

タのプローブ情報によって得られる GPS で取得さ

Fig.3 ユーザーインターフェース
（配車情報入力画面）
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Fig.4 ユーザーインターフェース
（情報閲覧画面）

（ 29 ）

Feb., 2019

152

日下部貴彦、栁沼秀樹、浦丸
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2 ‑ 6 運用実証実験で得られた運行情報の整理例

れた地点のうち、システムが算出する通過実績時刻
を挟む 2 地点の時刻と比較して検証する。また、バ

構築したシステムより収集した運行情報の解析例

ス停の通過時刻については、別途収集した GPS デー

として、高速バスの遅延実態と時刻表と実運行状況

タと比較して検証する。なお、ITS スポットでは、

の比較による時間信頼性の可視化を行う。本研究で

システムが当該車載器と通信した時刻を通過実績時

は、運行実績をタイムスペース図に表すことで、遅

刻としているため、取得地点での通過実績時刻が正

れ等の運行状況を俯瞰するとともに、時刻表での定

確 に 取 得 さ れ て い る と 考 え ら れ る。そ の た め、

刻と所要時間の実績の分布を比較できるように図化

ETC2.0 の GPS で取得された走行軌跡のうち、ITS

する。
Fig.6 は、2017（平 成 29）年 2 月 13 日 か ら 3 月 12

スポットを挟む 2 地点の時刻は、30 秒幅に収まって

日の休日について、タイムスペース図を作成したも

いると期待される。
バス停での遅れ時間の算出結果の検証として、バ

のである。図では、横軸に通過時間、縦軸にバス位

ス停は、ITS スポットから多少離れた地点であるた

置を示し、背景に時間帯別旅行速度を色で表示して

め、ITS スポットでの通過実績時刻に到達するまで

いる。これより、休日日中出発便に 30 分以上遅延

の距離を按分した所要時間を加算し、通過実績時刻

する高速バスが存在し、小仏トンネル付近の渋滞の

としている（式（2）
）
。そのため、バス停近くに ITS

影響で上野原 IC 付近において遅れ始めている傾向

スポットが存在する場合、推定した所要時間の精度

にあることが示唆された。
Fig.7 は、所要時間のばらつき（90％タイル値と

は高いが、離れれば精度の悪化が懸念される。
式（2）で示される遅れ時間を集計したものが

10％タイル値の差）を平休別時間帯別に算出したも

Fig.5 である。この図は、2月 〜 3月の上下 246 便に

のである。図より、休日の 15 〜 17 時台に松本発の

ついて、高速道路上にある神林 BS、広丘野村 BS、

便において、約 60 分のばらつきが発生し、平日は

みどり湖 BS、日野 BS の通過時刻と、別途に収集し

どの時間帯も 30 分以内であることから、休日午後

た GPS 観測による通過時刻とを比較した結果であ

の出発便において、時間信頼性が低いことが明らか

る。各バス停での延べ 984 通過中、GPS データから

になった。

の算出結果と差がない同時刻は 297 通過、1 分差が

3.

470 通過、2 分差が 176 通過、3 分差が 33 通過、4 分

高速バス利用者への情報提供実証実験

差が 6 通過、5 分差が 2 通過であり、78% が 1 分以内

前章で構築したプロトタイプシステムを基盤とした

の差であった。特に、差が生じるケースとして、突

バス利用者への情報提供システムを構築し、バスタ

発的な渋滞が発生した場合があり、この場合には、

新宿を検証フィールドとして、2018（平成30）年3月

遅れ時間は過小になる傾向が確認された。

28日より、実際に情報提供を行う「ETC2.0高速バス
ロケーションシステム」の実証実験を実施している。
本実験で情報提供が可能な実験対象路線は、富士

4分差
1％
3分差
3％

5分差
0％

2分差
18％

五湖線、甲府線、
松本線、
袖ヶ浦・木更津線、常陸大宮・

同時刻
30％
1分差
48％

Fig.5 通過実績時刻の算出状況
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Fig.6 高速バスの遅延実態
（休日）
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急山梨バス ( 株 )、山梨交通 ( 株 ) である。
実証実験では、プロトタイプシステムを用いて生
成した情報を、バスタ新宿に設置した 2 台の大型
ディスプレイに一覧表示させるとともに、スマート
フォン（Android）用アプリを開発し、バス利用者
がアプリを用いて、任意の路線の運行情報を検索で
きるようにした（Fig.9）
。
大型ディスプレイでの情報提供では、これまでバ
スタ新宿で提供されていない到着予定のバスの運行
情報を提供する。情報提供の内容は、路線、便番号、
会社名、到着バース、現況の遅延時間、到着時刻と
している（Fig.10）
。バスタ新宿では、Fig.9 に示し
ている 3F に大多数のバスが到着するが、少数のバ
スは 4F に到着することから、大型ディスプレイを
両方の階に設置するとともに、バスターミナルが設
置しているシステムとも連携し、到着バース情報の
提供も行うものとした。

Fig.7 高速バスの平休別時間帯別所要時間のばらつきと累積図

常陸太田線の 5 路線である（Fig.8）
。なお、これら
の路線で実験に協力をいただいているバス事業者
は、アルピコ交通 ( 株 )、アルピコ交通東京 ( 株 )、茨

Fig.9 バスタ新宿における運用状況

城交通 ( 株 )、小田急シティバス ( 株 )、京王電鉄バス
( 株 )、京王東バス ( 株 )、京王バス南 ( 株 )、小湊鐵道
( 株 )、富士急行 ( 株 )、( 株 ) フジエクスプレス、富士

Fig.8 実証実験の対象路線
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Fig.10 バスタ新宿における運用状況
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日下部貴彦、栁沼秀樹、浦丸

スマートフォン用（Android）アプリ（Fig.11）では、

剛、吉田幸男

り、運行便数の割合でも約半数程度である（Fig.12）
。

路線、方面（新宿発または新宿行き）で対象便の絞

今後、バスロケを導入している事業者の既往のシ

り込みを行ったのち、各便の一覧を表示する仕様と

ステムと「ETC2.0 高速バスロケーションシステム」

した。一覧表示からは、出発地、便番号、予定出発

の連携を進め、共通のプラットフォームによる利用

時刻、予定到着時刻、走行位置、運行情報が把握で

者への情報提供を可能にするシステムを構築するこ

きるようにし、さらに便を選択することで、該当便

とを目指している。さらに、バスロケシステムを所

の詳細な走行位置等を表示するようにしている。

有していない事業者が安価かつ平易に「ETC2.0 高

スマートフォン用アプリは、専用のダウンロー
ドサイトを設け、アクセス数およびダウンロード

速バスロケーションシステム」に参加できる仕組み
を検討して行くことが必要である。

数による利用状況を把握できるようにするととも

将来的には、システムが普及することで、情報提

に、アプリより機能改善等の要望を受け付けるよ

供の一元化、共同運行便の増加による路線拡充、高

うにした。

速バス同士の乗換サービス等のバス会社同士、およ

利用状況は、2018（平成30）年9月9日時点でアク

び利用者との情報共有が不可欠なサービスが広がる

セス数が596件、ダウンロード数が273件となってい

ことを期待している。このようなサービスを普及さ

る。機能追加要望の例としては、運行情報の履歴の

せることで、高速バスを高頻度で利用可能な地域を

閲覧機能や画面サイズの拡大などが寄せられている。

増やすことができれば、地方の活性化の一助になる

4.

と思われる。

今後の展開

4 ‑ 1 対象路線の拡大
本紹介の第１章で述べたとおり、現在、バスタ新
宿へ乗り入れるバス会社 117 社のうち、バスロケを
導入している会社は、大手を中心とした 31 社であ

バスロケあり

27%

バスロケなし

（31社）

73%

（84社）

バスロケーション導入状況（会社別）

バスロケ
未対応の運行便

49%

832便

バスロケの
運行便

51％

860便

バスロケーションによる運行便数の割合
※バスタ発着便 2017.8.10〜16 平均 1,692 便 / 日

Fig.11 スマホアプリの画面
（情報提供状況）
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Fig.12 バスタ新宿におけるバスロケの導入状況
（東京国道事務所調査）
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4 ‑ 2 オープンデータ化

4 ）（一 財）ITS-TEA「セ ッ ト ア ッ プ 件 数 の 推 移

既往システムとの連携や経路検索情報を提供して

-ETC2.0（DSRC）
」2017 年

いる事業者との連携など、プラットフォームを通じ

▶

ラットフォームの「標準的なバス情報フォーマット」

http://www.go-etc.jp/fukyu/etc2/index.html

（2018 年 10 月 10 日閲覧）

たサービス連携を推進することを念頭に、共通プ

5 ） 大 竹 岳、松 田 奈 緒 子、鹿 谷 征 生、牧 野 浩 志
「ETC2.0 車両運行管理支援サービスに関する社

への対応を検討している。ここで「標準的なバス情

会実験について」
『土木計画学研究・講演集』

報フォーマット」とは、国土交通省総合政策局がイ

Vol.53、2016 年

ンターネットを通じた経路検索サービス等における
バス情報拡充のために、バス事業者と経路検索事業

6 ） 鹿野島秀行、牧野浩志「ETC2.0 プローブ情報

者との間でデータ受け渡しをするためのフォーマッ

による観光交通把握手法」
『土木計画学研究・
講演集』Vol.53、2016 年

トとして、2017（平成 29）年 3 月 31 日に公表して
いるものである 10）。

7 ） 山田晴利、平井節生、吉永弘志、真部泰幸、今

今後、
「ETC2.0 高速バスロケーションシステム」

村知人、小川智弘「5.8GHz‐DSRC を活用した

においても、運行情報等を「標準的なバス情報フォー

高速バスロケーションシステムの開発」
『土木

マット」に基づき、情報を一元化し、オープンデー

計画学研究・講演集』Vol.34、2006 年

タ化を進めていくことにより、利用者が中長距離の

8 ） 牧 野 浩 志、小 木 曽 俊 夫、渡 部 大 輔、広 正 樹

移動時の交通手段の選択の際に、鉄道や高速バスを

「ITS スポットの技術仕様書の改定と全国の一

含め、必要な情報を簡易に取得できるシステムを拡

般道への展開について」
『国総研レポート2015』

充することを目指している。

pp.102、2015 年
9 ） 国土地理院「国土地理院地図」2017 年
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▶

1 ） 公益社団法人日本バス協会『日本のバス事業』

10）国土交通省「記者発表資料」2017 年
http://www.mlit.go.jp/report/press/

Vol. 56、2017 年

▶

2 ） 松崎暁、松山隆雄、吉田幸男、関口広喜、山本

sogo12̲hh̲000109.html（2018 年 10 月 10 日閲覧）

伸之、日下部貴彦「ETC2.0 を活用した高速バス
ロケーションサービスのプロトタイプの開発」
『土木計画学研究・講演集』Vol.55、2017 年
3 ） 国土交通省「全国の ETC2.0 路側機設置箇所」
2011 年
http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/

▶

spot̲dsrc/tenkai.html（2018 年 10 月 10 日閲覧）

IATSS Review

Vol. 43, No. 3

（ 33 ）

Feb., 2019

156
特集●コネクティビティの進化と交通／論説

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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Panasonic Corporation
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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
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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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（DGPS）を利用して、測位精度のさらなる改善を
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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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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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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救急医療へのコネクテッド機能の活用
有嶋拓郎＊
救急医療は、1970 年代の交通戦争ともいわれた交通外傷が契機となったが、社会イン
フラの充実、シートベルトをはじめとする安全装置の拡充、総人口の減少などから、事
故の発生件数も死亡数も減少してきている。しかし高齢化社会を迎えて、高齢者ドライ
バーや高齢の傷病者の増加は新たな問題となってきている。今後は日常の生活活動から
さまざまな情報が発信され、それらの情報が有機的に共有され、先進事故自動通報
（AACN： Advanced Automatic Collision Notiﬁcation）や自動運転車の開発が進められる
ことになる。災害時にすでに使われている広域災害救急医療情報システム（Emergency
Medical Information System: EMIS）と災害医療派遣チーム（DMAT）の高規格車両の
関係は、ICT を基盤としたコネクテッドカー社会の先駆けとなるかもしれない。

Utilization of Connected Function for Emergency Medical Care
Takuro ARISHIMA＊
Emergency medical care was triggered by an increase in traﬃc injuries in the
1970s. However, due to social infrastructure development, wearing of seatbelts, a
decrease in the total population, the number of accidents and the number of deaths
has also decreased. But, with the aging society, an increase in elderly drivers and
elderly injured people has become a new problem. In the future, various information
will be transmitted from daily activities and an information society will be
constructed in which that information will be shared on the cloud. In addition,
Advanced Automatic Collision Notiﬁcation (AACN) and automatic driving car
development will also advance. The relationship between the Emergency Medical
Information System (EMIS), which is already being used in disasters, and the high
standard vehicle of the Disaster Medical Assistant Team (DMAT) will be a pioneer
of an ICT-based connected car society.

1.

対象疾患であった。交通事故死を減らすことを目指

はじめに

して、救急医療体制の整備が行われた。その中心と

救急医療は、疾病の緊急性や重篤性、発生場所や

なるのが救急医療施設の階層化で、傷病者の重篤度

発生人数の特殊性から時間的制約の中で実施される

に応じて、1次から3次までの救急医療施設に振り分

特徴がある。交通外傷は、突発的な発生であり、緊

けることを可能にした。これにより、医療介入まで

急処置を要する重症症例が院外で発生し、しかも同

の時間の短縮化を図った。交通事故をはじめとする

時に多数傷病者の発生があることから、救急医療の

院外発生の傷病者の振り分け業務は、消防署の救急
隊が担っていた。高次の救急医療を担う病院は、都

＊

鹿児島大学病院救命救急センター
Critical and Intensive Care Unit, Kagoshima University
Medical and Dental Hospital
原稿受付日 2018 年11月12日
掲載決定日 2019 年 1 月 8 日
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する傾向が顕著になってきた。これらの運用には、
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すでにさまざまな形での情報の共有化がなされてい

による医療活動を病院前救護というが、現在では救

る。ICT（Information Communication Technology）

急隊の活動を補完する形でドクターカー、ドクター

により、ビッグデータを簡単に利用することが可能

ヘリも全国で運用され４）、病院前医療そのものが発

となり、病院選定に応用することを実際に行ってい

展してきている。病院前医療は、救急医療という救

るところもある。このような視点に立って、救急医

命を追求して研鑽してきた救急医学の必然的な発展

療へのコネクテッド機能の利用を紹介する。

の方向性でもある。コネクテッド機能や技術は、現

2.

在進められているコネクテッドカー社会の基盤をな

救急医学、救急医療の特徴

すものであるが、ドクターカーやドクターヘリの発

医療を分類する際は、消化器内科、消化器外科、

展においても寄与するものと思われる。

呼吸器内科、呼吸器外科というように臓器別の分類

3.

が広く使われてきた。病院での診療科の分類も、こ

交通事故と救急医療

3 ‑ 1 交通事故の疫学

れに倣っている。また、小児科、老年科、産婦人科
などのように性や年齢を基準に分類される場合もあ

わが国における道路交通事故による交通事故発

り、すでに広く受け入れられている。一方、救急医

生件数と死者、負傷者（Fig.1）の推移をみると、

学（医療）は、外傷、環境外傷、中毒、内因性疾患、

昭和 40 年代と平成 10 年代にピークを持つ曲線と

ショックなど多様性に富んでおり、臓器別分類には

なっていることが分かる。1971（昭和 46）年 6 月 2

馴染まない。疾患によらず、緊急あるいは急性期の

日施行の改正道路交通法より、運転席・助手席で

状態に対応する診療体系となっている。診療や治療

のシートベルト着用について努力義務が課せられ

において、時間的空間的制約がある中で行われる医

た。1985（昭和 60）年 9 月 1 日施行の改正道路交通

療行為というのが特徴を言い表している。具体的に

法により、自動車高速道・自動車専用道において、

4 つの状況下での医療に大別される。①非常に重篤

前席（運転席・助手席）でのシートベルト着用が

な状態であり、適切な治療介入が早急に実施される

罰則付きで義務付けられ、一般自動車道について

必要がある（例：出血性ショック）
。②急速に病状

は、1992（平成 4）年 11 月 1 日から義務付けられた。

が悪化する状態で、早急に治療介入をしないと救命

2008 年 6 月からは、後部座席にもシートベルト着

できない状態（例：窒息、緊張性気胸）
。③医療資

用の義務化が行われた。シートベルトの義務化後、

源の乏しい場所や遠隔地で疾病が発生した状態（例：

死亡率は減少してきており、現在では、交通事故

僻地において発生した脳卒中。できるだけ早く血栓

死は年間 5,000 人程度にまでなり、ピーク時の 4 分

溶解療法を実施する必要があり、搬送にも時間的制

の１になった。交通事故によって搬送される傷病

約がある）。④一度に多数の傷病者が発生した集団

別人員数では、軽症が半数を占めており、重症と

災害（適切な患者を適切な順番で適切な施設に搬送

死亡は合計して 9％であった（Fig.2）。2015 年度の

するための時間に制約がある）
。

人口 10 万人当たりの交通外傷死は、65 歳以上が 6.8

救急疾患を受け入れる関係上、救急応需病院は地

人に対し、65 歳未満は 2 人となっている６）。衝突モー

域に密着した形で立脚していた。この構図は、現在

ドでの死亡率をロジスティック解析した冨永らの

でも大まかには変わらないが、人口が都市部に集中

研究がある ７）。衝突モデルで死亡重症確率のベー

するようになり、高次の救急医療を担う病院は都市

スラインが 13.3％の場合、シートベルト非装着で

部に集中してきている。幸い、広域搬送を容易にす

は 48.7％、乗員年齢が 65 歳以上では、30.1％に死亡

る航空搬送も日常的に使われるようになり １）- ３）、

重症確率が増加する結果と符合している。交通イ

救命救急センターの医療圏は面積としては拡大して

ンフラの整備や日本全体の人口減少も相まって、

きている。救急車、ドクターカー、ドクターヘリな

事故件数や死亡数はともに減少傾向が続くことが

どと、それを運用するコントロールセンター（通信

考えられる。しかし、交通事故死の多くを占める

指令室）
、さらには傷病者を受け入れる病院の連携

高齢者の増加を考慮すると、高齢者にとって安全

がますます重要になってきている。救急医療は、交

な交通環境の整備は急務となっている。
3 ‑ 2 交通外傷と救急医療体制

通事故や集団災害など、人々の社会活動との関係も
密接であり、病院の中ではフロントの医療活動とい

現 在 実 施 さ れ て い る 救 急 医 療 活 動 を Fig.3 〜

う側面もある。救急救命士をはじめとする消防隊員

Fig.5 に示す。救急通報を受けた消防の指令センター
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Fig.1 道路交通事故による交通事故発生件数と死者および負傷者

で事故概要を把握して、救急車の出動（Fig.3）
、ド

病院ごとの出動件数は 1,926 〜 5 件、中央値 427 件で、

クターカーの同時出動（Fig.4）
、ドクターヘリの同

施設によるばらつきがある。ドクターヘリは救急医

時 出 動（Fig.5）を 要 請 す る。ド ク タ ー カ ー は、

療や災害医療の他、へき地医療や小児・周産期医療

2016 年の段階で救命救急センター保有の 239 台と消

にも貢献している一方、費用対効果の問題や安全運

防機関保有の 32 台で運用されている８）。2016 年度

航の問題は、依然残っている４）９）。

の運用件数は 40,930 件で、1 台あたり 151 件の出動

3.

実績となる。年間 2,518 件出動している施設もあれ

先進事故自動通報

AACN： Advanced

Automatic Collision Notiﬁcation

ば、活動実績のない施設もある。ドクターヘリは
2017 年 3 月 31 日現在、全国 41 道府県に 51 機が配備

救急車のみであった病院前の医療活動に、ドク

されている。2016 年度の搬送件数は 25,216 件で、1

ターカーやドクターヘリが参入し、早期治療介入の

機あたり 494 件の搬送がなされた計算になる。基地

道を開いたことは意義が大きい。しかし、Fig.4 や
Fig.5 と Fig.3 を比較すると分かるように、受傷者が
重症な場合は、救急通報は目撃者の善意や事故当事

死亡 1%

者の救助義務に委ねられており、治療の遅れに繋が

重症
8%

り兼ねない。欧米では、交通事故時の車体の衝突部
位 10）、減速時間などから、重症度を推測するガイド
ライン 11）を策定し、自動的に消防機関や医療機関

中等症
42%

軽傷
49%

に救急要請を発するコネクテッド機能を搭載した車
両の開発が行われており、その有用性も確認されて
いる 12）13）。わが国でも、搭乗者の重症度を推測す
る研究が国内の事故データ約 280 万件をベースに実
施されている 14）。交通事故発生時の車両のデータを、
定められたアルゴリズムに基づいて自動で分析し、

2017 年
総数 5,735,915 人
Fig.2 傷病程度別搬送人員
（出典）総務省ホームページ

５）
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死亡重症確率を推定、消防本部および協力病院に通
報する技術である（Fig.6）
。AACN は、より重症症
例を搬送するドクターヘリやドクターカーの早期出
動要請と連動することで、交通事故での救命率向上
（ 44 ）
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を目指すサービス（救急自動通報システム、D-Call
Net ）が構築されつつある９）。今後、症例数の多
い軽症症例にも応用され、交通外傷の総合的な病院
前救護ガイドと病院選定システムに進化していくこ
とも望みたい。
4.
Fig.3 救急隊による病院前救護

災害医療と広域災害救急医療情報システム

広 域 災 害 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム（Emergency
Medical Information System: EMIS）15）は、災害時
に被災した都道府県を越えて、医療機関の活動状況
など災害医療に関わる情報を吸収し、被災地域での
迅速かつ適切な医療・救護に関わる各種情報を集約・
提供することを目的としている。阪神淡路大震災
（1995 年 1 月 17 日）が発生した際に、医療機関同士
で情報をうまく共有することができず、特定の病院
に患者が集中するなど、効率的な災害対応ができな
かったことを教訓として、2006 年から運用が始まっ
た（Fig.7）
。役割としては、
①各都道府県システム
における全国共通の災害医療情報の収集、
②医療機

Fig.4 ドクターカーを使った病院前診療

関の災害医療情報を収集、災害時の患者搬送などの
医療体制の確保、③東西 2 災害医療センターによる
信頼性の高いネットワーク構成、
④平常時、災害時
を問わず 災害救急医療のポータルサイトの役割、
などである。超急性期においては、実働部隊である
災 害 医 療 派 遣 チ ー ム（DMAT：Disaster Medical
Assistance Team）17）の活動の統制や意思決定に必
須のツールとなっている。Fig.8 上段は、訓練の様
子であるが、背側の矢印は EMIS の医療機関等・支
援状況モニターが掲示されている。下段にモニター
画面を示した。
DMAT は医師、看護師、業務調整員（医師・看

Fig.5 ドクターヘリを使った病院前診療

護師以外の医療職および事務職員）で構成され、大
規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場に、
急性期（おおむね 48 時間以内）に活動できる機動
性を持った、専門的な訓練を受けた医療チームであ
る。DMAT の重要な任務の一つは、被災地での医
療ニーズの軽減である。創傷処置に日々多くの人力
と医療資源を必要とする重症熱傷や、血液透析など
の限られた衣装資源を必要とするクラッシュ症候群
などは、被災地の医療ニーズ軽減のためにも、当該
傷病者を被災地から非被災地に搬送する必要があ
る。DMAT は高規格の救急車両を保有しており、
これらの任務を遂行している。
EMISは、情報インフラの拡充と使用端末の演算

Fig.6 先進事故自動通報

IATSS Review

Vol. 43, No. 3

速度の高速化を受けて、2006 年以降も改訂が加えら
（ 45 ）
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Fig.7 広域災害救急医療情報システムの概略図
（出典）広域災害救急医療システム 16）

れ、現在では、非常に膨大な情報を扱えるようになっ

まで自動運転で到達することが可能になるはずであ

ている。筆者も、2013年の東日本大震災、2015 年熊

る。官 民 ITS 構 想・ロ ー ド マ ッ プ 2018 に よ る と、

本地震などでは、DMAT 隊員として出動した経験

自家用車でも高速道路などの特定の場所であれば、

がある。病院で待機している同僚 DMAT 隊員に、

完全自動運転ができるようになるレベル 4 の自動運

参集拠点までのアクセスルート、給油所、休憩地を、

転技術の実用化は、2025 年となっている 18）。さら

EMIS や高速道路公団のホームページ上の情報を収

に一般道を含む中長距離の傷病者転送においても、

集してもらいながら走行することが多かった。大抵

災害用救急車両の自動運転技術が応用されるレベル

は慌ただしい出動でもあり、往路帰路の運転を自動

5 が、2030 年までに完備されるかもしれない。

化できればと思うのが常であった。理論的には、

災害時の混乱した環境でも、比較的確実な情報が

DMAT 車両にコネクテッド機能を搭載し、EMIS

提供されれば、広域搬送にも有益なツールとなる。

の情報を活用して、ハザード回避をしながら目的地

現実的には、搬送病院の選定に診療担当者の判断が
多用されている。その意味では、ICT の活躍の場は
多いが、導入がまだまだ不十分と思われる。EMIS
においても、病院の機能や被災状態が数値などで掲
示され、災害時の病院搬送の判断を支援するツール
にまではなっていない。将来的には、EMIS 上のデー
タとビックデータを接続してくれる ICT の発展が
望まれる。
5.

ＩＣＴと救命医療

救命率は、Fig.9 に示すように、診療の質と医療
資源の量の積を治療開始までの時間で割った数値で
概算される。これまでは、3 つの項目を別々に改善
ないし充実することで、救命率の向上を目指してき
Fig.8 調整本部におけるＤＭＡＴの活動風景
（上段は訓練の風景、矢印と下段はＥＭＩＳの画面）

国際交通安全学会誌

Vol. 43, No. 3

た。時間の制約が特に顕著な救急領域では、最善の
選択を当事者の経験に委ねていた時代が長く続いて
（ 46 ）

平成 31 年 2 月

169

救急医療へのコネクティッド機能の活用

・EBM
・標準診療の実施
・医療安全の実施

・医療施設
・マンパワー
・現在の救急外来の
煩雑状況

6.

救急医療は、時間的制約の中で実施される医療で
ある分、診療時間の短縮に積極的に対応してきた。

診療の質 × 医療資源の量

救命率 ＝

おわりに

ドクターカーやドクターヘリの病院前救護への導入

治療開始までの時間

は、医療介入時間の短縮を実現し、高速移動により、

・Dr ヘリや Dr カー運用
・AACN や重症度判定を実施
しての病院選定
・適切な搬送

病院到着時間の短縮も実現した。病院選定に ICT
を導入する試みは、すでにいくつかの県で院外活動
時間の短縮の成果を上げている。自家用車の発展も

Fig.9 救急医療における救命率の方程式

急速で、AACN を搭載した乗用車は普及の段階に
入っている。さまざまな情報社会の上に形成される
コネクテッドカーは、救急医療をも紐づけした自動

いた。診療の質、医療資源の量、治療開始までの時

車である。それだけに救急医療の体制を変える推進

間がクラウド上にメガデータとして集積され、ICT

役の一つになることも期待される。

によって、その情報が救急現場に還元されることは
すでに部分的に試みられている。佐賀ネットや奈良
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テレマティクスを活用した自動車保険
金子敬行＊
近年のテレマティクスに係る技術の進展に伴い、損害保険の分野でも、かかる技術を
商品・サービスに活用する取り組みが活発化している。本稿ではまず、運転者ごとの運
転情報を基に保険料を算定する、いわゆる「テレマティクス自動車保険」（PAYD 型およ
び PHYD 型）について、欧米での取り組みや、わが国での検討・開発状況、普及に向け
ての課題等を概観する。その上で、保険会社がテレマティクスを保険契約者等に対する
サービス提供に活用する取り組みが活発化しつつあることについて、近年のドライブレ
コーダーに対する需要の高まりにも触れつつ、三井住友海上の取り組みを例に概説する。

Automobile Insurance Utilizing Telematics Technology
Takayuki KANEKO＊
Following recent developments in telematics technologies, proactive approaches
are being taken even in the ﬁeld of non-life insurance where these technologies are
being utilized to develop services and products. With regard to telematics car
insurance (the PAYD and PHYD types), which calculates an insurance premium
based on the driver s driving information, this article will ﬁrst outline activities
occurring in Europe and the U.S. and deliberations, development status and problems
with usage diﬀusion in Japan. Moreover, with regard to situations where insurance
companies have been actively working toward utilizing telematics technologies to
provide services to insurance policyholders, this article will make reference to the
increasing need for dash cams in recent years and outline this matter by taking the
approaches of Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. as an example.

1.

量の自動車関連情報（プローブ情報）をリアルタイ

はじめに

ムに収集・活用することが可能となっており、こう

テレマティクス（Telematics）とは、通信（Tele-

した情報を新たなサービス提供や保険商品開発につ

communication）と情報科学（Informatics）を組み

なげる取り組み＊1 が行われている。この点について、

合わせた造語であり、自動車などの移動体に通信シ

本稿＊2 で概観する。

ステムを組み合わせて情報サービスを提供する新し

2.

い技術である。ICT 技術の発展や自動車の IT 化・

テレマティクスを活用した自動車保険の概要

2 ‑ 1 テレマティクスによって入手可能な情報

コネクテッド化の進展に伴い、近年、国内外の損害

自動車本体の IT 化や通信端末等の機器性能の高

保険会社も、通信端末等を活用することにより、大

度化とともに、テレマティクスによって入手できる
＊

三井住友海上火災保険株式会社
Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.
原稿受付日 2018 年11月16日
掲載決定日 2018 年11月22日
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データも多様化してきている。獲得可能な主な情報
は、①運転者の特定に係る情報（ただし、特定困難
な場合も非常に多い）
、②走行距離、③走行速度、④
（ 49 ）

Feb., 2019

172

金子敬行

2 ‑ 4 保険会社による各種サービスへの活用

走行時間、走行時間帯、⑤走行地域（位置情報）
、⑥
急加速・急ブレーキの回数、⑦ハンドル操作の安定

テレマティクスは、保険料算出にとどまらず、損

性（急操作の頻度、カーブ操作の滑らかさなど）等

害発生の予防、軽減、その他、人々の安心・安全に

である。

つながるさまざまなサービスにも活用できる。

2 ‑ 2 テレマティクス機器

例えば、運転挙動に関する情報を記録しておくこ

自動車関連情報を収集するためのテレマティクス

とにより、運転者の運転の癖等を事後的に検証し、

機器には、車両組込型装置（装置には、自動車製造

改善を促すことができる。また、運転挙動に関する

時から組み込まれているものと、後付型のものがあ

情報をリアルタイムに把握・分析できれば、不安定

る）
、外付型装置、スマートフォンアプリ等がある。

な運転が続いていたり、居眠り運転の可能性があっ

機器によって、設置コスト、収集されるデータの信

たりする際に、運転者にアラートを発して改善を促

頼性（例えば、簡単に着脱可能な場合には、利用者

し、事故を予防することも可能になる。

が収集に供されるデータを選り好みしやすくなって

また、車両の位置情報が把握できれば、車両盗

しまう）に差が生じる。また、機器の選択に当たっ

難時の車両追跡や早期発見等が可能となるし、高

ては、デジタル・ディバイド等に配慮する観点から、

齢運転者等の運転地点を家族が把握して見守るこ

ユーザーの年齢層等も考慮する必要がある。

とも可能となる。位置情報を他の情報と組み合わ

2 ‑ 3 保険料算定への活用

せることにより、荒天時や事故多発地点接近時に

（テレマティクス自動車保険＊3）

アラートを運転者に発信する等、事故の未然防止

近年、テレマティクスによって得られた個々の運

につながるサービスを提供できる。さらに、車両

転者ごとの自動車関連情報を分析して保険料算定に

に生じた衝撃を加速度センサー等を用いて検知し、

反映させる＊4 試みが台頭を見せている（Fig.1）
。こ

その情報を車両の外部から把握することができれ

れには、走行距離を保険料に反映させる「走行距離

ば、保険会社がそれを契機として、事故時の初動

連 動 型（PAYD : Pay As You Drive）
」と、走 行 距

対応サービス（レッカー車の手配等）を迅速に提供

離だけでなく、急ブレーキ回数等の運転特性を保険

することも可能となる。

料 に 反 映 さ せ る「運 転 特 性 連 動 型（PHYD : Pay

さらに、テレマティクスは、損害調査業務の効率
化や、不正請求への適切な対処（車両への実際の衝

How You Drive）
」の 2 種類がある（Fig.2）
。
このうち、走行距離については、従来から、使用

撃に係る情報を確認する等）等にも活用しうる。

目的の区分（
「業務」
、
「通勤・通学」
、
「日常・レジャー」
）

なお、提供するサービス内容によっては、保険業

を通じて、間接的に料率への反映がなされてきた。

法上の業務範囲規制等との整合性について留意が必

そのため、PAYD 型は、こうした従来からの運用

要となる＊5。

と連続性を有するものといえる。テレマティクスの
活用により、取得できる走行距離情報の精度が向上
すれば、より細やかなリスク算定が可能になりうる。
一方、PHYD 型は、個々の運転者の運転特性を
より正確に保険料に反映させる試みであり、近年、

＊3

特に注目されている。なお、保険料算定に用いられ
るデータ項目は、各保険会社ともおおむね共通する
が、保険料算定ロジックは、各社の競争領域と位置
付けられている。

本取り組みは、インシュアテック（InsurTech。保険
（Insurance）とテクノロジー（Technology）を組み合
わせた造語）の一領域を形成している。
＊2 文中意見にわたる部分は筆者個人の見解であり、筆者の
所属組織の見解ではない。なお、テレマティクス自動車
保険等について詳細を理解する際には、稿末の参考文献
１）〜７）を参照されたい。
＊1
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＊4
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なお、
「テレマティクス自動車保険」
、
「テレマティクス保
険」という用語は、保険料算定への反映を伴う場合のみ
を指して使用されることが多い。国土交通省作成の公表
資料２）にも、
「テレマティクス保険とは、テレマティク
スを利用して、走行距離や運転特性といった運転者ごと
の運転情報を取得・分析し、その情報を基に保険料を算
定する自動車保険である」との記述がある。本稿におい
ても、その用例に従うものとする。ただし、保険会社が、
テレマティクスを保険料算定のみならず、契約者等への
各種サービス提供等に活用する場合も多々存在すること
には留意すべきである。
このような保険料算定手法は、損害保険全般において、
UBI（Usage-Based Insurance）と呼ばれる。
例えば、位置情報等を基に周辺施設のクーポン等を運転
者に提供するサービスについては、業務範囲規制との整
合性等（例えば、付随業務（保険業法 98 条 1 項）該当性）
が問題となる。
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Fig.1 テレマティクス自動車保険の一般的なビジネスモデル２）

走行距離連動型（PAYD：Pay As You Drive）

運転行動連動型（PHYD：Pay How You Drive）

Fig.2 PAYD型とPHYD型２）

3.

ルタイム性の高い料率反映が可能となりうる。

テレマティクス自動車保険

第二に、安全運転促進により事故が削減しうるこ

（PAYD 型と PHYD 型）

とである。運転者が、テレマティクスによって自ら

本章では、2−3 節で述べたテレマティクス自動
車保険（PAYD 型と PHYD 型）について詳論する。

の日々の運転をチェックされていることを認識し、
かつ、運転者個人の日々の運転挙動がより直接的に

3 ‑ 1 効用

保険料に反映されることになるのであれば、運転者

テレマティクス自動車保険には、次のような経済

には、安全運転を心掛けるインセンティブがより強

的・社会的効果が期待されている。

く働くことになるものと思われる。それによって交

第一に、より精緻なリスク分析に基づく保険料

通事故が減れば、社会的にメリットになる。また、

設定がなされうることである。保険は、基本的には、

保険会社から支払われる保険金の減少にもつながり

過去の統計による集団的リスクの把握に基づいて

うる。このことは、保険契約者の保険料負担の軽減

料率設定が行われるものであり、テレマティクス自

を通じて、契約者全体、ひいては社会全体に、経済

動車保険についても、この事情に変わりはない。

的に還元されうることになる。
3 ‑ 2 英米の動向

しかし、テレマティクス自動車保険では、従来取得
することができなかった運転挙動等の個人的リス

以下では、テレマティクス自動車保険への取り組

クの把握に基づく、より正確で細やかな料率設定

みが比較的盛んで、いわばテレマティクス先進国と

が可能となりうる。また、現状では、ある契約期

もいえる英国・米国の動向の特徴を概観する。ただ

間中の運転挙動を、次回契約の保険料に反映させ

し、わが国と英米のマーケット環境の違い＊6 につい

ることが想定されているが、将来的には、よりリア

ては留意する必要がある。
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1 ）英国

ることが認められた。その後、通信販売を主体とす

英国では、
主に若手ドライバーをターゲットとして、
テレマティクス自動車保険の販売がなされている＊7 。

るダイレクト型保険会社を中心に、走行距離の短い
契約者の保険料を割り引く競争が行われてきた＊9。

テレマティクスによって収集された情報は、保険

ただし、そこで用いられてきた走行距離は、あくま

料割引のみならず、保険料割増、さらには保険契約

で予想距離であり、保険契約者の自己申告に基づく

の解除にも使用される場合がある。

ものであるから、テレマティクスを活用したもので

なお、ノリッジ・ユニオン社（現在のアビバ社）
が 2006 年に英国で初めてテレマティクス自動車保

はなかった。
2 ）近時の動向

険を発売した際は、GPS 機能によるプライバシー侵

その後、
「世界最先端 IT 国家創造宣言」
（2013 年

害を懸念する声も多かったが、その後、その声は比

6 月。IT 戦略が成長戦略の柱と位置付けられ、世界

較的薄まり、現在では、各社が提供するテレマティ

最高水準の IT 利活用社会の実現等を目指すとされ

クス機器の多くに GPS 機能が搭載されている。

た）を踏まえ、国土交通省の「自動車関連情報の利

2 ）米国

活用に関する将来ビジョン検討会」
（2014 年 2 月〜

テレマティクスによって収集された情報について

2015 年 1 月）にて、膨大かつ多様な自動車関連情報

は、基本的には保険料の割引のために使用されてお

の利活用に関する将来ビジョンの検討が行われた。

り、保険料の割増には使用されていない。

そして、その重点テーマの一つとして、世界一安全

テレマティクス機器によって得られるデータの収

な道路交通の実現という観点から、
「テレマティク

集・分析・アウトプットは、専門業者（M2M プロ

ス等を活用した新たな保険サービスによる安全運転

バイダ）に外部委託する場合が多い（英国では、保

の促進・事故の削減」について検討が行われた。

険会社自らが実施する場合が多い）
。

それと時期を同じくして、わが国でも、一部の保

また、プログレッシブ社が 2004 年に米国で初め

険会社においてテレマティクス自動車保険の導入の

てテレマティクス自動車保険を発売して以来、プラ

動きが出始めた。例えば、MS&AD インシュアラン

イバシー侵害への懸念から、GPS 情報を保険会社が

スグループのあいおいニッセイ同和損害保険株式会

入手することへの抵抗が今でも根強く、運転行動の

社は、2015 年 4 月、
「T-connect」
（トヨタ自動車の

把握には限界がある。なお、米国では、州別に保険

新 た な テ レ マ テ ィ ク ス サ ー ビ ス）を 活 用 し た

規制・監督がなされており、州の保険当局から保険

PAYD 型自動車保険の『タフ・つながる自動車保険』

料率モデルについて承認を受ける必要がある。そし

を発売している。
3 ‑ 4 テレマティクス自動車保険の課題・懸念

て、カリフォルニア州では、消費者のプライバシー
保護の観点から、GPS 等を用いたデータ収集は禁止
されており、PHYD は認められていない。

テレマティクス自動車保険を実現する上では、以
下のようなさまざまな課題や懸念がある。そのこと

3 ‑ 3 わが国における動向

もあり、現在、わが国におけるテレマティクス自動
車保険の普及率は、低い水準にとどまっている＊10。

1 ）リスク細分型自動車保険
＊8

わが国では、1997 年のリスク細分型自動車保険

普及率向上のためには、さらなる技術の進展や、制

の容認により、年間走行距離を保険料算出要素とす

度・運用面における環境整備等が必要になると思わ

＊6

＊7

わが国と異なり、英米とも、業界共通（＝保険会社間で
交換可能）の無事故割引制度がなく（それ故、他の保険
会社から契約を切り替えたドライバーのリスク実態を測
る手段として、運転挙動を料率に反映する仕組みに対す
るニーズが高い）
、かつ、保険料水準が高い（約 1.5 倍。
特に若年層の保険料水準が高い）
。また、米国は保険加入
率が相対的に低い。
特に、男女別保険料が EU 指令に違反するとの EU 司法裁
判所の判決（2011 年 3 月）を踏まえて、EU 加盟国におい
て男女別保険料が禁止された（2012 年 12 月）ことにより
若年女性の保険料が高騰化する懸念がクローズアップさ
れ、テレマティクス自動車保険が一層脚光を浴びること
となった。
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保険業法全面改正（1996 年施行）後、日米保険協議を発
端にさらなる料率自由化が進められる中、自動車保険料
率の適正化を図るため、1997 年 6 月の大蔵省ガイドライ
ン（その後、保険業法施行規則。現在は同施行規則 12 条
3 号イに規定）において、年齢、性別、運転歴、使用目的、
使用状況（年間走行距離など）
、地域、車種、安全装置の
有無、所有台数の 9 要素での料率細分化が認められ、容
認される格差の上限等も定められた。
＊9 その嚆矢は、1999 年に、ウィンタートウル・スイス社
（2003 年に日本市場から撤退）が、年間走行距離を保険料
算出に反映するリスク細分型自動車保険を発売したこと
である。
＊10 欧米でも、事情はおおむね同様で、普及率は必ずしも高
いとはいえない水準にとどまっている。
＊8

（ 52 ）
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れる。

えられるが、他方では、より安全性を強く意識して

1 ）プライバシー

いるための行動ということも考えられる。また、事

テレマティクス自動車保険では、多くの効果を得

故原因としては、ブレーキを踏むべきところ（一時

ようとすれば、運転者等から、より高頻度かつ高精

停止義務が有る地点等）で踏まないという事象も考

度にデータ（個人の運転挙動、位置情報、車内外の

えられるが、かかる事象は、急ブレーキの有無とい

映像その他の各種走行記録等）を収集する必要があ

う指標のみでは捕捉できない。このように、データ

る。収集データの内容、精度や収集頻度等によって

を保険料率に反映させるにあたって、どのデータが

は、プライバシーの侵害を懸念する顧客には受け入

事故リスクにどの程度影響を与えるのかが、必ずし

れられない可能性がある。また、不必要なセンシティ

も科学的に明瞭とまでは言い切れない点に課題があ

ブ情報を取得しないようにする工夫も必要となる。

る。なお、全く合理的根拠を欠いた因果性を理由と

そして、保険会社は、収集したデータを安全に管理

する保険料設定を容認すれば、不当な保険料競争（ダ

する必要がある。

ンピング）に陥る懸念もある。

2 ）データの信頼性

また、仮に、事故リスクに影響を与えるデータが

正確なリスク算定のためには、収集されるデータ

特定されたとして、当該データを保険料率に反映さ

の信頼性の確保が必要である。データの信頼性は、

せることについて、消費者目線で納得感があるかの

まず、テレマティクス機器の性能や通信感度によっ

検証も、商品の社会受容性・普及という観点では重

て左右される。とりわけ外付型装置やスマートフォ

要である。

ンを活用する場合には、装置の設置の仕方や、端末

4 ）既存制度との整合性

自体のバッテリー確保等にも留意が必要となる。ま

従来型の保険においても、走行距離の長短につい

た、運転者の特定も必要になるが、この点には課題

ては、
「使用目的」や「使用状況」の料率要素として、

も多い。

間接的ではあるものの反映済みである（使用目的が

さらに、保険会社が何を重視するかを保険契約者

「日常・レジャー」であれば、走行距離が短い等）
。

に伝えると、その部分のデータを隠蔽、改竄する動

また、事故実績等のリスク実態を保険料に反映する

機が契約者に働き、契約者が自分にとって都合のい

無事故割引制度として、業界共通のノンフリート等

いデータだけを提出し、不都合なものは提出しない

級別料率制度＊11 が機能しており、この中で安全運

という事態も生じうる。こうしたデータの選り好み

転を理由とする保険料割引が既になされている。そ

を防ぐスキームも必要となる。

のため、テレマティクス自動車保険を導入する場合、

3 ）リスク評価上の課題

これら既存の制度・枠組において、既に反映済みの

保険料の割引等を行うためには、原則として認可
が必要で（保険業法 123 条 1 項、同法 4 条 2 項）
、そ

保険料割引と重複が生じないよう、調整を図る必要
がある。

の際には、審査基準（同法 5 条）を充足する必要が

また、テレマティクス自動車保険において、新た

あり、保険料については、その算出方法が、保険数

なリスク細分項目を追加した場合、保険料が割安と

理に基づき、合理的かつ妥当なものであること、ま

なる契約が生じる一方で、保険契約者全体について

た、特定の者に対して不当な差別的扱いをするもの

の収支相当性を確保する観点から、逆に保険料が割

でないことが求められる（同条 4 号イ、ロ）
。

増となる契約が生じうる。さらに、安全運転を意識

取得したデータを料率算定に反映するためには、

した運転者がテレマティクス自動車保険を選択し、

データから得られた事実とリスクとの間の因果性・

それ以外の運転者、とりわけ、比較的危険な運転を

相関関係についての理論的確立が必要である（この

する運転者が、従来型の保険にとどまるとすると、

点は、保険料率が合理的であること、不当に差別的

従来型の保険の損害率が悪化し、保険料が高騰する

でないことを説明する際に重要となる）
。例えば、

可能性もある（なお、テレマティクス自動車保険を

データによってある運転者が急ブレーキの頻度が高
いという事実が分かったとして、当該事実が事故リ
スクに影響を与えているかは、実は、必ずしも明ら

＊11

かではない。というのも、急ブレーキの原因として
は、一方では、判断能力の衰えや前方不注意等が考
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た場合には、3 等級下がる。
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提供していない保険会社が、リスクの高い層を選別

る。そのため、将来的には、PHYD の存在意義は

できず、逆選択のリスクを被る、という事態も生じ

小さくなっていくと思われる（特に、社会に自動運

うる）
。その結果、従来型の保険の保険料が著しく

転が普及した場合において、この傾向は顕著になる

高騰し、任意保険の未加入者が増加しかねないとい

と思われる）
。また、PAYD については、その背後

う懸念がある（なお、この点につき、リスク較差の

にある考え方（長距離になるほど事故率は高まる）

上限を設定する等、未加入者対策を検討すべきとの

自体の合理性は失われないと思われるものの、他方

意見もある）
。

で、車両の稼働率向上といった別の社会的要請も存

5 ）商品提供に係る各種スキームの構築・運営上の

在する中、走行距離に応じた保険料設定という仕組

負担

みに社会的納得が得られない可能性も高い。この点

運転情報を取得するためのテレマティクス機器の
開発、データの収集・分析・管理等には多額の費用

は、走行距離課税をめぐる議論＊13 とも通じるとこ
ろがある。

がかかる場合が多い。また、保険会社は、元々、無

4.

形の、いわば 目に見えない 商品を扱ってきた一

テレマティクスを活用したサービス

方で、通信端末のような有形のハードウェアを提供

わが国の損害保険会社でも、テレマティクスを活

するノウハウを十分に有していたわけではなく、か

用したサービスを提供する事例が増加しつつある。

つ、保険業法上の業務範囲規制等との関係で物品の

そこで、テレマティクスを活用したサービスの具体

販売は制約される（そのため、通信機器等を貸与す

例として、三井住友海上火災保険株式会社（以下、
「三

る場合が多い）こともあり、商品提供に係る各種ス

井住友海上」
）の取り組みを紹介する。
4 ‑ 1 「スマ保」

キームの構築には、相応のコストがかかる。そして、
保険会社は、保険契約者全体の保険料の低廉性を確

「スマ保」は、三井住友海上が広く一般に提供す

保する観点から、商品提供に際しての運用コストを

る無料のスマートフォンアプリである。
「スマ保」

無視できない立場にある。そのため、テレマティク

では、スマートフォンの通信機能、映像録画機能等

ス自動車保険を運用することで、事業運営上、費用

を用いて、
①事故多発地点への接近時に音声で注意

対効果において相応のメリットが見込めない限り、

を促す事故多発地点アラート、
②荒天時にその旨の

その本格的導入は難しいという面がある。

③災害時に周辺の
注意を促す運転注意アラート＊14、

なお、自動車メーカーごとに取得できる車両デー

避難所等を地図上に表示する災害時ナビ、
④危険な

タの規格が統一化され、保険会社が収集するデータ

運転箇所の映像の記録等のサービスが提供される。
4 ‑ 2 『ＧＫ 見守るクルマの保険』

フォーマット（項目、精度等）や管理システム、評
価手法等について、業界全体で共通化、オープン化

保険会社やご家族がお客さまを「見守る」という

（業界全体でのデータベースの構築等）がなされれ

コンセプトの下で発売された『ＧＫ 見守るクルマ

ば、保険会社のデータ収集・管理・解析のコストや

の保険』では、当該コンセプト実現のために、最先

負荷が軽減されうると思われる

。

端のテレマティクス技術が活用されている。
『ＧＫ

＊12

6 ）先進運転システムのさらなる発展との整合性や

見守るクルマの保険』には、先行発売された「スマ

自動車ユーザーの納得感

ホ型」
（2018 年 1 月以降適用開始）と、これをバージョ

今後、ASV、ADAS、自動運転等の先進運転シ

ンアップした「ドラレコ型」
（2019 年 1 月以降適用

ステムが発展していくにつれ、運転者の運転への関

開始）の 2 種類がある。いずれも、三井住友海上が

与の度合いは低下していく。それに伴い、運転者の

貸与する専用のテレマティクス端末を用いて、各種

運転技術が事故リスクに与える影響度合いは低下

サービスが提供される。

し、代わりに、自動車本体（型式・運転システム等）
が事故リスクに与える影響度合いが高まると思われ
＊12

この他、保険会社が、個人情報保護法制や保険業法上の
規制等を遵守しつつ、収集したデータを適切に利活用す
ることによって収益性を確保するという道もありうる。
このような観点からも、金融機関がデータをより柔軟に
利活用できる法制度の構築が望まれる。
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走行距離に応じた課税をするという考え方は、従来から
存在していたが、これに対しては、
「公共交通機関のない
地方在住者にとって不公平である」
、
「カーシェア等によ
る車両の稼働率向上に向けた取り組みを阻害する」等の
批判もある。
雨天時の事故の多さは、晴天時の約 5 倍となっており、
特に雨の降り始めは、路面が非常に滑りやすくなるため、
事前のアラートが有効である。
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1）
「スマホ型」
（
『ＧＫ 見守るクルマの保険（スマ

走行時間が長時間に及ぶ場合、事故多発地点に接近

ホ型）
』
）

した場合等にアラートが発信される。

「スマホ型」では、衝撃等を検知する専用の小型

②運転後は、１回の運転ごとの走行データをもとに

車載器（これ自体は通信機能を有しない）が、サー

運転傾向を評価する「運転レポート」
、および 1 カ

ビス利用者（被保険者等）のスマートフォンアプリ

月の運転レポートを総合的に分析した「月間運転レ

と Bluetooth で接続され、スマートフォンの通信機

ポート」により、運転アドバイス等が提供される。

能を介して情報通信がなされることにより、各種

運転アドバイスは、次回運転開始時にも実施される。

サービスが実現される。

これらにより、サービス利用者は、自らの運転傾向

提供されるサービスとしては、
①まず、運転中に

を知り、より安全な運転を習慣づけることが可能と

安全運転を支援するための各種アラートが発信され

なる。

る（詳 細 は、Fig.3、Table 1）
。特 に、
「高 速 道 路 逆

③事故時には、
「事故緊急自動通報サービス」
（事

走注意アラート」
、
「指定区域外走行アラート」は、

故等により、専用車載器が一定以上の大きさの衝

業界初のアラート機能である。この他、例えば、急

撃を検知した場合に、当該情報が位置情報等と共

ブレーキ等が続いた場合、ふらつきが続いた場合、

に専用安否確認デスクに自動的に通知されるサー
ビス）が提供される（Fig.4）
。
この自動通報がなされると、
保険契約者等からの三井住
友海上に対する事故報告が
なされたものとみなされる。
通報を受けた専用安否確認
デスクの専任オペレータは
ドライバーに安否確認の電
話連絡を行い、初期対応等
のアドバイスを行う。緊急
時には、レッカー業者の手
配や救急車の出動要請（ド
ラ イ バ ー 自 身 で の 119 番 通
報が困難な場合）等を行う
ことも可能となる。例えば、

Fig.3 安全運転支援アラート
（「１」
（前方衝突アラート）
「
、２」
（車線逸脱アラート）
については、
「ドラレコ型」
のみに搭載）
（三井住友海上 HP８））

周りに誰もおらず、位置の

Table 1 上記以外のアラート
（すべてにつき、
「スマホ型」
「
、ドラレコ型」
ともに搭載）（三井住友海上 HP８））

種

類

判定条件

急加速・急減速

急加速・急減速を 5 回検知した場合にお知らせします。

ハンドリング

急なハンドル操作を 5 回検知した場合にお知らせします。

ふらつき

運転中のふらつきを 5 回検知した場合にお知らせします。

走行時間

走行時間が 2 時間を経過した場合にお知らせします。
その後も走行が継続された場合は、30 分ごとにお知らせします。

事故多発地点接近

事故多発地点に接近した場合にお知らせします。

交通標識地点走行

運転速度を規制するゾーン 30（注）の適用区域等に接近した場合にお知らせします。

一時停止

一時停止地点で停止しなかった回数が 5 回検知された場合にお知らせします。

気象情報

気象警報等が発表された地域に接近した場合にお知らせします。

動物注意

鹿等の動物や希少動物が生息する地域に接近した場合にお知らせします。

注）生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的に、速度規制（時速 30km）等の安全対策が講じられている区域をいいます。
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Fig.4 事故緊急自動通報サービスと
「見守り者」
（家族等）
への情報共有
（三井住友海上 HP８））

説明も難しい場所での自損事故でも、上記の対応

に、わが国では、ドライブレコーダーに対する関心、

が可能となる。そのため、事故直後のドライバー

ニーズが大きく高まることとなった。
このような、あおり運転をめぐる報道等を背景と

の不安を軽減する効果が期待できる。
④以上に加え、家族（高齢の親、免許取りたての子

する、事故時等の映像を記録できるドライブレコー

供など）の運転を見守りたいというニーズ、また、

ダーの有用性（運転状況を把握する客観的な根拠資

家族に見守られたいというニーズに応えるべく、
「見

料となる）に対する認知度の広がり、および、保険

守り者」を事前登録しておくことにより、事故緊急

会社によるサービス機能が付加されたドライブレ

自動通報サービスの対応状況等の重要な情報につい

コーダーに対する消費者のニーズの高まり等を踏ま

て、当該「見守り者」に情報を共有するサービスも

え、
『ＧＫ 見守るクルマの保険』における「スマホ型」

提供される（Fig.4）
。

のバージョンアップ版として、
「ドラレコ型」
（2019

2）
「ドラレコ型」
（
『ＧＫ 見守るクルマの保険（ド

年 1 月以降適用開始）が、特約保険料月額 850 円（保

ラレコ型）
』
）

険期間 1 年・一般分割 12 回払の場合。2019 年 1 月時

2017 年 6 月に発生した「東名高速あおり運転事

点）で発売された。

」では、付近を通行していた自動車のドライ

三井住友海上が貸与するオリジナルの専用ドライ

ブレコーダー映像が、あおり運転の事実の立証に大

ブレコーダーには、各種サービス実現のために通信

きく寄与し、同年 10 月には被疑者が逮捕され、こ

機能が搭載され、事故原因究明に十分に資するべく、

の事件は報道等でも大きく話題となった。警察の懸

高画質の録画機能が備わっている。以下に、サービ

命な捜査により、あおり運転の事実の究明に至った

ス内容の概要を記載する。

ものの、証拠収集には時間がかかり、事件発生から

①まず録画機能について、録画は走行中常時なされ、

逮捕までは約 4 カ月の期間を要した。今回のケース

走行映像は SD カードの容量を限度に保存されてい

では、たまたま他の車両から映像が発見されたもの

く（常時録画）
。衝撃検知時には、その前後合計 15

の、もし、そのような映像の発見に至らなければ＊16、

秒間の映像が、常時録画の映像とは別に「イベント

あおり運転がなされていたという真相は究明できな

記録」として保存される（Fig.5）
。サービス利用者は、

故

＊15

かったかもしれない。また、もし被害車両自体にド
ライブレコーダーが設置されていれば、もっと早く
事件が解決できていたかもしれない。この事件を機
＊15
＊16

東名高速であおり運転によって進路を妨害されて停車し
た一家が、別の大型トラックに追突されて死傷した事故。
軽微な事故であれば、大々的な捜査は通常行われず、発
見に至らないケースも多々あるものと思われる。
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録画された映像をパソコン用専用ビュアーで確認す

クにイベント記録等を送信し、専任オペレータと通

ることができる。

話ができる。

録画機能は、録画された映像を用いて事故状況を
的確かつ客観的に把握し、事故をめぐる紛争の早期
解決につなげることを主目的としている。例えば、
交差点における衝突事故における信号の色をめぐる

④さらに、安全運転アラートについては、映像機能
を活用することにより、新たに前方衝突アラート、
車 線 逸 脱 ア ラ ー ト の2つ の 機 能 が 追 加 さ れ た
（Fig.3）
。
4 ‑ 3 「スマ Navi」

信号対立事案や、対向車同士の正面衝突事故で双方
がセンターライン内であったと主張する事案等にお

テレマティクスを用いた法人向けサービスとして

いて、映像が決定的な役割を果たしうる。
「クルマ

は、
「スマ Navi」が提供されている。これは、
「スマ保」

にもビデオ判定を」
（三井住友海上テレビＣＭコ

を用いた無料の安全運転取り組みサービスであり、

ピー）というフレーズの通り、各種スポーツにおけ

導入コストをかけずにロスプリベンションの取り組

るビデオ判定のごとく、客観的で納得感ある早期の

みを開始できる。法人の従業員向けには、各種アラー

事故解決のサポートが目指されている。

ト機能によって安全運転支援をしつつ、法人の安全

②事故緊急自動通報サービスが「スマホ型」からバー

運転管理責任者向けにも、安全運転診断結果の分析

ジョンアップしている（Fig.6）
。すなわち、専用ド

サービス、社内研修用の動画作成を支援するサービ

ライブレコーダーが一定以上の衝撃（一般的に走行

ス、GPS により社有車の位置を把握するサービス等

が困難となる程度の衝撃を想定）を検知した場合に、

を提供する。また、取り組み状況に応じて次回フリー

専用安否確認デスクに送信される情報に、新たに衝

ト契約（自動車を 10 台以上所有・使用している契

撃の前後 15 秒間の映像が加わるため、事故の早期

約者向けの契約方式）の保険料を最大 6％割り引く。

解決等につながる。また、専用ドライブレコーダー

さらに近時、
「スマ保」のドライブレコーダー機能に、

自体が通話機能を有しているため、サービス利用者

AI による画像解析技術を取り入れることにより、

は、これを用いれば、手元に携帯電話等がなくても、

危険運転（赤信号無視、一時不停止等）映像だけを

専任オペレータとの会話が可能となる。自動通報を

自動で抽出・保存する機能が追加搭載された。

受けた専任オペレータは、その後、数十秒程度、車

5.

両の移動が確認できない場合には、専用ドライブレ
コーダーに安否確認コールを実施し、レッカー業者

おわりに

昨今、ICT 技術の発展に伴い、ビッグデータの利

の手配や、場合によっては救急車の出動要請を行う。

活用や IoT、AI 等の技術革新と、それに伴う環境

③上記の自動通報とは別に、自動通報されるには至

変化のスピードが加速している。また、自動車業界

らない程度の衝撃を専用ドライブレコーダーが検知

においては、コネクテッド化の進展や自動運転技術

した場合には、サービス利用者は、緊急通報ボタン

の急速な発達をはじめとする急激な環境変化が起こ

を押す（手動通報）ことにより、専用安否確認デス

りつつある。

Fig.6 「ドラレコ型」
における事故緊急自動通報サービス （三井住友海上 HP８））
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こうした中、損害保険会社は、例えば自動車保険

4 ） 牛窪賢一「価格比較サイトとテレマティクス自

の分野においては、本稿で述べた通り、テレマティ

動車保険―イギリスの個人自動車保険市場にお

クスを活用した自動車保険の開発を進めつつある。

け る 動 向 ―」
『損 保 総 研 レ ポ ー ト』No.108、

そして、損害保険会社には、今後も、技術革新や

pp.1-50、2014 年

環境変化に自らも柔軟に対応しつつ、安心・安全

5 ） 古橋喜三郎「米国のテレマティクス自動車」
『損

につながる商品・サービスを提供していくという

保総研レポート』No.111、pp.21-43、2015 年

社会的使命を果たし続けることが求められるもの

6 ） 自動車保険研究プロジェクト（代表：堀田一吉）

と思われる。

『テレマティクス自動車保険の現状課題と将来
展望』日交研シリーズ A-646、公益社団法人日
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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─

大石康夫＊

関根太郎＊＊

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。

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
Yasuo OISHI＊

Taro SEKINE＊＊

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 deliveries, which indicated issues and potential
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.

1.

る自動運転基盤技術（高度位置センシング、AI、

はじめに

ダイナミックマップ他）の開発に加え、中国の自動

昨今、自動車における技術話題として脱カーボン

運転スマートシティ構想１）をはじめとした社会イ

や自動運転が大きく注目されている。その実現に向

ンフラの対応とそのインフラとクルマとを協調させ

けては、現在の高度運転支援システムの延長上にあ

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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IATSS Review

Vol. 43, No. 3

＊＊

（ 59 ）

日本大学理工学部機械工学科
Department of Mechanical Engineering, College of
Science and Technology, Nihon University
原稿受付日 2018 年10月30日
掲載決定日 2019 年 1 月 9 日

Feb., 2019

182

大石康夫、関根太郎

まっている。
日本においても、例えば、ITS 第 3 期中期計画

２）

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）

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

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）

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

通学路に隣接する公園周辺・バス停周辺など、1 校

例として、兵庫県加古川市でのスマートシティ社会

区あたり 50 台程度 × 全 28 校区の約 1,400 カ所（案）

実験プロジェクトにおけるコネクテッドカーの利活

を選定した。2017（平成 29）年から 2 カ年で、1,500

用を紹介するとともに、その中で、現有の日本郵便

台の見守りカメラ設置・整備を進めている。

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.

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

加古川市における社会実験プロジェクト

なイメージが強く、市民の積極的な意識向上にもつ

2 ‑ 1 プロジェクトの社会背景

ながりにくい。そこで Fig.2 に示すように段階的な

地域社会の抱える問題点として、子どもが対象と

実現・拡大、そして市民活用・参加へと展開するプ

なる事件や事故の発生が増加傾向にある。この状況

ランニングがなされている。

に対して、子どもの見守りやパトロールなどの安全

この際にプロジェクトのキーワードとなる ICT

対策に関して満足している市民の割合は 51.3％と低

を活用した高度な見守りサービスの実現に際して

く、登下校時を中心とした地域における安全確保に

は、低照度対応カラーカメラシステムによる夜間対

対するニーズは高いという既往アンケート結果と

応に加え、見守りタグ（BLE タグ：Bluetooth 通信

なっている３）。また、少子・高齢化に伴い、一人暮

の一部の低消費電力通信モードを利用した常時発信

らしの高齢者（特に認知症高齢者）の急増が予測さ

タグ）受信機能を実装して、複数の見守りサービス

れ、加古川警察署管内においても、1 カ月に 10 数件

事業者へ情報を提供できるようにした点が挙げられ

の行方不明者の通報がある現状であり、高齢者の見

る。この BLE 受信ユニットは、無線接続し、通信

守りの必要性についても顕在化している。加えて、

ユニットの通信 /WEB 簡易サーバー機能を組み合

市内の刑法犯罪発生状況をみると、集中箇所もある

わせることで、遠隔からの機器への操作とメンテナ

が比較的広範囲で発生している（Fig.1）
。

ンスができる。これにより、1,500 台規模の設置に

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

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。

るまち」
、
「生涯にわたって活躍できるまちの実現を

これらのシステムは、Fig.3 に示すように一体の

目指す姿」を掲げ、2016（平成 28）年から ICT を

ドーム型ケースに収められ、防塵・防水「IP65 準拠」

活用した安心・安全な街づくり推進事業を公募型プ

の高耐久性を実現しており、プロジェクトにおいて

ロジェクトとして実施してきた。プロジェクトでは、

継続的運用の検証がされている。

上記の問題点の解決を目的として、市内全域での見

Table 1 は、システムを利用した見守りサービス

守りカメラ設置位置を検討し、刑法犯マップならび

プラン例であり、2 種類の推奨 BLE タグがいずれも

に小学校周辺、通学路交差点（約 200m 〜 500m間隔）
、

軽量コンパクトであるため、小学生や認知症高齢者
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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

2 ‑ 2 平時におけるコネクテッドカーの利活用実

が携帯するにも容易であり、また後に示すプラット

験例

フォームにより、タグ位置履歴表示もスマホアプリ

前節では、固定カメラを中心とした見守りシステ

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

ムの概要を示したが、実際には、交差点や小学校周

た官民連携システムであるため、個人情報の保護に

辺の公園などを中心とした固定カメラだけでは、広

関する法律や個人情報保護条例を念頭に置きなが

範囲な市内をカバーするには不十分となる。2017

ら、既設の防犯カメラ等の設置および管理に係る基

（平成 29）年からは先行プロジェクトを受けて、総

準をもとに「加古川市見守りカメラの設置及び運用

務省の平成 29 年度データ利活用型スマートシティ

に関する条例」と「加古川市見守りカメラの設置及

推進事業に選定され、安全・安心分野での先行事業

び運用に関する条例施行規則」を制定し、適正かつ

のサービス拡張と多分野への取り組み拡大を試みて

厳格な情報管理を実現している。

いる。具体的には、共同研究としてプロジェクト参

現時点では、加古川市内の約 900 カ所（2018 年度

画している日本郵便の配達車両に搭載した V2X（車

内に 1,500 カ所の設置推進中）にて見守りカメラが

載通信）機器を活用したきめ細かい見守りサービス

稼働している（Fig.4）
。また、それら見守りカメラ

の実現と、複数分野のデータの収集分析を行う基盤

による下校時の小学生の見守りタグ（お試し無料配

（プラットフォーム）FIWARE を整備し、行政情報

布 1,000 ユニット）の監視状態例を Fig.5 に示す。設

ダッシュボードの公開による市保有データの可視

置目的に沿って小学校周辺で BLE タグ検知してい

化・共有化の実現を目指している。これら全体の取

ることが分かる。

り組みイメージを Fig.6 に示す。

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

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）

IATSS Review

Vol. 43, No. 3

（ 61 ）

Feb., 2019

184

大石康夫、関根太郎
Table 1 加古川市見守りサービス比較表 （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

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。

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）

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

ここでは、本特集テーマにフォーカスし、走行・

データ利活用は、東日本大震災や熊本地震にあるよ

移動する郵便車両に V2X 機器を搭載し、コネクテッ

うに、搭載車両の GPS 位置データを集約すること

ドカーとしてシステム構成することで、動的な見守

による通行実績マップの活用、また交通事故時の自

りを可能にした事例を中心に紹介する。

動救急コールなどの実用化が挙げられるが、これら

この取り組みの特徴は、V2X により、自車に活用
国際交通安全学会誌
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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）

させる機能である。また、このようにプローブデー

学路の交差点などを中心とした固定カメラを補完

タを非常時における活用に限定すると、システム運

する役割を担う。Fig.8 は、本プロジェクトにおい

用に際しての対費用効果を高めることが難しく、平

て見守りシステムを搭載している車両（加古川市

時にもシステムが利活用できることが実装価値を高

公用車／89 台、ならびに日本郵便車両／174 台）に

め、万一の際でも、スムーズに非常時モードに移行

よる BLE タグの検知地点を示した分布地図である。

して利用できるなど、持続可能なシステムを実現す

加古川市公用車が、主要幹線道上でのタグ検出が

る上でも重要となる。

中心であるのに対して、日本郵便車両は、その業

このようなことから、先に述べた日本郵便の配達

務形態に沿って、生活道路でのタグ検出が多数示

車両に、V2X 機能を含めた見守りカメラを搭載す

され、動的検知に対する優位性が明確化した結果

ることで、平常業務時に移動しながら BLE タグ探

となっている。

査を可能とした。それにより、固定カメラの網羅で

2 ）コネクテッドカーによる道路状況の見守り

きない範囲を動的に見守ることが可能となり、見守

プロジェクトにおける日本郵便車両に搭載してい

りエリアの拡大を図ることができる。また、一番の

る V2X システムには、各種通信機能、GPS に加え

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
IATSS Review
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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

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

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

て 3 軸加速度センサー、CCD カメラも搭載しており、

ることから、特徴的な加速度が検出しづらい。また、

一般的なプローブ車両としても活用できる。すなわ

車輪の回転数が低いため、路面の凹凸などによるタ

ち、車両ごとに検出する各種信号・映像をサーバー

イヤ表面でのエネルギー消費変動が小さいなどの理

に蓄積することにより、時々刻々と変化する交通環

由から、従来手法では路面凹凸の検出精度が低下す

境を集約できる。この情報収集は、完全自動走行を

る条件となる。それに対して、二輪車は前後二輪配

実現する上でのキーテクノロジーであるダイナミッ

置のため、基本的に同一路面凹凸上を走行するので、

クマップの生成に利用でき、ダイナミックマップを

前後輪に対してある時間遅れをもって同一路面入力

利用する自動運転車の走行の安全・安心の向上につ

が加えられる。また、車両質量が四輪車に比べて軽

ながる。特にタイヤのスリップによるエネルギー消

量で、タイヤからの路面入力による車体振動波形が

費、加速度データや画像データから道路路面状況や

比較的大きいことから、二輪車による検出が有利な

路面摩擦係数を推定することは、先行研究などでも

状況となる。

試みられ９）10）、そこから車両横すべり軽減システ

プロジェクトでは、これらの状況を勘案し、筆者

ム（ESC）やダイナミックマップに推定路面摩擦係

の先行研究 12）において検討提案した二輪車の前後

数をフィードバックするシステム提案等もなされて

タイヤが路面凹凸を時間差で感知する特徴を用い

いる。

て、搭載された V2X ユニットの 3 軸加速度データの

一方で、推定した道路路面状況を道路管理者に

自己相関により、路面状態に起因する振動を特定す

V2X を介して伝達することで、道路メンテナンス

ることで、生活道路の路面状態把握の精度向上を

の工数を効率化することも考えられる。特に路面舗

図った。

装のメンテナンスを決定する指標の一つである IRI

Fig.9 は、単一車両において同一の市街路を周回

（International Roughness Index）は、精 度 の 良 い

した際、図中の丸マーカーで示した地点が、上記

クラス 1 では水準計測、クラス 2 では専用のプロファ

のアルゴリズムによって段差検出した地点例であ

イル測定装置などを用いて路面凹凸調査を行い、そ

る。マーカーの濃さは検出回数を示し、濃くなる

の調査結果を用いて、QC（Quarter Car）モデルシ

ほど同一地点での段差検出が複数あることを示す。

ミュレーションによって IRI を計算する。また、簡

また、四角マーカーの現地調査における段差地点

素なクラス 4 においても、パトロールカーに乗車し

は、調査員が直接目視にて路面凹凸を確認した位

た調査員の体感や目視による IRI を推定するなど、

置座標であり、現状では、コーナリングや加減速

現地確認を実施する工数が掛かる 。また、これら

の除外アルゴリズムの閾値のチューニング不足と

の調査は主として、幹線道路、直轄道路ならびに

GPS のマルチパスの影響により、検出地点のずれ

NEXCO 管理道路といった交通量の多い道路が中心

などもみられるが、おおむね段差付近を検出する

になっており、生活道路を含む市町村道の道路管理

ことが可能となっている。

11）

する地方自治体においては、膨大な市町村道（全国

このように個々の走行データ内で加減速時や変速

で総延長約 106 万 km、道路統計年報／2017）に対

時に検出不能や誤検出した箇所についても、複数車

して、定期調査を実施することは現実的ではない。

両の毎日の配達業務によって蓄積される走行データ

このプロジェクトは、先に述べたように頻繁に生活

を利用することで、欠落箇所を補完することが期待
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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

Fig.9 加古川市市街路における路面凹凸検出例

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

できる。
また、二輪車は、車線内において比較的自由な走

で、本来の配達業務用キャリアケースのスペース確

行軌跡をとることが可能であるため、一部の道路に

保を優先として、キャリアケースの内壁面へ V2X

デッドホールなどが存在した場合、それを回避して

と BLE 受信機を搭載した（Fig.11）
。

走行する場面がある。その場合でも、V2X に搭載

この際、機材全体に専用樹脂カバーを装着し、配

された加速度センサーの計測値によって、回避行動

達対象物が機材とケース壁面の間に挟まってしまう

を特定・抽出することで、デッドホールの存在候補

事態が発生しないよう実用性を確保した。一方で、

地点を抽出することができる。候補地点を基準とし

このように社会実装を前提とした業務遂行優先条件

て、走行映像による路面確認が必要な範囲を絞り込

下においては、必ずしもセンサーを信号検出に最適

むことが可能となり、処理時間の短縮化によって道

な箇所に設置することが実行できない場合があり、

路管理の効率化実現に寄与できる（Fig.10 は、テス

ここでも、後輪軸より後方に V2X の加速度センサー

トコースによる回避行動の波形検出時の映像チェッ

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

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

機能を搭載し、精度を補償できるデータ取得をする

テッド機能を付加し、配達業務で網羅的に生活道路

ためには、車両寸法や動力特性が異なるため車種ご

を走行する際のデータを利用することで、先に述べ

とに、Fig.12 に示すような使用条件における路面走

た路面状況の現地調査が行き届かない生活道路の路

行を実施し、得られた教師データを用いて校正・標

［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

Fig.10 回避行動検出時の映像チェックの画面例
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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

準化することが望ましい。今回のプロジェクト実施

示した持続可能なスマートシティ化を目指してい

において影響した具体例としては、使用したビジネ

る。この第 3 章では、本報告のまとめとして、スマー

スバイクのマニュアル変速に起因する振動の除去処

トシティ構想におけるコネクテッドカー関連事項

理を行う必要があり、変速時の振動特性などを把握

に絞り、今後のステップとその実現に向けた課題

し、データ処理アルゴリズムに反映させた。しかし、

などを述べる。

実際上は多様な一般車両に対して校正実験を実施す

1 ）現状の働くクルマ活用での課題

ることは難しい。現在は、IoT 活用社会への移行が

2‑2 節で紹介したように、プロジェクトの社会実

行われる段階であり、搭載義務化を前提とした車種

験として、加古川市公用車（89 台）ならびに日本

設計がなされ、コネクテッドカーが一般に普及する

郵便車両（174 台）に V2X を搭載し、コネクテッド

時期までは、このプロジェクトで実施したように車

カーとして動的見守りシステムに活用することで、

両仕様をある範囲で限定することが可能な公用車、

固定カメラ（Fig.4）と車両による動的検知地点（Fig.8）

業務使用車を中心としてシステム構成をすることが

において、Fig.2 に示す犯罪発生箇所を広くカバー

実用的である。

している。特に車両の動的システムで、固定カメラ

3.

今後のコネクテッド技術の利用展開について

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。

ここでは、兵庫県加古川市における総務省・加

一方で、システムの可動時間帯として考えた場合、

古川市・日本郵便・ホンダの官民連携の見守りシ

固定カメラの 24 時間稼働に対して、ここで利用し

ステムを題材に、コネクテッド技術の社会普及に

た公用車と日本郵便の稼働時間特性として、小学生

伴う安全・安心の実現への取り組み現状を紹介し

の登下校時間に関してはカバーすることができた

てきた。この加古川市のプロジェクトは、Fig.6 で

が、夜間は業務時間外であり、夜間の防犯や徘徊認

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）
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Table 2 働くクルマの業務別の稼働時間帯
深夜

早朝（通学時間帯）

日中

社会実験

（公用車・日本郵便）

パッカー車・通勤車

公用車・配達業車・民間車

配達業車

パッカー車・通勤車

公用車・配達業車・民間車

配達業車

社会実験
スマートシティ

タクシー

夕方（帰宅時間帯）

夜間

タクシー

知症高齢者などの発見に対しては、さらなる考慮が

3 ） 加古川市教育委員会『登下校時における「交通

必要となる。例えば、Table 2 に示すように、朝方

安全の見守り活動」に関するアンケート調査〜

はゴミ収集のパッカー車や通勤車、昼間から夕方に

調査結果報告書〜』2016 年

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

ikkrwebBrowse/material/ﬁles/group/143/

担うことで、時間帯で動的見守りシステムのカバー

kekka.pdf

率を向上させることができる。その際には、協力車

http://www.city.kakogawa.lg.jp/

4 ）「加古川市 ICT（情報通信技術）を活用した安全・

両に対するインセンティブなどをスマートシティ構

安心のまちづくり推進事業の概要」講演・説明

築の全体で検討していくこととなる。

資料、2017 年

2 ）スマートシティにおける安全・安心向上

5 ） 本田技研工業株式会社「HONDA安全ドキュメ

現在設置を進めている固定見守りカメラには、コ

ンタリー『カメラとクルマが子ども達を通信で見

ネクテッドカーとの通信機能 (V2I) も予約設計され

守る安全・安心な街を。
』
」2018 年

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

feature/2018/21/

れにより、見通しの悪い道路において、接近してく

https://www.honda.co.jp/safety/hearts/

6 ） 加古川市生活安全課「加古川市見守りサービス

るコネクテッドカーに対して、見守りカメラを利用

のご案内」

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

ikkrwebBrowse/material/ﬁles/group/31/

http://www.city.kakogawa.lg.jp/

mimamoritirasi.pdf

構築することができる。

7 ） 加古川市 HP かこナビ

3 ）自動運転用ダイナミックマップ用データ提供

https://www.sonicweb-asp.jp/kakogawa/

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

8 ） 加古川市プレスリリース「加古川市において都

コネクテッド技術を介してつながることで、道路状

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

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

9 ） バンプレコーダー株式会社「スマートフォン内

マップとして活用することで、安心・快適な自動運

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

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

10 ）立矢宏、杉浦祐希、長瀬博毅、伊勢大成、藤田

受賞など高い評価を得られたことは、今後の進化に

千陽、澤藤和則「タイヤ接地路面の摩擦係数測

もプラスとなっている。

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

参考文献

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、

1 ）UBS アセット・マネジメント株式会社「投資

pp.56-59、2014 年

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）

12）Sekine,T. : Utilization of probe powered
two-wheeler vehicles to realize a safe mobile
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高齢者の運転行動と事故・違反の特性に関する実証分析
栗山湧気＊
中村彰宏＊＊

坂口利裕＊＊

交通事故死者数は減少傾向にあるが、近年は減少幅が縮小しており、とりわけ高齢ド
ライバーの事故率は高い。そこで本稿では、高齢ドライバーの運転上の特性を明らかに
するため、全国のドライバー 6,298 名および神奈川県内の交通安全講習受講者等 430 名に
対し、
アンケート調査を実施し、
決定木分析等により分析した。その結果、高齢者について、
衰えを自覚しているドライバーの違反・事故歴が少ない点、適度に運転する者の人身事
故率が少ない点、事故を起こすことを「恥ずかしい」と認識している者が運転を控える
ように行動する点等を明らかにした。

Empirical Analysis on the Characteristics of Traffic Violations
and Accidents Caused by Elderly Drivers
Yuki KURIYAMA＊
Akihiro NAKAMURA＊＊

Toshihiro SAKAGUCHI＊＊

Although the number of deaths due to road accidents are decreasing, the rate of
decrease is diminishing gradually during recent years, and the rate of accidents
among elderly drivers is particularly high. Therefore, in this paper, in order to
make clear the driving characteristics of elderly drivers, a survey was conducted
on 6,298 drivers in Japan and 430 drivers who have participated in a traﬃc safety
lesson in Kanagawa Prefecture, and analyzed using such methods as a decision tree.
As a result, various points were clariﬁed, such as the fact that the number of
driving oﬀenses and accidents among elderlies who realize that their senses are
deteriorating and the rate of accidents resulting in injury or death caused by
elderlies who drive moderately are low, and that elderlies who are embarrassed of
causing an accident avoid driving.

1.

となり、国民の 4 人に 1 人が高齢者である１）。また、

はじめに

2065 年には高齢化率は 38.4％に達し、2.6 人に 1 人が

近年の日本の社会的な課題として、高齢化への対

65 歳以上となると推計されている２）。

応がある。2017 年 10 月 1 日現在、65 歳以上の高齢

このように高齢化が加速する中で、高齢者の交通

者人口は過去最高の 3,515 万人、高齢化率は 27.7％

安全を守ることは、大きな課題となっている。2016
年 中 の 交 通 事 故 に よ る 死 者 数 は 3,904 人 で あ り、

＊

＊＊

横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科（執筆時）
Graduate School of International Management,
Yokohama City University
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Graduate School of International Management,
Yokohama City University
原稿受付日 2018 年 5 月15日
掲載決定日 2018 年11月22日
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1949 年以来、67 年ぶりに 4 千人を下回った３）。その
状況において、65 歳以上の高齢者は 2,138 人であり、
全体の 54.8％（前年比 +0.2％）を占める３）。交通事
故による死者数は、2001 年から 2014 年まで一貫し
て減少してきたが、近年は、その減少幅が縮小傾向
にあり、その一因が高齢者人口の増加にあると考え

（ 68 ）
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られる。人口 10 万人当たりの交通事故死者数とい

要を説明し、同データを用いて、高齢者の運転行動

う形で基準化すると、2016 年中は高齢者以外が 1.9

と違反歴・事故歴の特性を分析する。

人、65 歳以上の高齢者は 6.3 人であり３）、高齢者人

3 ‑ 1 調査概要

口の増加の影響を除いて考慮しても、高齢者への交

本章の分析に使用するデータは、筆者らを中心に
（公財）国際交通安全学会（IATSS）が全国のドラ

通安全対策は重要であるといえる。
また、自動車または原付運転者（第１当事者）の
年齢層別免許保有者 10 万人当たりの死亡事故件数

イバー（18 〜 84 歳の男女）を対象に実施したアン
ケート調査（インターネット調査）である。

では、65 歳以上高齢者で 5.5 件（2016 年中）と、20

この調査は、
「スクリーニング調査」と「本調査」

〜 50歳代と比較して高い３）ことから、高齢ドライ

の 2 段階で実施している。スクリーニング調査は、

バーは、死亡事故のリスクが高いことがわかる。

2014 年 12 月 20 〜 23 日に全 47 都道府県の運転免許

そこで本稿では、事故を起こしやすい高齢ドライ

保有者 50,000 サンプルを対象として実施した（事前

バーの特性を分析することとした。具体的には、全

割り付け無し）
。
「スクリーニング調査」によるスク

国のドライバー 6,298 名および神奈川県内の交通安

リーニング後、
「本調査」として、対象者を各都道

全講習受講者等 430 名に対し、運転行動と事故・違

府県に同数割り付けを行い、2014 年 12 月 25、26 日

反の関係、運転行動と運転意識・歩行意識の関係に

に 6,298 サンプル〔各都道府県 134 サンプル（運転

関するアンケート調査を実施し、決定木分析等によ

頻度週１回以上 103 サンプル＋週１回未満 31 サンプ

り分析した。分析の結果、衰えを自覚している高齢

ル）×47 都道府県〕を回収した。
「スクリーニング

ドライバーの違反・事故歴が少ない点、適度に運転

調査」は全 10 問、
「本調査」は全 50 問で構成した。
「ス

する高齢者の人身事故率が少ない点、事故を起こす

クリーニング調査」では、主に回答者の属性に関す

ことを「恥ずかしい」と認識している高齢者が運転

る質問として、免許保有状況、運転頻度、違反歴を

を控えるように行動する点等を明らかにした。

問う設問に対する可否について問う形とした。
「本

2.

調査」では、交通違反や交通事故に関する質問やカ

先行研究

ラー舗装、通学路、歩道橋等のよりよい交通環境を

これまで交通安全に関する研究は多く報告されて

創造する目的の質問を行った。

いるが、高齢者に研究対象を絞り、違反や事故を起

「本 調 査」の 性 別 分 布 は、男 性 50.3 ％、女 性

こしやすい高齢ドライバーの特性に関する報告は少

49.7％とほぼ半々となった。また、年齢分布は、お

ない。高齢ドライバーに関する先行研究をデータ
ソース別に整理すると、次のとおりとなる。

おむね各年代から一定数のデータが得られた。なお、
「スクリーニング調査」と同様に、
「本調査」でも性別、

現在、日本で交通違反や交通事故に関するデータ
ベースを保有し、調査・研究する組織として（公財）

年齢の分布について、事前の割り付けは実施してい
ない。
3 ‑ 2 仮説設定

交通事故総合分析センター（ITARDA）がある。
そ の デ ー タ ベ ー ス を 活 用 し た 研 究 に は、Nishida

本節では、違反や事故を起こしやすい高齢ドライ

（2015）４）、西田（2010）５）、鈴木（2011）６）がある。

バーの特性を把握するため、3 つの仮説を設定した。

次に、高齢ドライバーの教育効果に関して、実験

まず、仮説①は「運転技術や運転時の肉体的能力が

によるデータから実証分析した研究には、蓮花他

衰えていると自覚している者ほど、違反歴や事故歴

（2007）７）がある。

が多い」である。これは高齢者に限らず、さまざま

最後に、高齢ドライバーの意識や行動に関して、

な年齢層について、運転技術や肉体的能力が衰えて

アンケート調査のデータから実証分析した研究とし

いると自覚しているドライバーほど、違反や事故を

て、佐藤・島内（2011）８）、菅野（2011）９）、元田

起こしやすいという予想から立てた仮説である。

他（2009） 、元田他（2016）
10）

3.

がある。

次に、仮説②は「運転技術や肉体的能力の衰退

11）

は 65 歳より前から始まっている」である。一般的

運転行動と違反歴・事故歴の分析

に高齢者は 65 歳以上と定義されるが、運転技術や

本章ではまず、ドライバーに対する交通違反歴、

肉体的能力は 65 歳を迎えて急に衰えるわけではな

交通事故歴、交通状況の認知度等に関する全国を対

く、徐々に衰えることが予想される。そのため、

象としたインターネットによるアンケート調査の概

どの程度の年齢から運転技術や肉体的能力が衰え
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分析の結果、
「やや衰えている」
「衰えている」
「か

ていると感じているのかを把握するために立てた

なり衰えている」と答えた者の方が、違反や事故

仮説である。
最後に、仮説③は「たまに遠方へ外出し、知らな

を起こしている割合が低い。フィッシャーの正確

い道路を運転する高齢者は、大きな事故を起こしや

確率検定（片側検定）の結果、Table 2 の運転技術

すい」である。これは、普段近所の馴染みのある道

の衰えに関しては、有意差がみられなかったが、

路を運転している高齢ドライバーは、たまに遠方へ

他は 10％水準で有意差が確認された。すなわち、

行き、知らない道路を運転すると、自分の運転技術

仮説①では、衰えていると自覚している者ほど違

や肉体の衰えに気づいておらず、知らない道に対応

反歴や事故歴が多いとしたが、実際には「高く（強

できず、大きな事故を起こしやすいのではないかと

く）なっている」
「変わらない」と答えた者の方が、

いう想定から立てた仮説である。

違反や事故を起こしている割合が高い傾向が明ら

3 ‑ 3 仮説検証

かとなった。

最初に、仮説①を検証するため、
「本調査」で設

次に、仮説②を検証するため、先の検証で用いた

定した「10 年前と比較して運転技術や肉体的能力

「運転技術や肉体的な能力の衰え」に関する質問を

が衰えていると感じるかどうか」という質問を利用

利用し、年齢層ごとの運転技術や肉体的能力を示し

し、それと過去 5 年間の違反歴・事故歴について、

た Two-way contingency table を 作 成 し た（Table

Two-way contingency table による分析を実施した

3、Table 4 参照）
。なお、ここでも免許を取得して

（Table 1、Table 2 参照）
。ここで、免許を取得して

10 年を経過していない者については、分析対象か

10 年を経過していない者については、分析対象か

ら外している。
分析の結果、運転技術の変化については、
「50 〜

ら外すこととした。
Table 1 運転時の衰えと違反歴の関係

バイク
（原付を含む） 自動車
（特殊車両な 過 去 5 年 間に違 反
総数
（N） で捕まったことがある どを含む）
で捕まった で捕まったことはない
（％）
（％）
ことがある
（％）
全体

5,608

3.6

23.4

73.9

あなたは、自動 車やバイク 10年前より、運転技術は高く
（原付を含む）
を運転している なっている／変わっていない
際、10年前と比べて、運転技 やや衰えている／衰えている
術の衰えを感じますか？
／かなり衰えている

3,559

3.8

24.8

72.4

2,049

3.1

21.0

76.6

10年前より、肉体的能力は強
くなっている／変わっていない

2,550

4.0

24.4

72.9

やや衰えている／衰えている
／かなり衰えている

3,058

3.2

22.7

74.8

あなたは、自動 車やバイク
（原付を含む）
を運転している
際、10年前と比べて、肉体的
な衰えを感じますか？

注）
「バイク（原付を含む）で捕まったことがある」および「自動車（特殊車両などを含む）で捕まったことがある」は、
複数回答可であるため、各行の構成率（％）の合計は必ずしも 100％とはならない。

Table 2 運転時の衰えと事故歴の関係
総数
（N）

物損のみ
（1回以上）
（％）

人身事故
（物損含む）
（1回以上）
（％）

事故を起こした
ことはない
（%）

3,238

27.5

6.6

66.5

あなたは、自動 車やバイク
（原付を含む）
を運転している
際、10年前と比べて、運転技
術の衰えを感じますか？

10年前より、運転技術は高く
なっている／変わっていない

2,012

28.1

6.9

65.5

やや衰えている／衰えている
／かなり衰えている

1,226

26.6

6.3

68.1

あなたは、自動 車やバイク
（原付を含む）
を運転している
際、10年前と比べて、肉体的
な衰えを感じますか？

10年前より、肉体的能力は強
くなっている／変わっていない

1,361

29.3

7.3

63.9

やや衰えている／衰えている
／かなり衰えている

1,877

26.3

6.1

68.4

全体

注）
「物損のみ（１回以上）
」および「人身事故（物損含む）
（１回以上）」は複数回答可であるため、各行の構成率（％）
の合計は、必ずしも 100％とはならない。
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Table 3 年齢層ごとの運転技術の衰え

Table 4 年齢層ごとの肉体的能力の衰え

10年前より、 変わって やや衰 衰えて かなり衰
総数 運転技術は
いない えている いる えている
（N） 高くなってい
る（％） （％） （％） （％） （％）

全体
25〜29歳
30〜34歳
35〜39歳
40〜44歳
50〜54歳
55〜59歳
60〜64歳
65〜69歳
70〜74歳
75〜79歳
80〜84歳

16.3
30.4
31.1
26.5
17.9
11.6
8.4
7.0
5.1
3.9
3.0
7.0
10.0

47.1
53.6
51.5
46.1
51.2
48.7
46.4
47.0
40.5
36.2
33.6
11.6
20.0

23.6
7.8
8.5
14.6
20.5
26.0
31.7
30.2
37.9
39.3
47.8
51.2
40.0

6.9
4.2
2.8
4.3
4.9
7.5
8.4
9.1
10.8
14.8
10.4
20.9
10.0

6.1
3.9
6.0
8.5
5.4
6.2
5.0
6.7
5.7
5.8
5.2
9.3
20.0

全体
25〜29歳
30〜34歳
35〜39歳
40〜44歳
年齢区分

年齢区分

45〜49歳

5,608
358
633
796
925
839
722
540
351
257
134
43
10

10年前より、 変わって やや衰 衰えて かなり衰
総数 肉体的能力
いない えている いる えている
（N） は強くなって
いる（％） （％） （％） （％） （％）

45〜49歳
50〜54歳
55〜59歳
60〜64歳
65〜69歳
70〜74歳
75〜79歳
80〜84歳

5,608
358
633
796
925
839
722
540
351
257
134
43
10

3.0
7.5
5.5
4.5
2.4
2.4
1.9
1.3
1.7
0.4
1.5
0.0
0.0

42.4
61.2
54.5
48.2
45.3
41.1
36.3
33.9
30.2
27.2
29.9
11.6
20.0

39.6
24.6
31.1
33.0
40.4
40.4
43.9
44.4
48.4
53.3
49.3
53.5
40.0

11.9
5.6
5.7
10.2
9.4
12.4
14.8
16.7
16.5
16.7
16.4
30.2
40.0

3.1
1.1
3.2
4.0
2.5
3.7
3.0
3.7
3.1
2.3
3.0
4.7
0.0

54 歳」と「55 〜 59歳」の「やや衰えている」が平

合は減少している。60 歳以上の「年 1 回以上月 1 回

均より 5 ポイント以上高く、
「60 〜 64 歳」〜「75 〜

以下」と「月 2 回以上週 1 回以下」の割合に関して、

79 歳」は、10 ポイント以上高くなっている。また、

フィッシャーの正確確率検定（片側検定）を実施し

肉体的能力の変化については、
「60 〜 64 歳」〜「75

たところ、10％水準で有意であった（Pr=.073）
。従っ

〜 79歳」の「やや衰えている」が、平均より 5 ポイ

て、60 歳以上において適度に（月 2 回以上）知らな

ント、または 10 ポイント以上高くなっている。従っ

い道を運転することと人身事故歴有りの割合が低い

て、運転技術や運転時の肉体的能力の衰えは、一律

こととの間には、相関があることが明らかとなった。

に 65 歳から始まるわけではなく、50 〜 60 歳程度か

さらに、人身事故歴（過去 5 年間）の有無を目的

ら始まることが明らかとなった。

変数、普段通行しない道路の運転頻度と年齢（60

最後に、仮説③を検証するため、
「普段通行しな

歳以上と 60 歳未満）を説明変数として、数量化Ⅱ

い道路の運転頻度」を調査した。検証の結果、
「年

類による分析を実施した。Fig.2 に、カテゴリース

1 回未満」が 21.8％で最多であり、
「年 5 回以下（年

コアの値を示した。

1 回以上）
」
「年 6 〜 11 回程度」
「月 1 回程度」の合計
が 36.5％、
「月 2、3 回程度」
「週 1 回程度」の合計が

分析の結果、普段通行しない道路の運転頻度は、
「年 1 回未満」で最も小さく、
「週 2 日以上」が最も

25.8％、
「週 2、3 回程度」
「週 4、5 回程度」
「ほぼ毎日」

高い値となった。また、
「週 2 日以上」のみがプラス、

の合計が 15.9％となった。

それより頻度が少ないと、マイナスの値となった。

本稿では、この 4 スケールの運転頻度ごとの人身

さらに、
「年 1 回以上月 1 回以下」よりも、
「月 2 回

事故歴有り（過去 5 年間）の割合を確認することと
した。
普段からよく運転する者とほとんど運転しない者
では、運転技能に差があり、人身事故歴にバイアス
があると考えられるため、分析対象を普段週 1 回以
上運転する者に限定した。また、サンプル数を確保
する観点から、高齢者を 60 歳以上として分析した。
Fig.1 に、普段通行しない道の運転頻度ごとの人
身事故歴有り（過去 5 年間）の割合について、60 歳
未満（N=4,178）
、60歳以上（N=663）
、全体（N=4,841）
を分けて示した。
Fig.1 から、60 歳以上では「年 1 回以上月 1 回以下」
の割合が最も高く、それより頻度が増加すると、割
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男性 68.4％、女性 28.8％、不明 2.8％となった。性別
が男性に偏っているのは、高齢者以外を運転適性検
査で調査したことが影響している。従って、高齢者
（65 〜 93 歳）の性別分布は男性 66.6％、女性 32.8％、
不明 0.7％であるが、高齢者以外（21 〜 64 歳）は男
性 81.1％、女性 18.9％となった。男女分布が男性に
偏っている点は、母集団の推定に影響する可能性が
あるが、継続調査によりサンプル数を増やしていく
等、カテゴリ分けした際に分析に耐えうる女性サン
プルを確保することは、本研究の今後の課題である。

Fig.2 数量化Ⅱ類のカテゴリースコア

4 ‑ 2 仮説設定
以上週 1 回以下」の方が小さい値となった。なお、

本章の分析では、高齢ドライバーの返納が進ま

年齢では「60 歳未満」がプラス、
「60 歳以上」がマ

ないといわれる現状において、少しでも高齢者の

イナスの値となったが、普段通行しない道の運転頻

運転機会を減少させるため、新たに 2 つの仮説を設

度の値と比較すると、小さくなっている。数量化Ⅱ

定した。

類の分析結果から、適度に知らない道を運転するこ

まず、仮説④として「事故を起こすことを恥だと

とと人身事故歴有りの割合が低いこととの間には、

思っている者は運転を控えるように行動している」

相関があることがより明確となった。

を設定した。これは、事故を起こすことを恥だと思っ

4.

ている者は、年齢を重ねると運転頻度を減らしてい

運転行動と運転意識・歩行意識の分析

るという予想から立てた仮説である。

前章までに、高齢者とその他の年代を比較する観

次に、仮説⑤は「衰えを自覚している者は運転を

点から、違反・事故歴と回答者属性の関係を分析し

控えるようになる」である。前章の仮説①の検証か

てきた。本章では、運転行動と運転意識・歩行意識

ら、衰えを自覚している者は、過去 5 年間に違反や

に関する仮説を設定し、前章で利用したアンケート

事故をしている割合が低いことが明らかとなった。

調査とは別のアンケート調査データから、仮説検証

そこで、衰えを自覚している者は免許を返納しなく

を実施する。

ても、そもそも運転頻度を減らしており、違反歴や

4 ‑ 1 調査概要

事故歴が低いのではないかと予想した。これが明ら

本章の分析に使用するデータは、筆者らを中心に

かになると、衰えを自覚させる政策の有効性を示す

（公財）国際交通安全学会（IATSS）が神奈川県警

ことができる。

察本部と共同調査したアンケート調査結果である。

4 ‑ 3 仮説検証

当該調査の目的は、高齢ドライバーが少しでも運転

最初に、仮説④を検証するため、高齢者の事故を

して外出する機会を減らすための方策を考えること
である。

起こすことに対する考えを調査した。具体的には、
「交通事故を起こすことは、恥ずかしいことだと思

本調査の調査期間は 2016 年 10 月 21 日〜 11 月 5 日

う」
「交通事故を起こすと、社会に迷惑がかかると

で、高齢者のサンプルを確保するため、警察官が各

思う」
「交通事故を起こすと、家族や親戚に迷惑が

地に訪問して実施する交通安全講習等の会場で調査

かかると思う」
「年齢を重ねて、運転して外出する

を実施した。その他、高齢者以外のサンプルは、運

機会が減った（減らしている）
」という質問を行い、

転適性検査の受検者や神奈川県内の行政職員に対し

それに対して「はい」
「どちらかと言えば『はい』
」
「ど

て、同内容の調査をすることでカバーした。調査票

ちらかと言えば『いいえ』
」
「いいえ」の４スケール

はＡ4 判（表裏）1 枚で作成し、選択肢の番号に丸

で回答を得た。

を付けたり、数字を記入させる等、簡易な回答方式

これらの関係を分析するため、先の４スケールの

にした。質問は全 34 問で構成した。回答者の属性

回答を前述の順に 1、2、3、4 とし、スピアマンの

に関する質問、日頃の運転行動や歩行行動に関する

順位相関係数を高齢者と高齢者以外に分けて求め

質問、運転意識や歩行意識に関する質問を聴取した。

た。高齢者の相関行列（Table 5 参照）
、高齢者以外

同調査では、430 サンプルを回収し、性別分布は

の相関行列（Table 6 参照）をそれぞれ示した。なお、
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* は 5％水準で統計的に有意な相関、** は 1％水準で

Trees）による分類を実施した（Fig.3 参照）
。ここで、

統計的に有意な相関があることを示している。

樹木の複雑さを示す CP は 0.01 とした。

分析の結果、高齢者、高齢者以外のどちらも、
「恥

決定木分析では、目的変数と複数の説明変数があ

ずかしい」
「社会に迷惑」
「家族・親戚に迷惑」とい

る場合、ルートノード（root node）を最も上手く

う 3 つの考えは、互いに相関があるが、
「運転によ

説明する分割基準を生成することができるため、本

る外出頻度」と前述の 3 つの考えとの相関関係にお

稿では、前述の説明変数で目的変数を最も上手く説

いては、高齢者の「恥ずかしい」の相関係数が .194*

明する樹木を生成することにより、仮説⑤の検証を

（Pr=.014）で最も高い正の相関が示された。相関の

試みた。

有無から「認識→運転行動」という因果関係が示さ

分析の結果、70 歳以上の約 7 割が「運転による外

れるわけではないが、事故を起こすことを「恥ずか

出頻度」が減った（減らしている）と回答したのに

しい」と認識する高齢者ほど、運転を控えていると

対し、70 歳未満かつ「歩行中の衰えの自覚」があ

いう関係が推察される。

る者のうち、約 6 割が「運転による外出頻度」が減っ

次に、仮説⑤を検証するため、
「若いときと比べ、

た（減らしている）という結果となった。70 歳未

長い横断歩道を渡りきれるか不安なときがある」と

満かつ「歩行中の衰えの自覚」がない者の約 3 割が

いう歩行中の衰えの自覚に関する質問をして、先と

「運転による外出頻度」が減った（減らしている）

同様の 4 スケールで回答を得た。この回答と仮説④

と回答したという結果と比較すると、特に 70 歳未

で用いた「年齢を重ねて、運転して外出する機会が

満においては、衰えを自覚している者が運転を控え

減った（減らしている）
」という運転による外出頻

る傾向にあることが明らかとなった。

度の関係を確認し、仮説を検証した。

5.

初めに、この 2 つの回答に関して、スピアマンの
順 位 相 関 係 数 を 求 め た と こ ろ、高 齢 者 が .314

総括

本稿では、事故や違反を起こしやすい高齢者の特

（Pr=.000）
、高齢者以外が .250（Pr=.009）であった。

性や高齢者の日常の運転行動や運転意識について調

高齢者も高齢者以外も正の相関がみられる。また、

査、分析した。分析の結果、運転技術や運転時の肉

高齢者の方がより同相関が高い。この相関の違いか

体的能力の衰えを自覚している者の方が、違反歴・

ら、運転による外出頻度には「年齢」が一定の影響

事故歴が少ないこと、高齢者の運転時の衰えの自覚

を与えていることが推察される。

は、50 〜 60 歳程度から始まっていること、高齢者

そこで、歩行中の衰えの自覚に関する回答と運転に

（60 歳以上）は、適度に運転することで人身事故歴

よる外出頻度の回答を、それぞれ「はい」
「いいえ」の

有り（過去 5 年間）の割合が低くなる傾向があるこ

2つにマージした。そして、
「運転による外出頻度」を

と、事故を起こすことを「恥ずかしい」と認識して

目的変数、
「年齢」と「歩行中の衰えの自覚」を説明変

いる高齢者（60 歳以上）は、運転を控えるように

数とし、決定木分析（Classiﬁcation and Regression

行動していること、70 歳以上の約 7 割は、運転によ

Table 5 高齢者の事故を起こすことに対する考えと
運転による外出頻度の相関行列
恥ずかしい
恥ずかしい
社会に迷惑
家族・親戚に迷惑
運転での外出頻度

Table 6

1
.512**
.208**
.194*

社会に迷惑

1
.493**
.132

家族・親戚に迷惑

1
.020

高齢者以外の事故を起こすことに対する考えと
運転による外出頻度の相関行列
恥ずかしい

恥ずかしい
社会に迷惑
家族・親戚に迷惑
運転での外出頻度

IATSS Review

1
.469**
.312**
.000

Vol. 43, No. 3

社会に迷惑

1
.566**
-.118

家族・親戚に迷惑

1
-.174

Fig.3 「運転による外出頻度」と「年齢」
「歩行中の衰えの自覚」
の関係
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栗山湧気、中村彰宏、坂口利裕

る外出頻度が減った（減らしている）こと、70 歳
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日本におけるあおり運転の事例調査
−先行研究のレビュー結果を踏まえて−

矢武陽子＊
2017 年６月に神奈川県内東名高速道路上で発生したあおり運転等に起因する死亡事故
が発端となって、あおり運転の危険性が日本で注目されている。しかしながら、同運転
行為は今に始まったことではなく、古くからイギリス等で研究されてきた。そこで、こ
の調査では、先行研究をレビューし、そこで明らかになった特徴が日本の事例で当ては
まるかを検証し、日本におけるあおり運転の特徴を明らかにすることとする。過去の研
究では、年齢が若い、男性、社会的階級、場所および時間、きっかけ（トリガー）が攻
撃的運転の要因になっていると提唱している。本稿での事例調査は、自動車運転死傷処
罰法に基づく危険運転致死傷罪（妨害目的）が適用された事件を対象とした。その結果、
年齢、性別、社会的階級、きっかけ（トリガー）および運転態様については、先行研究
と似たような特徴が見られたが、時間では見られなかった。

Aggressive Driving:
A Case Study in Japan with Literature Review
Yoko YATAKE＊
The dangers of aggressive driving are attracting increased public attention in Japan. In
June 2017, a fatal collision stemming from road rage on the Tomei Expressway in
Kanagawa Prefecture sparked a national debate over aggressive driving. However,
aggressive driving is not a new phenomenon. Considerable research on aggressive driving
has been done in the United Kingdom and other countries. Therefore, in this research I
review the literature on aggressive driving, examine whether the features elucidated by
past research apply to cases in Japan, and clarify the features of aggressive driving in
Japan. Previous research suggests youth, being male, social class, place and time, and
certain triggers are factors inﬂuencing displays of aggressive driving. In this case study,
data was collected from accidents involving the crime of dangerous driving causing death
or injury under the Act on Punishments of Acts Inﬂicting Death or Injury on Others by
Driving a Motor Vehicle, etc. The results indicate that features similar to those in
previous research can be seen in Japanese cases in terms of age, sex, social class, and
triggers, but not in terms of time.

1.

し、追越車線上に停車させ、父親に暴行を加えたと

はじめに

ころ、後方からトラックが追突し、父親と母親が死

2017 年 6 月 5 日、神奈川県内の東名高速道路にお

亡する事故が発生した。これを機に、いわゆる「あ

いて、普通乗用車を運転する男性が、4 人家族を乗

おり運転」に関する事案が大きく報道され、同種の

せたワゴン車の進行を執拗に妨害する運転を繰り返

悪質・危険な運転に対する厳正な対処を望む声が高

＊

警察庁交通局交通指導課
Traﬃc Enforcement Division, Traﬃc Bureau, National
Police Agency
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まっている。

直前に進入し、かつ、重大な交通の危険を生じさ

しかし、あおり運転は今に始まったことではない。

せる速度で自動車を運転する行為」であり、これ

2016 年 6 月に日本自動車連盟（JAF）が実施した「交

らが適用された事件が、あおり運転による交通事

通マナー」に関するアンケート調査結果１）によると、

故として報道されている。

「普段運転中に、後方から他のドライバーに煽られ

同様に、攻撃的運転も決定的な定義がされてい

ることがある」と答えたドライバーが半数を超えて

「不寛容、苛立ち、
ないが、Tasca（2000）３）によれば、

いた。さらに古くは、イギリスの学者 Parry が「道

敵意、及び / 又は、時間を節約しようとする試みに

路上の攻撃 Aggression On The Road（1968）２） 」

よって動機づけられ、意図的に、事故の危険性を

の中で、攻撃的運転（Aggressive Driving）という

高めるような、運転行為」と定義している。Tasca

現象を研究テーマとして取り上げたのが最初だとさ

は同時に、運転態様を列挙することで定義するこ

れている３）。その後、アメリカやカナダ等でも研究

とを試み、車間距離を詰める、直前に割り込む、

が進められ、最近では、イギリス、フィンランド、

他車両の追い抜きを阻止する、などをリスト化し

オランダの 3 カ国における攻撃的運転を比較する研

ているが、全ての運転行為を挙げられていないこ

究 ４）が行われるなど、古くから現在に至るまで、

とを認めている。

世界中で同種の運転に関する研究が行われてきたよ

このように、あおり運転および攻撃的運転は、そ

うだが、日本における事例調査はあまり行われてい

の意図や態様がさまざまであり、定義づけにいまだ

ないようである。

苦慮しているのが現状であるが、本調査では、攻撃

そこで、事例調査によって日本におけるあおり運
転の実態を明らかにすることは、その対策を検討す

的運転を、日本でのあおり運転と同義であるとみな
して議論する。
2‑ 2

る上で極めて重要な作業であり、また、国民に対し
てあおり運転の危険性を広く周知する機会になるこ

攻撃的運転の特徴

次に、攻撃的運転を研究した過去の実験結果やア

とや、あおり運転の研究をさらに促進することにな

ンケート調査から、その傾向をレビューする。

ると考える。

1 ）年齢、性別、社会的階級

本調査では、国内外のあおり運転に関する先行研

初期の研究から最近の研究まで、運転者の年齢と

究をレビューするとともに、それらの研究結果等で

性別は注目されている。前述の Parry の研究でも、

明らかにされた特徴（年齢、性別、社会的階級、時間、

特徴として、年齢が若いこと、男性であることが傾

場所、きっかけ）が日本のあおり運転にも当てはま

向として挙げられていた。日本においては、内山

るかについて、実例を用いて分析し、比較すること

「ウィンカー
（2014）５）が年齢について研究している。
を出さずに割り込む車」あるいは「マナーが悪い車」

により、その特徴を明らかにするものである。
なお、文中における意見に関する部分は、筆者の

2.

に対して感じる怒りを、
「全く感じない（1 点）
」か
ら「強く感じる（5 点）
」で評定するアンケートを

私見であることをあらかじめ申し添える。

実施したところ、20 歳代が 4.6 点と最も高い点数を

先行研究レビュー

つけたが、年齢とともに低くなる傾向があり、60

2 ‑ 1 定義

歳代で再び上昇する結果となった。

まず、あおり運転および攻撃的運転の定義につ

ま た、Deaux（1971）６）は、性 別 の 差 異 を 実 験

いて触れる。あおり運転は、辞書（大辞林）によると、

で示した。車両を青信号の交差点でわざと停止させ、

「前方の自動車に激しく接近し、もっと早く走るよ

後方車両がクラクションを鳴らすかを試す実験にお

う挑発する運転のこと」とされているが、最近の

いて、前方の車両の運転者が男性の場合、52％の後

一般感覚では、無理な追い越しや幅寄せをしたり、

方車両がクラクションを鳴らしたのに対し、前方の

パッシングやクラクションを鳴らしたりするなど

車両の運転者が女性の場合は、71％の後方車両の運

を含めた広い概念として捉えられている。法律上、

転者がクラクションを鳴らした結果となり、女性が

「あおり運転」を定義したものはないが、それに近
いものは、自動車の運転により人を死傷させる行

運転する車ほど、クラクションを鳴らされやすいこ
とを明らかにした。

為等の処罰に関する法律第 2 条第 4 号にいう「人又

同様の実験で、Doob and Gross（1968）７）は、前

は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の

方の車両が高級車か大衆車かで、後方車両のクラク
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ションの鳴らし方の違いを試したところ、高級車に

あおり運転の代表的運転態様である車間距離不保

対しては後方車両の 50％がクラクションを鳴らし

持は当然、リストに入っており、その他、追い越し

たのに対し、大衆車に対しては、後方車両の 84％

方法や蛇行運転が入っているが、例えば、わざとゆっ

がクラクションを鳴らした結果となり、社会的階級

くり走ったり、急ブレーキをかけて後方車両を妨害

が低いとみられる車両の方がクラクションを鳴らさ

したりすることがリストに入っていない点や、一時

れやすいことを明らかにした。

不停止および赤信号無視がリストに入っている点

2 ）時間と場所

は、日本のあおり運転における運転態様の例と多少

Galovski and Blanchard（2004）８）は、ス ト レ ス

異なる部分がある。

と周囲の環境を、攻撃的運転を引き起こす要因とし

3.

て挙げている。例えば、ラッシュアワーの時間帯や
騒音、気温、湿気などが影響していると論じた。また、

調査手法

本調査では、日本におけるあおり運転が、先行研

ドイツのハンブルグにおいて、攻撃的運転に関係す

究で明らかになった攻撃的運転の特徴に当てはまる

る交通事故の患者に対して調査を行った研究９）で

かを検証することで、その特徴を明確にする。

は、多くが午後および夜に発生しているが、曜日お

日本のあおり運転事例の抽出は、発生日時・場所、

よび年には大きな違いがないことを発見した。また、

運転態様や発生理由等が客観的かつ詳細に記録され

ほぼ全てのケースが道路上で起きており、その他に

ていることが望ましいため、自動車の運転により人

は、ガソリンスタンドや駐車場で起きている場合が

を死傷させる行為等の処罰に関する法律（平成 25

あった。

年法律第 86 号）第 2 条（危険運転致死傷罪）第 4 号

3 ）きっかけ（トリガー）

に定める「人又は車の通行を妨害する目的で、走行

攻撃的運転は、攻撃する相手が存在し、運転者本

中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は

人の性格や道路環境以外に、相手の運転者の運転行

車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じ

動がきっかけ（トリガー）として始まることが多い。

させる速度で自動車を運転する行為」
（以下「妨害

実際、前述のドイツにおける研究では、調査対象の

目的運転」という。
）を適用して送致された交通事

6 割以上が相手の運転行動がきっかけであったこと

故 38 件（2016 年および 2017 年）について、各都道

を明言している。具体的には、道路の誤った使用（例

府県警察に対し、調査を依頼した。調査項目は、発

えば、自転車が自転車道を通らない、自動車が歩道

生日時、発生場所、加害者および妨害行為の相手方

を塞いで駐車するなど）が最も多く、他に、後方車

となった運転者（被害者）の年齢、性別、車種、妨

両の進行を阻害したり、割り込まれたりしたことが

害目的運転が始まったきっかけ（トリガー）等とし、

きっかけとなっている。

回答を得た。得られたデータは、Excel2016 で整理し、

4 ）運転態様

総数を分析することで、匿名性を確保している。

2−1 節で述べた通り、攻撃的運転の態様はさま

4.

ざまであるが、Tasca は、以下の態様に限定はして

調査結果

いないが、運転態様をリスト化した。

4 ‑ 1 年齢、性別、社会的階級

・車間距離を詰める

加害者と被害者の年齢をFig.1に示す。加害者の年

・蛇行運転

齢は19歳から81歳に及び、30代が最も多い。被害

・不適切な追い越し（例：前方車両の直前に割り込む）

者の年齢は17歳から72歳に及び、40代が最も多い。

・路肩から追い越す

性別については、加害者は、38 件全ての事例に

・不適切な進路変更（合図不履行）

おいて男性である。被害者は、31 件（82％）が男性、

・他車両の優先通行権を守らない

7 件（18％）が女性であった。

・他車両の追い越しを妨害する

社会的階級については、交通手段（車両の大きさ

・合流や進路変更する他の車両に協力しない

を含む）および車両の価格帯を調査した。その結果

・非常識な速度で運転し、頻繁に車間距離を詰めた

は Table 1 に示す通り、加害者の 92％が四輪車両で

り急な進路変更をしたりする

あった。一方、被害者の車両は四輪が 53％、二輪

・一時停止を無視する

が 37％であった。加害者と被害者の交通手段の組

・赤信号を無視する

み合わせをみると（Table 2）
、半数の事例が四輪同

IATSS Review

Vol. 43, No. 3

（ 77 ）

Feb., 2019

200

矢武陽子

14

トラック
11%
（4）
四輪
四輪
（200万円未満）
（500万円以上）
20%
（7）
40%
（14）

12
10

件数

8
6
4

四輪
（200〜499万円）
29%
（10）

2
0

10代

20代

30代

40代

加害者

50代

60代

70代以上

被害者

Fig.2 四輪
（加害車両）
の価格帯

Fig.1 加害者および被害者の年齢

四輪
トラック （500万円以上）
15% 10%
（3）（2）

士の事故であり、次に加害者が四輪と被害者が二輪
の組み合わせの事故が多かった。また、四輪の価格
帯を調査したところ（Fig.2、Fig.3）
、加害車両につ

四輪
四輪
（200〜499万円）
（200万円未満）
40%
（8）
35%
（7）

いては、4 割が 500 万円以上の車種であり、約 3 割
が 200 〜 499 万円、2 割が 200 万円未満の車種であっ
た。被害車両は、１割が 500 万円以上、4 割が 200
〜499 万円、35% が 200 万円未満の車種であった。
4 ‑ 2 時間と場所
事故発生時間帯は、前述のドイツのハンブルグに

Fig.3 四輪
（被害車両）
の価格帯

おける調査と同様に、1 日を 3 時間ごとに分割して

3am〜6am
0%

件数を調べたところ、午前 3 時から午前 6 時を除き、
ほぼ均等に発生している（Fig.4）
。同様に、何月、

9pm〜0
13%
6pm〜
9pm
16%

何曜日であるかについても、大きな差異は見られな
かった。

6am〜
9am
16%
3pm〜
9am〜
6pm
12am
16% 12am 13%
〜3pm
10%

事故発生場所については、道路の種類および車線
数を調査したところ、13％が高速道路、87％が一般

Table 1 加害者と被害者の交通手段

四輪
二輪
軽車両
歩行

加害者
件数
割合
92%
35
8%
3
0%
0
0%
0

被害者
件数
割合
53%
20
37%
14
8%
3
3%
1

国際交通安全学会誌

件数
19
12
3
1
1
2
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Fig.4 事故発生時間帯

道で発生していた。また、車線数では、58% が複数
車線の道路で発生しており、そのほとんどが第 2 走
行車線以上の追越車線上で発生している（Fig.5）
。

Table 2 交通手段の組み合わせ

組み合わせ
四輪-四輪
四輪-二輪
四輪-軽車両
四輪-歩行
二輪-四輪
二輪-二輪

0〜3am
16%

4 ‑ 3 きっかけ（トリガー）
割合
50%
32%
8%
3%
3%
5%

妨害目的運転が始まるきっかけを調査したとこ
ろ、相手の運転行動をきっかけとしたものが多くを
占めた。進路を譲らない、急ブレーキをかけられる
など、前方の車両の運転行動をきっかけとしたもの
を「進行の邪魔をされた」と分類し、約 3 割を占めた。
また、後方から割り込まれたり、追い抜かれたりし
（ 78 ）
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反（左側追い越し）
」
、
「車間距離保持義務違反」が
その他
（対向車線、
交差点等）
26%

多い。
第二
16

複数車線
58%

5.

分析と議論

次に、4 章の調査結果と 3 章のレビューを比較分
析しながら、日本のあおり運転の特徴を議論する。

第一
3
第三
第四 2
1

片側一車線
道路または
非分離道路
16%

5 ‑ 1 年齢、性別、社会的階級
まず、年齢については、年齢が若いことが過去の
研究で述べられているが、日本の場合、30 歳代が

Fig.5 事故発生道路

最も多く、50 歳代も 20 歳代と同じ件数発生してい

左：車線数、右：走行車線（件数）

る。これを、年齢別運転免許保有者数に対する割合
で調べてみると（Fig.6）
、右肩下がりのグラフとな

た後方車両の運転行動をきっかけとした場合が

り、年齢が若いほどあおり運転を行いやすいことが

16％を占めた。その他、クラクションを鳴らされた

明らかとなった。被害者の年齢をみると、絶対数で

場合や口論等もきっかけとなる場合があった

は、年齢が上がるにつれ、件数が増え、40 歳代が

（Table 3）
。

最も多く、その後は件数が減るが、同様に、運転免

4 ‑ 4 運転態様

許保有者数に占める被害者の割合を調べてみると、

調査対象の事案概要から、成立し得る道路交通法

年齢が若い傾向がある。あおり運転は、相手の運転

違反を抽出したところ（Table 4）
、不適切な追い越

行動がきっかけとなる場合が多く、中には、双方に

しや進路変更にあたる「進路変更禁止違反」が最も

あおり運転を主張する場合があり、血気盛んな若者

多く、約半数の事故で行われている。続いて、
「急

が起こしやすい、とも考えられる。

ブレーキ禁止違反」
、
「速度超過」
、
「追い越し方法違

性別については、全ての事例の加害者が男性であ
ることから、日本の場合においても、男性であるこ
とが特徴といえる。一方、被害者についても 8 割以

Table 3 妨害目的運転のきっかけ
（トリガー）

争いのきっかけ
進行の邪魔をされた

（進路を譲らない、前車が急ブレーキをかけた、等）

割り込まれた、抜かされた
クラクションを鳴らされた
車間距離をつめられた
口論
その他

（不快なジェスチャー、前車が信号を無視した、等）

不明、特に理由はない

上が男性であるので、女性の方が被害に遭いやすい

件数

割合

11

29%

6
3
1
4

16%
8%
3%
11%

12

32%

1

3%

とは一概にいえない。
社会的階級については、2−2 節 1 項で述べた通り、
Doob and Gross は、車種によって社会的階級を推
定し、高級車（上流階級）より大衆車（下流階級）
の方がクラクションを鳴らされやすいという結果を
発見した。これを参考に、日本の場合でも車種を調
査したところ、被害車両のうち、高級車（500 万円
以 上）は 1 割 で あ る の に 対 し、比 較 的 安 価 な 車

Table 4 成立し得る道路交通法違反

道路交通法違反
進路変更禁止違反
急ブレーキ禁止違反
速度超過
追越し方法違反
車間距離保持義務違反
安全運転義務違反
通行区分違反
駐停車禁止違反
その他

IATSS Review

件数
18
11
10
10
8
6
5
3
5
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左の違反が認められる
事故の割合
47%
29%
26%
26%
21%
16%
13%
8%
13%

（％）
6.0E‑07
5.0E‑07
4.0E‑07
3.0E‑07
2.0E‑07
1.0E‑07
0.0E＋00

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

加害者

Fig.6 年齢別運転免許保有者数に占める加害者の人数の割合

（ 79 ）
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（200 万円未満）は 35％と割合が 3 倍以上高くなる。

運転者がより興奮状態になっているとも考えられ

一方、加害車両は 4 割が高級車であることから、加

る。基本的には「キープレフト」を維持することが、

害者は社会的階級が高く、被害者は社会的階級が低

あおり運転に遭わない方策といえるだろう。しかし、

い傾向がみられる。この結果は、社会的地位が高い

追越し車線が無いにも関わらず、前方の車両が遅い

者が自分より低い者を卑下したり、嫌がらせをした

場合には、後方車両が車間距離を詰めるなど、あお

りするパワーハラスメントに似たような現象が、車

り運転が行われやすいと予想されるが、本調査では、

両の外見から相手の社会的地位を推測することで、

片側一車線道路または非分離道路だったのは 16％

道路上でも起きていると考えられる。また、車両の

しかない。これは、調査対象が交通事故の発生した

大きさをみても、加害車両と被害車両の組み合わせ

場合のみを対象にしていることから、単線であおり

として、被害車両の方が二輪など小さくなる傾向が

運転が行われても、速度が低いまたは無理な追い越

あることからも、車両同士の力関係の影響がみられ

しが行われにくいなど、事故に直結していないので

る。しかしながら、加害車両、被害車両共に四輪が

件数に現れていない可能性がある。
5 ‑ 3 きっかけ（トリガー）

多く、組み合わせも半数が四輪同士の事故であるこ
とから、あおり運転は、特に四輪の車両で起きやす

きっかけは、2−2 節 2 項で示した先行研究と同様

い傾向があるといえる。これは、四輪では運転者の

に、
「進行の邪魔をされた」
「割り込まれた、抜かさ

顔が見えず、口頭によるコミュニケーションも取り

れた」といった相手の運転行動をきっかけとするも

にくいため、相互に誤解が生じやすいことが影響し

のが多く、約半数を占める。その他、運転行動以外に、

ていると考えられる。例えば、前方車両が急ブレー

運転の前に相手と口論をしていたことや不快なジェ

キを踏んだ場合、なぜそのようなブレーキ操作をし

スチャー（相手に中指を立てる等）をきっかけとす

たのかは、他者には理解できないことがありうる。

るものがある。運転行動をきっかけとする場合は、

自動車を運転する際は、運転者の匿名性や意思疎通

その行為が相手の運転者に向けて行われたかは不明

の不足によって、相互に誤解が生じやすい状態であ

であり、単純に追い抜かれたり、進路変更されたり

ることを念頭に置き、周囲の環境をよく見て、他の

しただけの可能性があるが、口論やジェスチャーは、

運転者に対する寛大な心も必要であろう。

敵意を向けられたことが明らかである。また、前車

5 ‑ 2 時間と場所

が信号無視をしたことをきっかけとして、相手方を

時間帯については、前述のドイツの事例では、多

制裁する意図で、妨害目的運転が行われるケースも

くが午後および夜に発生しており、2−2 節 2 項の先

あるようである。

行研究でもラッシュアワーの時間帯に起きやすいと

5 ‑ 4 運転態様

主張しているが、日本の場合では、深夜 3 時から 6

2−2 節 4 項で述べた攻撃的運転の態様と同じよう

時を除き、いずれの時間帯でも発生しており、その

な運転行為があおり運転でもみられることから、日

傾向は見られないため、日本の場合、発生する時間

本のあおり運転は、海外の研究における攻撃的運転

の予測は困難である。また、ドイツの事例と同様に、

の一つであるといえるようである。しかしながら、

日本においても、事故が発生する曜日および季節に

Tasca の主張で攻撃的運転と分類された信号無視

重大な特徴は見られない。

は、自動車運転死傷処罰法において、危険運転致死

場所については、日本であおり運転が注目される

傷罪（第 2 条）には分類されるものの、第 4 号の妨

きっかけとなった事故は高速道路上であったが、本

害目的とは別に、第 5 号（殊更信号無視）に分類され、

事例調査では、高速道路上は約 1 割で、多くが一般

一般感覚としても、あおり運転に当たるとするには

道で起きている。ただし、道路の車線数は、約 6 割

違和感がある。また、日本のあおり運転の場合、急

が複数車線で、そのほとんどが追越車線上で発生し

ブレーキ禁止違反は 2 番目に多い違反であり、前述

ていることから、車道が広い道路や追越車線の方が

の東名高速道路の事故でも、不必要なブレーキをか

あおり運転は起きやすい傾向があるといえる。これ

け、後方車両を妨害したが、Tasca の攻撃的運転の

は、複数車線の方が、あおり運転行為のきっかけと

リストには挙げられていない。Tasca は、攻撃的運

なる車両同士の無理な追い越しや割り込みといった

転の例をリスト化したに過ぎず、全てを挙げられて

運転行為が行われやすいことが影響していると考え

いないとしているので、不必要な急ブレーキも攻撃

られる。また、追越車線上は速度が出やすいので、

的運転に含まれる可能性はある。ただし、後方車両
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日本におけるあおり運転の事例調査

も「前車が急停止してもこれに追突するのを避ける

11月末時点）
。また、自動車等を運転することが著し

ことのできる必要な距離を保っていなければならな

く道路における交通の危険を生じさせるおそれがある

い」
（道路交通法第 26 条）のであるから、乱暴な運

場合は、いわゆる「危険性帯有」として、運転免許の

転をする他車両に出会った場合は、落ち着いて、で

停止処分を行う行政処分を、昨年（2017年）1年間の

きる限り車間距離を取り、事故に発展することは避

6件を既に上回る41件実施した（2018年10月末時点）
。

けるよう心掛ける必要があるだろう。

免許の更新時講習における教養ビデオや全国警察の

6.

ホームページにおいても、あおり運転の危険性を注意

調査の限界

喚起している。さらに、2018年6月1日からの1週間は、

本調査は、日本のあおり運転の実態を分析するも

高速自動車国道等において、いわゆる「あおり運転」

のであるが、事例は妨害目的運転による交通事故に

等の悪質・危険な運転に対する全国一斉指導取締り・

至ったもの、かつ、過去 2 年 38 件のみしか収集でき

啓発期間を実施し、あおり運転等の抑止を集中的に

ていないため、事故には至らないあおり運転行為が

図ったところである。

調査できていない。また、標本数が少なく、統計的

以上のように、国は、あらゆる手段を講じてあお

推論も行っていないため全体の傾向と断言すること

り運転対策に取り組んでいるが、その結果として、

ができない、という限界が生じている。特に、発生

「あおり運転」が抑止され、周りの車の動きなどに

時間帯については、先行研究の仮説が成り立たない

注意し、相手の立場について思いやりの気持ちを

が、事例が増えるか、または、事故に至らない場合

持って運転する「思いやり・ゆずり合い運転 13）」が

も分析すれば、本調査の結果が日本独自の特徴であ

広がっているかは定かではない。また、あおり運転

るか、または、調査手法の限界によるものかが明ら

は、追い抜かれたり進路を譲ってもらえなかったり

かになるだろう。

といった、些細な事がきっかけで、見ず知らずの相

7.

手に対して乱暴な運転を行い、事故につながってい

結論

る。一時的な感情に任せて他人を傷つけてしまうこ

本調査は、攻撃的運転に係る先行研究をレビュー

とは、双方にとって不幸なことである。道路上は常

し、これまでに明らかにされている特徴を、日本の

に危険があること、交通ルールを守ることが基本で

事例と比較し、同様に当てはまるか否かを検証する

あることを再認識し、特に交通安全教育団体、マス

ことで、日本におけるあおり運転の特徴を明らかに

メディア等の情報発信機関においては、
「あおり運

した。過去の研究では、年齢が若い、男性、社会的

転」に対する厳正な処罰を「あおる」のみではなく、

階級、場所および時間、きっかけ（トリガー）が攻

同時に、
「思いやり・ゆずり合い運転」の呼びかけ

撃的運転の要因になっていると主張している。一方、

を行う必要があるだろう。

日本の事例の場合は、年齢、性別、社会的階級、きっ
かけ（トリガー）および運転態様については、先行

謝辞
本調査の執筆にあたり、調査依頼にご協力いただ

研究と似たような特徴がみられたが、時間ではみら

いた各都道府県警察の皆さまに深く感謝の意を表明

れなかった。
最後に、警察庁等でのあおり運転対策を紹介する。

します。また、調査のとりまとめおよび分析に多く

まず、あおり運転が注目されるきっかけとなった東名

の示唆をいただいた警察庁交通局交通指導課の皆さ

高速事故について、横浜地方検察庁は、妨害行為を行っ

まに感謝します。
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第 4 回IATSS国際フォーラム
（GIFTS）開催
■ 第60回IATSSフォーラム修了
■ 第 ９ 回IATSSフォーラム国際
同窓生会議
■ IATSS Research Vol.42,
Issue 3およびIssue 4発行
■

学会通信 国際交通安全学会

第4回IATSS国際フォーラム（GIFTS）開催
国際交通安全学会は、各々の学

れて以降、交通とその安全に関する

と考えられます。こうした一般的

問領域を跨ぐ学際的な学術研究に

国際的・学際的「共創」の場として

な地域性・文化的背景などにより、

とどまらず、政府・産業界・市民

国際社会に貢献できることを目指

交通事故発生に至る主要因の傾向

など、交通に携わる全ての方々の

し、多方面の招聘者の方々による活

の違いや、交通混雑の社会的許容

ご参画に基づく取り組みとして「超

発な討議を展開してきました。

度などに違いが生じます。本シン

学際性（Transdisciplinary）
」を重

第 4 回 GIFTS は、2018 年 11 月 2

ポジウムでは、さまざまな立場か

視し、事業活動を展開してまいり

日（金）
、国連大学（東京）におき

ら地域性、文化的差異などを理解

ました。加えて、2024 年に創設50

まして『比較文化の視点から交通

することが重要と考え、藤森照信

周年を迎えますが、事業のさらな

安全を考える』をテーマに開催さ

氏に「考現学」の立場から路上観

る拡充を目指して、国際活動を強

れました。交通とその安全に関す

察の具体例に基づく基調講演をい

化することといたしました。

る諸問題は、市民生活のスタイル、 ただきました。これに続いて、交

そ の 施 策 の 一 環 と し て、国 際

個人行動の特徴、その集積結果で

通安全の専門家や国際機関の行政

フ ォ ー ラ ム Global Interactive

ある社会的特質などを反映したも

担当者の方から交通安全に関わる

Forum on Traﬃc and Safety （略

のであり、地理的条件や気候、哲学、 トピックスが提供され、これら報

称GIFTS）を毎年開催しています。 宗教、倫理観などの文化的背景に

告に続き、登壇者の方々、さらに

GIFTS は2015 年に第1回が開催さ

は会場の参加者の方々による活発

よって、大きく影響を受けている

な討議が行われました。

シンポジウム「比較文化の視点から交通安全を考える」
●開会挨拶 会長
●趣旨説明 国際フォーラム実行委員会委員長
●基調講演 東京江戸博物館館長 / 東京大学名誉教授
●パネルディスカッション
司会
日本大学大学院教授
話題提供／パネリスト
カイロ大学工学部名誉教授
WHO UIP チーム コーディネーター
パネリスト
●閉会挨拶 専務理事

IATSS Review

Vol. 43, No. 3

武内 和彦
大口 敬
藤森 照信

詳細は下記をご覧ください。
http://www.iatss.or.jp/event/

▶

list/event19.html

佐野 充
Ali Huzayyin
Nhan Tran
藤森 照信
鎌田 聡
< 敬称略 >
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第60回IATSSフォーラム修了
IATSSフォーラムは、1985 年よ
り開始し、現在はアジア10カ国（カ

きか「共に考え、共に学ぶ」行動

ある村が、2018年8月の大地震

を実践しました。

で甚大な被害を受け、数千人の

ンボジア、インド、インドネシア、
ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィ

文化的背景・専門分野の異なる

住民は住居や登山ガイドの職を

研修生たちが、積極的に知識を共

失い、生活に困窮しており、彼

リピン、
シンガポール、
タイ、
ベトナム） 有し、切磋琢磨しながら真剣に研

らを支援するため、付近で生産

から研修生を招き、次世代若手リー

修に取り組みました。その成果と

しているリンジャニコーヒーの

ダー育成をする研修を行っています。

して、研究発表会では、各グルー

ブランド力を上げ、地域経済の

研修の修了生（59回までの累計：

プより以下の3つのプロジェクト

活性化と住民の収入アップを図

1,031 名）は、政府機関、大学、企業、 が提案されています。
NPO 等で活躍すると共に、各国、 1 . ホテル等の排水による環境汚染

るプロジェクト
研修生の中には、さっそくこれ

各地域の課題に対応すべくボラン

により、大統領の方針で6カ月

らの提案を自国に持ち帰り、同窓

ティア活動にも積極的に参加してい

間の閉鎖に追い込まれたフィリ

会メンバーと連携し、実現させよ

ます。

ピンの人気リゾート地ボラカイ

うという動きも出ています。

第60 回 は2018 年9月22 日 か ら、

島に着目し、住民、企業、観光

研修生からIATSSフォーラムの

9カ国18名が参加して始まりました。

客に環境保護のマインドを身に

リーダーシップ研修に対する生の

鈴鹿を拠点に、京都、神戸、鳥羽、

つかせるモバイルアプリを作

声を聞く機会である振り返り会で

り、展開するプロジェクト

は、
「自分自身を深く知り、また、

植民地時代が終わって80年も

自分に自信を持つことができた」

東京を訪問し、環境、政治、交通
他のセミナー、視察、国際交流、ケー

2.

ススタディ等、55日間の研修を行

経過しているのに、いまだに 「バックグラウンドも専門性も異な

い、11月10日には全員が無事修了

良くならないアセアン諸国の

る多様な研修生との関わりを通じ、

式を迎えることができました。

初等教育を問題と捉え、ラオ

大きな刺激を受け、考え方や視野

スの地方の小学校を手始めと

が大きく広がった」など、多くの

研修テーマとして「持続可能な
地域・社会づくり」を設定し、武

し て、先 生 た ち の「教 え 方」 賞賛の声を聞くことができました。

内会長による導入セミナーをはじ

や「モチベーション」を向上

めとし、事例研究、その他講義を

させるプログラム

知識・体験・人との絆を活かし、

インドネシアで一番美しいとい

将来を担う若手リーダーとして、

るために何が必要なのか、住民・

われるロンボク島のリンジャニ

さらに成長しグローバルに活躍し

企業・行政がどのように連携すべ

山（標高：3,726m）の登山道に

てくれることを期待しています。

通じて、地域・社会をより良くす

▲ グループ研究発表会の様子
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第９回IATSSフォーラム国際同窓生会議
1985 年 に 開 講 し、2018 年 で 60

会活動強化の方向性（各国同窓会

小グループで行った討議および

回となった IATSS フォーラムを

活動好事例の共有と今後３年間の

現場訪問に対して、参加者より

修了した研修生は、1,049 名を数

プロジェクト展開等）を相互に確

IATSS フォーラムのモットーである

えますが、3 年前のミャンマーで

認しました。

「『Thinking & Learning Together』

の第 8 回国際同窓生会議に引き続

翌日は、ルアンパバーンの主要

再体験の場」
「新旧が互いに学び

き、昨 年 12 月 8 日、9 日 に 第 9 回

産業である手工芸とエコツーリズ

合う機会となった」という声も聞

国際同窓生会議をラオスにて開催

ムの展開状況を視察しました。手

かれ、同窓生間のネットワーク強

しました。

工芸の伝統技術の継承について

化にもつながりました。

当 イ ベ ン ト に は、ASEAN9 カ

は、村全体での取り組みと、社会

今回の国際同窓生会議の開催に

国および日本の同窓会役員、同窓

的企業（Social Enterprise）による

あたっては、現地ラオスの同窓会

生、IATSS フォーラム事務局含

取り組みの両方を見学、その違い

役員や同窓生に加えて、現地では

め、約 120 名が世界遺産で有名な

を比較することで、それぞれの良

国際会議の位置付けと捉えていた

ラオスのルアンパバーンに結集

さや課題を実感することができま

だき、ラオス政府機関であるラオ

し、各国の同窓会活動の情報共有

した。エコツーリズムでは、ラオ

ス青年同盟（IATSS フォーラム

を行い、今後の同窓会活動をどの

スの魅力の一つである自然資源を

ラオス委員会・事務局の母体）や

ように強化していくのか、グルー

いかに観光と結びつけ、地域の収

ルアンパバーン市の多大な協力と

プ討議を実施しました。討議は、 入源とするか、地元住民を巻き込

幹部メンバー参画のもと、充実し

国、参加年度を混合した小グルー

た会議を成功裏に終えることがで

んだエコツーリズムの成功事例を

プで行い、各国の好事例、課題、 見学しました。各視察先では、ル

きました。

アイディアの共有など、活発な意

アンパバーン観光局の地元ガイド

次回の第 10 回 IATSS フォーラ

見交換が行われました。討議結果

の解説に加え、ラオス同窓会メン

ム国際同窓生会議は、2021 年に

は各国同窓会長による「ルアンパ

バーや現地大学生が、個々の質問

シンガポールでの開催となります

バーン宣言」に盛り込まれ、各国

にも細やかに対応しており、今後

が、
「ルアンパバーン宣言」に基

同窓会長、実行委員会代表、事務

の各国同窓会活動のヒントとなる

づき、引き続き同窓会活動の強化

局代表の全員が署名をして、同窓

充実した現場訪問となりました。

を進めてまいります。

▲ ルアンパバーン宣言に署名した各国同窓会長たち
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IATSS Research Vol. 42, Issue 3
およびIssue 4発行
IATSS Research Vol. 42, Issue 3 および Issue 4 が発行されました。
Elsevier Ltd. のサイトより、無償で全掲載論文のダウンロードが可能です。
Vol. 42, Issue 3
▶

https://www.sciencedirect.com/journal/iatss-research/vol/42/issue/3

Natalia Distefano, Salvatore Leonardi
A list of accident scenarios for three legs skewed intersections
Navid Khademi, Abdoul-Ahad Choupani
Investigating the road safety management capacity: Toward a lead agency reform
Zarir Hafiz Zulkipli, Siti Atiqah Mohd Faudzi, Abdul Rahmat Abdul Manap,
Noor Faradila Paiman
Non-fatal spine injuries resulting from motorcycle crashes
Scott Le Vine, Chenyang Wu, John Polak
A nationwide study of factors associated with household car ownership in China
James Damsere-Derry, Shaibu Bawa
Bicyclists' accident pattern in Northern Ghana
Subasish Das, Bradford K. Brimley, Tomás E. Lindheimer, Michelle Zupancich
Association of reduced visibility with crash outcomes
Mark W. Hoglund
Safety-oriented bicycling and traffic accident involvement

Vol. 42, Issue 4
▶

https://www.sciencedirect.com/journal/iatss-research/vol/42/issue/4

<Special Feature: Traffic Safety Improvement among the Youth in Asia>
Yuto Kitamura, Makiko Hayashi, Eriko Yagi
Traffic problems in Southeast Asia featuring the case of Cambodia's traffic accidents involving
motorcycles
Nagahiro Yoshida, Toshiki Koyanagi
Empirical analysis of hazard perception and driving behaviors among high school and college
students on motorcycles in Phnom Penh, Cambodia
Seiya Matsuoka
Traffic management project in Phnom Penh
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Tadanori Yamaguchi
The need for building role models for motorcycle riders' education in the kingdom of Cambodia
Murungi Elizabeth MWEBESA, Kento YOH, Hiroto INOI, Kenji DOI
A new approach to cross-sector cooperation in road safety through a comparison of policies in
selected countries
<General Topics>
Muhammad Marizwan Abdul Manan, András Várhelyi, Ali Kemal Çelik, Hizal Hanis Hashim
Road characteristics and environment factors associated with motorcycle fatal crashes in Malaysia
Kan Shimazaki, Tasuku Ito, Ai Fujii, Toshio Ishida
The public's understanding of the functionality and limitations of automatic braking in Japan
John Jowhell Villegas, Wael K.M. Alhajyaseen, Hideki Nakamura, Azusa Goto
Performance evaluation of the inside intersection median-turn lane markings on the mobility and
safety performance of signalized intersections in the Philippines and Japan
Hiroshi Yoshitake, Motoki Shino
Risk assessment based on driving behavior for preventing collisions with pedestrians when making
across-traffic turns at intersections
Yanlei Gu, Li-Ta Hsu, Shunsuke Kamijo
Towards lane-level traffic monitoring in urban environment using precise probe vehicle data derived
from three-dimensional map aided differential GNSS
Mahdi Rezapour, Shaun S. Wulff, Khaled Ksaibati
Effectiveness of enforcement resources in the highway patrol in reducing fatality rates
Natalia Distefano, Salvatore Leonardi, Giulia Pulvirenti
Factors with the greatest influence on drivers' judgment of roundabouts safety. An analysis based
on web survey in Italy
Essam Dabbour, Marwa Al Awadhi, Mina Aljarah, Malak Mansoura, Murtaza Haider
Evaluating safety effectiveness of roundabouts in Abu Dhabi
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編集後記
▼世の中では、100 年に一度の技

られていることを興味深く観るこ

より、J-STAGEでの公開も始めま

術革新ということで、一般紙でも

とができます。その一方で、最初

した。これによって、より多くの

「CASE」
「MaaS」というキーワー

に挙げたように、科学技術は時と

皆さまにお読みいただく機会をご

ドが目につくようになってきまし

して想像を超える革新が起きるこ

提供できることと期待しています。

た。本号特集では、そこに深く関

と が あ り ま す。2030 年 に は、先

▶

係する「コネクティビティの進化

進国の新車は全てコネクテッド

browse/iatssreview/-char/ja

https://www.jstage.jst.go.jp/

と交通」をテーマに据えました。 カーになるといわれており、どの

Vol.42 以前のバックナンバーに

現実社会や電脳空間で「つながる」 ような新しい交通社会が実現して

つきましては、これまで通り当学

ことによって、世の中がどう変わ

いくのかを、この特集号を読むこ

会ホームページをご覧ください。

るかは、1995 年に劇場公開され

とで、読者の皆さんには、いろい

▶

た「GHOST IN THE SHELL/ 攻

ろと想像を膨らませていただけれ

publication/iatss-review/

殻機動隊」でも描かれており、現

ばと思います。

在普及しているクラウドの考え方

（関根）

▼小誌は、これまで当学会ホーム

http://www.iatss.or.jp/
（事務局）

やサイバーセキュリティなどが、 ページにおいて電子ジャーナルを
すでに 25 年前の時点で取り上げ
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